イベント公示（案）

フルッタフルッタアサイーカップ２０１６
第 1 回：６月 1２日（日） 第 2 回：７月２４日（日） 第 3 回：８月７日（日）
第 4 回：９月１１日（日） 第 5 回：１０月１６日（日）

共同主催

一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会
（総合型地域スポーツクラブ江ノ島ちょっとヨットビーチクラブ）
株式会社フルッタフルッタ
ちょっとヨットビーチハウス

開催事業

江の島ビーチスポーツグランプリ２０１６（toto 助成事業)
ビーチスポーツ親子体験教室

後

援

一般社団法人日本スタンドアップパドルボード協会
一般社団法人日本 BiC ワンデザインクラス協会

協

力

協

賛

腰越漁業協同組合 江の島片瀬漁業協同組合
ビックスポーツジャパン マジックマリンジャパン

イベント概要
SUP に乗ってみたい！という初心者から日ごろから SUP の大会に出ている方や、ジュニ
アのウィンドサーファー、これからマリンスポーツ始めたいと考えている方など、幅広い
レベルの方が参加できる大会です。
今年度からは種目を追加し、SUP 競技・ウィンドサーフィン（ジュニアのみ）競技のレ
ースを行います。マリンスポーツの魅力をより多くの方々に知っていただくため、初心者
向けのウィンドサーフィン・ヨット体験イベントも同時開催いたします。
午後からパーティーを行います。アサイー、SUP を通して『エクササイズで美しい体』
になることを目指し、健康的な『楽しいレース』を行います。女性、男性、学生、ジュニ
アそしてまったく初心者の参加も大歓迎です。

日

程（全 5 回）

開催場所

主

催

6 月 12 日

7 月 24 日

8月7日

9 月 11 日

10 月 16 日

【競技】
湘南江ノ島片瀬海岸東浜・江ノ島沖・境川・神奈川県藤沢市片瀬海岸 1 丁目地先
【受付】
ちょっとヨットビーチハウス 藤沢市片瀬海岸 1-12-4
一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会
（総合型地域スポーツクラブ 江ノ島ちょっとヨットビーチクラブ）

共同主催

株式会社フルッタフルッタ
一般社団法人日本 BiC ワンデザインクラス協会
ちょっとヨットビーチハウス

後

援

一般社団法人日本スタンドアップパドルボード協会
一般社団法人日本 BiC ワンデザインクラス協会

協

力

腰越漁業協同組合 江の島片瀬漁業協同組合

協

賛

ビックスポーツジャパン
マジックマリンジャパン

助

成

独立行政法人日本スポーツ振興センター（toto）

競技種目

BIC ワンデザイン

競技規則

■ SUP 競技
SUPA 競技規則（http://supa-japan.org/rule）
■ ウィンドサーフィン競技
2013-2016 セーリング競技規則（以下 RRS）
、付則 B に定義された規則
※本大会は特別ルールとしてオンザウォータージャッジを採用します。

WING12.6 TECHNO293 その他

クラス

■ SUP 競技
1. チャレンジクラス
メンズ：全年齢のすべての男性
レディース：全年齢のすべての女性
2.

ビギナークラス
メンズ ：全年齢のすべての初心者男性
レディース ：全年齢のすべての初心者女性

【初心者の定義】
本大会開催日の過去一年間に本大会以外の競技会、選手権に参加の経験がある方、もしくは、
それと同等のスキルを持つと主催団体がみなした方はエキスパートクラスの参加となり、ビ
ギナークラスにはエントリーできません。
3.

オープンクラス
メンズ：全年齢のすべての男性 ※WING12.6 以外のボードの持ち込み者のみ
レディース：全年齢のすべての女性 ※WING12.6 以外のボードの持ち込み者のみ

4.
5.
6. ジュニアクラス
U-17 クラス：17 歳未満の男性、女性
U-13 クラス：13 歳未満の男性、女性
ガールズ：17 歳未満の女性
■ ウィンドサーフィン競技
1. U-17 クラス：17 歳未満の男性、女性。ボードはテクノ 293 を使用。

エントリー
エントリー締切
問い合わせ先

2.

