コカ・コーラ セントラル ジャパン カップ 2012
第 7 回ジュニア ユース ウインドサーフィン選手権
（兼 2012 テクノ 293 全日本選手権）
******** レース公示 ********
期日

2012 年 8 月 24 日（金）、25 日（土）、26 日（日）
2012/8/24.25.26 2012 テクノ 293 クラス全日本選手権
（ナショナルU15は８月24日、25日の２日間とする）

2012/8/25.26 第 7 回ジュニア ユース ウインドサーフィン選手権
場所
共同主催

静岡県御前崎市御前崎マリンパークとその周辺海域
日本ウインドサーフィン連盟/ NPO 法人日本プロウインドサーファー協会/
全日本実業団ボードセイリング連盟/ ジュニアウインドサーフィン選手権実行委員会

後援

日本財団/御前崎市/ 御前崎市観光協会/ 御前崎市教育委員会/ 静岡県セーリング連盟/
財団法人ライオンズ日本財団/ 榛南青年会議所/ 日本学生ボードセイリング連盟（JUBF）/
隔月刊 HI-WIND/ WEB WINDSURFER

特別協賛
協賛

コカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社
有限会社 春華堂/ 株式会社 勝栄/ 日光水産 株式会社/ 株式会社 榛原電業/
有限会社 光屋/ 東洋電設 株式会社/静岡医療学園専門学校
東遠ガス溶材 株式会社/ 有限会社 久保損害保険事務所/ 株式会社 うおとも/
行政書士 福田美奈子事務所/ ベーカリー＆カフェ アッフェル/こすもす倶楽部/
株式会社 松永製作所/古田建材 有限会社/ 株式会社 小林組/ 富士電設 株式会社/

坂本一級建築事務所/ 株式会社フォーシーズ 他各社
運営協力
NPO チャレンジスポーツクラブ/ アクアティック
適用規則
セーリング競技規則に定義された規則（付則 B を含む）
、国際テクノ 293 クラス規則、テクノ 293 ナ
ショナル U15 クラス規則および国際テクノ 293 チャンピオンシップルール
艇・装備規定 全クラス/使用ボード全長 3ｍ以下、センタボード、ミニダガーの使用は自由
但し、小学生高学年クラスおよび中学生クラスのみセンタボード、ミニダガーの使用は禁止とする。
ク ラ ス
第 7 回ジュニア ユース ウインドサーフィン選手権
■小学生低学年 男子・女子（１年生〜２年生）
セイルサイズ 5.0 以下 / アビームコースまたはダウンウインドコース
■小学生中学年 男子・女子（３年生〜４年生）
セイルサイズ 5.0 以下 / アビームコースまたはダウンウインドコース
■小学生高学年 男子・女子（５年生〜６年生）
セイルサイズ 6.0 以下 / アビームコースまたはダウンウインドコース
■中学生 男子・女子
セイルサイズ 8,0 以下 / アビームコースまたはダウンウインドコース
第 7 回ジュニア ユース ウインドサーフィン選手権の下記クラスだけは 2012 テクノ 293
U15 全日本選手権と同時開催する。(開催日注意 ８月24 日、25 日の２日間とする)
■アップウインドクラス （7.8 ㎡まで使用可） 男子・女子
（このクラスは本年度中 15 歳未満で 8m/sec ぐらいの風でもレースが出来る選手を対象とします）

2012 テクノ 293 クラス全日本選手権
別紙専用公示参照
※各クラスや男子・女子はエントリー数により同時にスタートし、別表彰となる可能性があります。
参加資格

表彰

主催団体が参加を認め、大会の名誉、品位を著しく損なう行為の無い選手。個人用浮揚用具および寒
さを防ぐウエットスーツの着用をしている選手。保護者が責任をもつ事に同意をしている選手。各ク
ラスの年齢に合致している選手。
尚、全日本選手権参加選手は本年度日本セーリング連盟および日本ウインドサーフィン連盟の会員で
あること。
各クラス１〜3 位 女子は各クラスエントリー数にて決定される。

