2010 UP-WIND SERIES FAINAL

PRO/AMA Open JPWA JAPAN TOUR

梅園 CUP 2010 大会要項
□大会名

国東半島国東市ボードセーリング大会
（2010

梅園 CUP 2010

JPWA プロアマオープンジャパンツアーアップウインドシリーズファイナル）

・ 2010 テクノ 293 全日本選手権
・ 2010 梅園 CUP アマチュア選手権
□日程

2010 年 11 月 6 日(土)、7 日(日)

□開催地

大分県国東市安岐町 塩屋海岸及び同沖合い

□共同開催

国東半島国東市安岐ボードセーリング大会 梅園 CUP 実行委員会／
日本プロウインドサーフィン協会

□公認

日本プロウインドサーフィン協会／日本セーリング協会／日本ウインドサーフィン連盟／
全九州ボーセーリング協会

□特別協力

国東市／国東市教育委員会／梅園の里

□協力

日本プロウインドサーファー協会／安岐町漁業共同組合／安岐町商工会／JA 国東安岐支店／スカ
イグリーン／安岐海岸ふるさとづくりの会／東国東ヨット部／カレラワークス・BUZZ チーム

□協賛

株式会社 JAL セールス／フェリーさんふらわあ／南九州コカコ－ラボトリング株式会社／
PT．GUDANG GARAM Tbk.／その他各社

□後援

大分県／大分合同新聞社／NHK 大分放送／OBS 大分放送／TOS テレビ大分／OAB 大分朝日放送／エ
フエム大分／ノースエフエム／ハイウインド／ウインドサーファー

□競技種目

ジャパンツアーアップウインドクラス：アップウインド（コースレース）
テクノ 293 全日本クラス：アップウインド（コースレース）※テクノ 293 全日本クラス要項参照
アマチュア選手権ロングボードクラス：アップウインド（コースレース）
アマチュア選手権ビギナークラス：簡単なアビームコース
アマチュア選手権キッズクラス：簡単なアビームコース

□適応規則

＜ジャパンツアーアップウインドクラス＞
JPWA ルール／当帆走指示書
＜テクノ 293 ジュニアクラス＞
国際セーリング競技規則（付則 B）／テクノ 293 クラスルール／本大会要項／当帆走指示書
※テクノ 293 全日本クラス要項参照
＜アマチュア選手権クラス＞
国際セーリング競技規則（付則 B）／本大会要項／本並びに当帆走指示書を適用する。
※各規則等において、一致しない事項が生じた場合は、帆走指示書を優先する。

□クラス規定・表彰 ＜プロアマオープンジャパンツアーアップウインドクラス＞
[規 定]JPWA アップウインド使用エクイップメント規定（1 ボード 3 セイル 3 フィン）
[表 彰]1 位～6 位／サーキットレディース賞／ベストアマチュア賞 1 位／賞金有（プロ登録選手）
＜テクノ 293 全日本選手権クラス＞
※テクノ 293 全日本クラス要項参照
＜アマチュア選手権ロングボードクラス＞
[規 定]ダガーボード・セイル 7.5 ㎡以下／[表 彰]1 位～3 位（男／女）
＜アマチュア選手権ビギナークラス＞
[規 定]セイル 7.5 ㎡以下／[表 彰]1 位～3 位（男／女）
＜アマチュア選手権キッズクラス＞
[規 定]小学生以下、道具フリー／[表 彰]1 位～3 位
□エントリーフィー ＜プロアマオープンジャパンツアーアップウインドクラス＞
￥15,000（パーティ費用､昼食代含）
＜テクノ 293 全日本選手権クラス＞
※テクノ 293 全日本クラス要項参照
＜アマチュア選手権ロングボードクラス・ビギナークラス＞
￥12,000（宿泊代、パーティ費用､昼食代含）※ダブルエントリーはできません。
＜アマチュア選手権キッズクラス＞
￥7,000（宿泊代、パーティ費用､昼食代含）
□リコール No

プロアマオープンジャパンツアーアップウインドクラスは、JPWA 登録をそれ以外のクラスは、WFJ 登録を
優先し、それぞれそれ以外で重複した場合は先着順とします。

□参加資格

プロ・アマ不問
※但しプロアマオープンジャパンツアーアップウインドクラスに出場の選手は、JPWA 選手会登録が別途
必要です。JPWA 事務局へ問い合わせください。また、テクノ 293 全日本選手権出場選手は、JSAF と
WFJ の登録が必要です。

□レース数

全クラス最大 6 レース（1 レースを持ってレースは成立する。）

□エントリー方法 指定されたエントリーフォームに現金書留にてエントリー費／宿泊費が必要な場合は、合わせて事務局
へ送付してください。ただしテクノ 293 全日本選手権大会クラスは、テクノ 293 全日本クラス要項参照
[事務局]
〒873-0504 大分県国東市国東町安国寺 1639-2

国東市歴史体験学習館

梅園カップ大会事務局 穴見和彦 宛
□エントリー締切 10 月 29 日（金）必着
※エントリー締切後のエントリーは、宿泊の都合等により原則として受け付けませんので注意し
てください。
□宿泊

＜プロアマオープンジャパンツアーアップウインドクラス出場選手の宿泊＞
1.宿泊は大会事務局指定個所での宿泊を義務付とする。
指定宿泊場所 「梅園の郷」 義務付け日 11 月 6 日
2.宿泊料金等 梅園の郷
5日