ナショナルテクノ 6.8 クラス：15 歳未満の男性、女性。ボードはテクノ 293、セール
は 6.8 ワデザインリグもしくは 5.8 ワンデザインリグを使用。

3.

ナショナルテクノ 5.5 クラス：15 歳未満の男性、女性。ボードはテクノ 293、セール
サイズは 5.5 以下のものを使用

4.

ナショナルテクノ 4.5 クラス：15 歳未満の男性、女性ボードはテクノ 293、セールサ
イズは 5.5 以下のものを使用。

5.

ナショナルテクノ 3.5 クラス：15 歳未満の男性、女性ボードはテクノ 293、セールサ
イズは 3.5 以下のものを使用。

以下のホームページよりエントリーを行える。
http://enoshima.beachsports.jp/
各レース日の 7 日前の 17 時までとする。
一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会
050－2018－0944

参加費

・エントリーフィー
1. 主催団体の会員
2. 65 歳以上、18 歳未満
3. その他
A) チャレンジクラス
B) ビギナークラス
C) オープンクラス

1,000 円
無料
4,000 円
3,000 円
5,000 円

・ボードチャーター代
1. 主催団体の会員 無 料
2. 女 性
3. 65 歳以上、18 歳未満
4. その他

無 料
無 料
1,000 円

・懇親会
1. 大 人
2. 中学生以下

2,000 円
1,500 円

※別途傷害保険料 500 円
※申込期限以降のエントリーは例とエントリーフィー2,000 円が必要となります。
表彰

□成績上位者には株式会社フルッタフルッタより副賞を授与
□一般社団法人海洋教育スポーツ振興協会より
全クラス 全ディビジョンの優勝者～3 位まで表彰

成立

本大会は１レースの実施をもって成立とする。

スケジュール

受付
開会式
第１レーススタート予定
パーティー・表彰式

保険

大会参加者はスポーツ安全保険または同等の有効な保険に加入するものとする。

9:00～9:30
9:30
10:00
15:00

安全管理規定
(1) すべての競技者は個人用浮揚用具（ライフジャケット）とリーシュコードを着用しなければならない。
(2) レース委員会または審判は、レース艇が競技不能もしくは危険な状態にあると判断した場合は、リタイア
を命じることができる。ただし、救済の根拠とはならない。
ルールの厳守と責任・安全管理義務
(1) すべての競技者は本大会競技規則、水上における交通規則、主催者運営委員の発する案内、指示および注
意・警告・命令を厳守しなければならない。
(2) すべての競技者は本大会が海上・施設・自然環境を利用して開催されていることをよく理解し、主催者お
よび大会関係者による案内・注意・指示などの有無にかかわらず安全を確保できる注意を払いながら競技
を遂行しなければならない。
(3) すべての競技者は自己の責任において体調を維持し、安全管理を怠らず競技を遂行しなければならない。
(4) すべての競技者は良識あるスポーツマンとしてフェアプレイの精神を持って行動することを要求され、危
険行為や大会運営に支障が起こるような言動や行動は慎まなければならない。
(5) すべての競技者は本大会環境を十分に把握し能力に応じたペースを守り、他の競技者・競技者以外の周
辺 航行船舶との接触を避ける十分な間隔を保ち競技を遂行しなければならない。
その他規定
(1) 競技者は競技中に援助を必要とする場合は「競技を中止して、両手を頭の上で振り救援を求める」ことで
統一する。
(2) 出帰艇場所への移動の安全確保のためマリンブーツ、ビーチサンダル等を着用する。
(3) 自ら棄権する競技者は大会関係者にその旨を知らせ、速やかに競技コースから退去しなければならない。
(4) 主催者運営委員から競技の中止を命じられた競技者は、速やかに指示に従って競技コースから退去しなけ
ればならない。
(5) 主催者が競技中における中止を決定した場合は、監視員より水上において通知されるので、競技者は速や
かにその指示に従わなければならない。
(6) 競技中の安全のため競技中における小休止は随時可能とする。
(7) 競技中の小休止の際には、他の競技者の競技遂行を妨げないよう配慮すること。
(8) 競技者は、個人の責任において事前に競技コース及び競技環境を把握することができる。尚、視察・試漕