エントリー費 第 7 回ジュニア ユース ウインドサーフィン選手権各クラス ￥8,000
（2012 テクノ 293 ナショナル U15 クラス全日本選手権とのダブルエントリー￥16.000）
2012 テクノ 293 クラス全日本選手権 別紙公示確認￥12.000
ナショナル U15 クラスのみ￥10.000
全てのクラスエントリー費にパーティー費は含まれます。
付き添いの方のパーティー費別途 ¥2000
レイトエントリーは￥2000 追加徴収
スケジュール 2012/8/24.25 2012 テクノ 293 U15 クラス全日本選手権
別紙専用公示参照
2012/8/24.25.26 2012 テクノ 293 クラス全日本選手権
別紙専用公示参照
2012/8/25.26 第 7 回ジュニア ユース ウインドサーフィン選手権
★ 2012 テクノ 293 ナショナル U15 クラス全日本選手権と第 7 回ジュニア ユース ウインドサーフィン選手権の小学
生中学年以上のクラスはダブルエントリーが可能。
★ 2012 テクノ 293 ナショナル U15 クラス全日本選手権は 8/25 の 12：00 終了予定
★ 第 7 回ジュニア ユース ウインドサーフィン選手権は 8/25 の 13：00 までは小学生低学年クラスしか競技は行わ
ない。
8/24
8/25

2012 テクノ 293 クラス全日本選手権、参加の選手は別紙公示確認
9：00 第 7 回ジュニア ユース ウインドサーフィン選手権 レジストレーション
10：00 スキッパーズミーティング
11：00 小学生低学年クラス第一レーススタート予定
17：00 パーティー / 第 2 回テクノ 293 ナショナル U15 クラス全日本選手権のみ表彰式

8/26

10：00 レーススタート

16：00〜表彰式、閉会式予定

エントリー方法 PC や携帯からデジエントリーHP 上より申込み http://dgent.jp/（コンビニ支払い,ペイジ
ーが可能。または、参加申込み書に必要事項を記入し、エントリー費を同封の上、WFJ 事務局に現金書留でお申し込み
下さい。8 月 18 日（土）消印分まで。 （レイトエントリーはデジエントリーのみの受付）
締め切り
2012 年 8 月 18 日(土) デジエントリー申込入金確認分まで。
レイトエントリー 2012 年 8 月 21 日（火）デジエントリー申込入金確認分まで
＊現金書留の場合は2011年8月18日(土)消印有効(現金書留のレイトエントリーは受付けません。
)
お問い合せ,申込み先 〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内 1173-3
オフィスアビーム内 日本ウインドサーフィン連盟 事務局
http://wf-j.org/
TEL: 046-827-6040 FAX: 046-877-5441 email: office@wf-j.org
-------------------------------------------------------------------------------------

コカ・コーラ セントラル ジャパン カップ 2011
（第 7 回ジュニアウインドサーフィン選手権 兼 2012 テクノ 293 クラス全日本選手権 ）
参加申込者
■氏名

■生年月日 19 ・ ・

ふりがな

歳■SAIL No
■性別

■SAIL No

男・ 女

(重複した場合は WFJ 登録ナンバーを優先とする)
(2012 テクノ293 クラス全日本選手権参加選手は必須)

■JSAF 会員 No
■現在の学年（小学生以下必須 ）

小学

年生

住所〒
■携帯 TEL

E-MAIL

TEL

FAX

■所属
■参加クラス(ダブルエントリーの方は参加する 2 つのクラスを○して下さい。)
小学生低学年クラス / 小学生中学年クラス
/ 小学生高学年クラス /
中学生クラス
アップウインドクラス
テクノ 293 クラス A17 クラス全日本選手権 / テクノ 293 クラス U17 全日本選手権
/
テクノ 293 クラス ナショナル U15 クラス全日本選手権
誓約書
私は本大会に参加を希望し、ルールと大会規定に従い、また開催中に起きた事故の責任は本人にあり、主催、協賛の
各団体にいかなる請求もしないことに同意いたします。また、開催中に撮影された全ての写真、映像についてこの使
用、転載の権限を大会実行委員会に与えることに同意いたします。そしていかなる場合においてもエントリー費の返
還を要求いたしません。

氏名
保護者同意署名
必ず全てに記入、○、捺印、無き場合はいかなる場合もエントリーは無効

印
印