6日

7日

￥8,500/1 泊 2 食

パーティの為夕食なし

￥8,500

￥6,500/1 泊朝食

￥6,500/1 泊朝食

￥6,500/1 泊朝食

・網掛け文字は宿泊義務付け日です。
・なお梅園の里は、先着順で満員になり次第、他の宿泊施設となる可能性あります。

・同伴者の宿泊料金は、選手料金と同じです。
3．大分県在住の選手は宿泊義務付けを免除します。

＜テクノ 293 全日本選手権大会クラス出場選手の宿泊＞
テクノ 293 全日本クラス要項参照
＜アマチュア選手権ロングボードクラス・ビギナー・キッズクラス出場選手の宿泊＞
・6 日のみエントリー費に含まれています。事務局にて大会当日宿泊先を知らせます。
・なお同伴者の宿泊は、選手料金と同じです。
□スケジュール
11/6（土）

11/7（日）

08：30

レジストレーション

09：00

スキッパーズミーティング

10：30

開会式、スキッパーズミーティング

10：00

レース開始予定

11：00

レース開始予定

15：00

レース終了予定

16：00

レース終了予定

16：00

表彰式・閉会式

19：00

レセプション（梅園の里）

□その他

＜交通アクセス等割引について＞
[フェリー使用の場合]

フェリーさんふらわあ （神戸⇔大分） 30％割引

※事務局より希望者にエントリー受付後割引券を発行します。予約は各自で行ってください。
フェリーさんふらわあ
[エアー使用の場合]

大分営業所 097-536-5500

神戸営業所 078-857-9525

松山営業所 089-951-2266

今治営業所 0898-23-5110

割引はありません。

＜道具の運搬について＞
[運送会社使用の場合]

割引はありません。

※荷受は 11 月 5 日着分まで現地まで搬入します。
・送付先住所
大分県国東市安岐町大字中園 100 番地
[エアー使用の場合]

国東市安岐総合支所 梅園カップ実行委員会 宛

割引はありません。

※ピックアップは 11 月 5 日のみです。希望があれば対応しますので事務局へ申し込んで下さい。
＜道具の搬入について＞
ボード等の会場搬入については、非常に混雑が予想されます。別添｢駐車場及びボード等の搬入方
法｣を参照の上スタッフの指示に従ってください。
＜送迎について＞
選手送迎については、大会期間中梅園の里⇔会場のみ送迎を行います。
＜日本プロウインドサーフィン協会（JPWA）登録について＞
サーキットクラスは公認レースとなっている為、選手会登録が必要です。
各自で登録をお願いします。
□お問い合せ

＜プロアマオープンジャパンツアーアップウインドクラスのルール及び登録に関すること＞
JPWA 事務局（11：00～17：00）

TEL：046-872-3280／e-mail：JapanProWSF@aol.com

＜梅園 CUP アマチュア選手権に関すること＞
全九州 BS 協会競技委員長（穴見）（10：00～17：00）
TEL：0978-72-2677（国東市歴史体験学習館）／FAX：0978-72-2505
＜その他エントリー等の問い合わせ＞
梅園 CUP 大会事務局 (国東市歴史体験学習館 穴見)（10：00～17：00）
TEL：0978-72-2677／FAX：0978-72-2505

BAIEN CUP 2010 参加申込書
（申し込年月日）

参加クラスに〇印をつけてください

2010 年

月

日

プロアマオープンジャパンツアーアップウインドクラス

私は、本大会の規定に基づき下記

15,000 円

の参加費/宿泊費用を添えてエント 参

テクノ 293 全日本選手権クラス

リーします。なお上記費用はレース 加

※別添公示申込書にてエントリー

不成立等いかなる理由においても ク

アマチュア選手権ロングボードクラス

返却されない旨同意します。

ラ

12,000 円

サイン又は㊞

ス

アマチュア選手権ビギナークラス
12,000 円

参加費金
宿泊費金

円
円

①合計金

アマチュア選手権キッズクラス
7,000 円

円

同伴者宿泊申し込み

①②の該当者は、該当欄を〇で囲んでください
選

4日

5日

6日

７日

８日

同伴者氏名

梅 1泊2食

1泊2食

パーティの 1 泊 2 食

1泊2食

同伴者氏名

園 8,500 円

8,500 円

為夕食なし

8,500 円

8,500 円

手 の 1 泊朝食

1 泊朝食

1 泊朝食

1 泊朝食

1 泊朝食

里 6,500 円

6,500 円

6,500 円

6,500 円

6,500 円

同伴者氏名

同伴者(

)名×(

)日×（

②合計金

）円

円
宿

①+②合計金額

円
ふりがな
氏

泊
住

所

〒

-

名

生年月日

（

歳）

所属チーム名等

セイル NO

血 液 型
性

別

電

話

Fax

緊急連絡

有

フェリー割引券の必要

〒

フェリー割引券の送付先

・

無

-

先電話
JPWA 登録

プロ登録 ｜ A 会員 ｜ Ｂ会員（本年度初めての大会出場、 2 回目） ｜ 非会員
（○をつけてください。）
（誓約書）

大会実行委員長 殿

本大会の参加にあたり、自らの心身の安全・物件・所有物の管理については、全て私個人の責任においておこないます。したがって全ての直接的・間接
的な損害や損失を本大会の主催者・関係者及びその他の関係する全ての団体や関係者に求償したり訴えたりしません。又ルールー・マナーを厳守し関
係者に一切の迷惑をかけないことを誓い個々に署名します。

2010 年

※18 歳未満の場合は保護者の署名捺印が必要です

月

日

選手署名

㊞

保護者名

㊞