に際しては、大会の規則や監視体制がなされていないことを理解し、個人の責任において十分な注意が必
要である。
(9) 制限時間は、スタートから２時間００分とする。（最終漕者がそれよりも早くゴールすればその時点で終
了）
(10) 主催者は、天候悪化・事故等により大会の安全確保ができないと判断した場合は、競技開始以前あるいは
競技中においても競技中止を決定する。その場合競技者は大会関係者の指示に従い行動しまければならな
い。天候コンディションで中止の場合も参加費は返納することはできない。
その他、注意事項
(1) 天候コンディション等により中止となった場合でも、参加料の返還はしないものとする。
(2) 当日、気象警報などが出た場合は中止とする。
(3) 必ずスタッフの指示に従うこと。
(4) 競技に参加するための道具は各自用意すること。
(5) 自分の体力と当日の体調を確認し、各自の判断にて出場すること。
(6) 浮力体を必ず各自用意をしておくこと。
(7) 近隣での無断駐車はしないこと。
(8) ごみを投棄しないこと。ルールと大会規定に従い、大会オフィシャルの指示に従う。
(9) 参加者はスポーツ安全保険または同等の有効な保険に加入していなければならない。
(10) 大会期間中に撮影された写真、動画等の使用、転載の権限を、大会主催者へ与える。
(11) 浮力体とリーシュコードを必ず着用する。
(12) コース等の詳細は当日の競技説明時に発表される。
承諾事項

参加申込に際しては、大会開催会場である大阪北港マリーナの利用規約を承諾するものとする。
また、個人情 報の取り扱い、写真等の取り扱いについても上記利用規約記載の通りとし、参加
者はそれを承諾する。 また、選手の氏名、所属、順位等については、各種メディア等に掲載す
る場合があることを参加者は承諾する。

責任の否認

この大会の競技者は自分自身の責任で参加する。主催団体は、大会の前後・期間中に生じた物
理的損害または 身体障害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。

コース
１．

下の図はあくまで例であり、使用するコースは当日のコンディションによって短縮・変更する
ことがある
SUP 競技 チャレンジクラス

２．

SUP 競技 ビギナー・オープン・ジュニアクラス

３．

ウィンドサーフィン競技（使用するコースは当日発表する。
）

セーリング（ヨット・ウインドサーフィン）体験教室公示

日

程

（全 6 回）

第1回
第2回
第3回

6 月 12 日（日）
7 月 24 日（日）
8 月 7 日（日）

第4回
第5回

9 月 11 日（日）
10 月 16 日（日）

開催場所

湘南江ノ島片瀬海岸東浜 江ノ島大橋前

参加資格

小学校１年生以上の男女と親御様
※当日の海のコンディションや体格によってはお断りする場合もございます。

定

１５組（お子様１人に対して親御様 1 人）
※申し込み人数によっては抽選となることもある。

員

参加申込

以下のホームページより参加予約を行える。
http://enoshima.beachsports.jp/

申込締切

各体験日の 7 日前の 17 時までとする。

問合せ先

一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会
TEL:050－2018－0944

参 加 費

65 歳以上、18 歳未満
無 料
女性
無 料
その他
2,000 円
保険代
1 人 500 円
※体験教室開始後に天候等の理由により体験会が中止になることがあります。
その場合においても参加費は返金できません

持 ち 物

水 着
バスタオル
ビーチサンダル
お昼ごはん

スケジュール

受付
午前 9：00
終了
午後 13：00 頃
※準備・片づけなどにより、時間が多少ずれる場合もある。

保険

参加者はスポーツ安全保険または同等の有効な保険に加入するものとす
る。

承認事項

大会開催場場所であるちょっとヨットビーチハウスの利用規約を承諾する
ものとする。

責任の否認

主催団体は参加者の物理的損害または身体障害、もしくは死亡によるいか
なる責任も負わない。

