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Japan O’pen BIC Cup 2014 
（兼 World O’pen Cup 2014 代表選考レース） 

 

主  催 ： 日本オープンビッククラス協会（Japan O’pen BIC Class Association） 
後   援 ： 兵庫県セーリング連盟、NPO 法人兵庫県の水域の秩序ある利用を進める会 

協   賛 ： 株式会社ウインドワード 

開催場所 ： 兵庫県西宮市 （ウインドワードオーシャンクラブ） 

 

 

レース公示（NOR） 
 

1．  規則 
1.1  この大会には、セーリング競技規則（RRS2013-2016）に定義された“規則”を適用する。 ただし、下記で修正/追加したものは

除く。 

1.2  本大会は、「O’pen BIC Standard Event Rules 2012（オープンビック標準大会規則2012）に従い、「ISAF Introductory Rules for 

Racing（ISAF 入門レースルール）」に定義された規則を適用する。 ただし、本レース公示および帆走指示書で修正/追加するも

のを除く。 

1.3  このレース公示 

1.4  帆走指示書 

 

これらの規則は大会に先立ち日本オープンビッククラス協会のサイト http://jobca.net/ からダウンロードできる。  

ダウンロードができない場合は協会からコピーを送付する。 

 

2．  Japan O’pen BIC Cup 
2.1  Japan O’pen BIC Cup は 3 戦シリーズを予定する。 

2.2  第1 戦から第3 戦の合計成績でカップ・ウイナーを決定する。 

2.3  本シリーズは、U16 および U13 の選手の参加資格がある「World O’pen Cup」の招待派遣選手および日本代表選手認定の選考

レースを兼ねる。 

 

3．  各シリーズの資格および参加 
3.1  参加資格 

(1) 本年度日本オープンビッククラス協会の会員であること。 

(2) ディビジョンは、下記の通り、U(Under)は大会開催年の 12 月31 日にその年齢未満であることを示す。 

  U16:  2001 年から 1999 年に生れた男女  （15 歳～13 歳） 

  U13:  2005 年から 2002 年に生れた男女  （12 歳～9 歳）  

  OPEN: 上記以外  （16 歳以上または 8 歳以下） 

(3) 参加者の体重は 90kg 未満であること。 

 

3.2  参加申込 

(1) 1 艇につき 1 名のエントリーとし、5 項「シリーズ日程」の各戦の 2 日前までに申し込むこと。 

(2) 参加料は、1 戦あたり 3,000 円とし、大会当日受付時支払いとする。 

(3) JSAF 会員でないものは、大会保険料525 円を大会受付時に支払うものとする。JSAF 会員は、会員証の提示を要す。 

  予め申込時に会員番号を記入のこと。 

(4) 参加申込書 

日本オープンビッククラス協会ウエブサイト（http://jobca.net/）より参加申込書を入手し、必要事項を記入の上、協会事

務局（info@jobca.net）宛て Email にて送信してください。 

(5) 問い合わせ先 

〒662-0933 西宮市西波止町1-2  ㈱ウインドワード気付  日本オープンビッククラス協会事務局 

Email : info@jobca.net  電話 : 0798-33-9000  ファックス : 0798-22-5525 

3.3  シリーズ毎の参加 

Japan O’pen BIC Cup は 3 戦シリーズであるが、シリーズ毎に参加ができる。 

mailto:info@jobca.net
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4．  参加数およびチャーター艇 
4.1  参加数は、30 名までとする。 

4.2  大会主催者がチャーター艇 20 艇を準備する。 チャーター艇は申込先着順とし、チャーター数を超えた場合は自艇での参加と

する。 

4.3  チャーター料は 1 艇1,000 円/1 戦とし、参加料に加えて大会当日受付時支払いとする。 

 

 

5．  シリーズ日程 
第1 戦：3 月28 日（金）   第2 戦：3 月29 日（土）   第3 戦：3 月30 日（日） 

 

 

6．  レース日程（各シリーズ共通） 
6.1  受  付           9:00－9:30 

6.2  艇抽選会         9:30－9:40 

6.3  艇長会議         9:40－9:50 

6.4  レース日程      10:55－（第1 レースの予告信号時刻）    レース数：最大5 レース 

6.5  表彰式と閉会式・バーベキューパーティー   15:30（予定）～ 

 

7．  帆走指示書     帆走指示書は、大会当日の受付時に入手できる。 

 

8．  開催地         西宮市香櫨園浜  
 

9．  各シリーズの得点 
9.1  各シリーズの成立には、1 レースを完了しなければならない。 

9.2  4レース以上完了した場合、艇のシリーズの得点は、最も悪い得点を除外したレース得点の合計とする。 この項はRRS付則Ａ

2 を変更している。 

 

10．  World Cup 日本代表認定基準 
10.1  第1 戦シリーズの内、OPEN ディビジョンを除いた上位7 名を日本代表候補として認定する。 

10.2  第2戦シリーズの内、OPENディビジョンを除いた上位7名を日本代表候補として認定する。ただし第1戦において既に資格を

得た者は除いて繰り上げる。 

10.3  第3 戦シリーズの内、OPEN ディビジョンを除いた上位7 名を日本代表候補として認定する。ただし第1・第2 戦において既に

資格を得た者は除いて繰り上げる。 

10.4  第1 戦から第3 戦において日本代表候補として認定された 21 名（最大）は、各候補者の World Cup 参加の意思表明をもって、

本2014 年World O'pen Cup（7 月22 日～26 日にドイツ・トラベムンドで開催）の日本代表として推薦する。 

 

11.  Japan O’pen BIC Cup ウイナー決定 

11.1  シリーズ第1 戦から第3 戦の各順位の合計得点とし、最少得点を Japan O’pen BIC Cup ウイナーとする。 他はそれに応じて

順位を決定する。 

11.2  いずれかのシリーズに参加しなかった艇の順位は、3 シリーズの 1 シリーズでも参加した艇の合計艇数＋1 点を付与する。 

11.3  合計得点においてタイの場合は、第3戦の得点で順位をつける。それでもタイの場合は第2戦、さらにタイの場合は第1戦の

得点で順位をつける。 

    

12.   World Cup 招待派遣選手選考基準 

12.1  シリーズに参加した U16 または U13 の内1 名を、World Cup 招待派遣選手とし、渡航費を協会が負担する。 

12.2  ディビジョンの分離 

11 項の順位から「U16 および U13 ディビジョン」のみを抽出（OPEN ディビジョンを除外）し、『再計算』し、最少得点を招待派遣

選手とする。 

12.3  招待派遣選手が World Cup 出場を辞退した場合、次点以下を繰り上げる。 
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13．  安全規定 
13.1  海上にいる間、競技者は個人用浮揚用具（ライフジャケット）を着用しなければならない。 この項は RRS 第4 章前文及び RRS

規則40 を変更している。 

13.2  レース委員会および/またはジュリーは、レース艇が帆走不能もしくは危険な状態にあると判断した場合には、リタイアを命ず

ることができる。 この項は RRS 規則4 を変更している。 

 

14．  賞 
Japan O’pen BIC Cup ウイナーおよび各戦の上位者に賞状および賞を与える。 

 

15．  責任の否認 
このレガッタの競技者は、完全に自分自身の責任で参加する。 RRS 規則 4（レースをすることの決定）参照。 主催団体は、

大会前後、期間中に生じた物的損害または人身傷害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。 

 

16．  保険 
それぞれの参加者は、大会で生じる人身の傷害、死亡、または他の艇や参加者に対する物的損害賠償に対応するために十

分な保険に加入していなければならない。 

 

****************************************************************************************************************** 

 

その他の情報 

■昼食 

昼食は各参加者で必要に応じ用意してください。 海上での昼食の場合には、レース運営艇にて預かりレース海面まで運ぶ

ことが可能です。この場合は、適当な袋に記名をお願いいたします。 

 

■交通アクセス 

電車： 最寄り駅は阪神電鉄 西宮駅 

車： 大阪市内から約40 分、神戸市内から約20 分 ★駐車場は完備していますが、事前に申し出てください。 

http://www.windward-oc.com/access.html 

 

■宿泊 

株式会社ウインドワード内にある宿泊施設の利用を希望する場合は、レース参加申込み時にその旨を記入してください。 

ただし、収容できる人数に限りがあります。ご希望に添えないこともあることをご承知おきください。 

他の宿泊施設を利用する場合は、各自で予約してください。 

 

 


