2017年テーザー級世界選手権大会
日
程：2017年7月30日－8月6日
開 催 地：豊田自動織機 海陽ヨットハーバー（愛知県蒲郡市）
主 催 団 体：公益財団法人日本セーリング連盟（JSAF）
運
営：日本テーザー協会（JTA）
レース運営：愛知県ヨット連盟（AYF）
大会ウェブサイト：http://tasarworlds2017.org/

レース公示日本語訳（参考情報）*
1
1.1
1.2

規則
本レガッタには『セーリング競技規則』に定義された規則が適用される。
RRS67に関する以下のJSAF規程が適用される。
セーリング競技規則に定める『規則』の違反行為により生じた損傷に関する艇の法的
責任は、当該インシデントに関与した艇のペナルティーの履行、あるいは審問におけ
るプロテスト委員会または最高審判委員会の決定とは別個のものである。（日本セー
リング連盟規程2）

1.3

競技規則G3を次のように修正して適用する。
G3 チャーターまたは借用艇
大会のためのチャーター艇または借用艇には、他の競技者と重複しない、クラス規則
に反している国を示す文字やセール番号を付けることができる。
言語間で矛盾が生じた場合には、英文が優先する。
本レース公示は改定されることがある。改定内容は大会ウェブサイトに掲載される。

1.4
1.5
2

広告とバウナンバー
艇は、主催団体によって選択され支給される、広告とバウナンバーを表示するよう要
求されることがある。この規則に違反した場合には、 World Sailing 規定20.9.2が適用
される。[DP]

3
3.1
3.2

参加資格および申込み
本レガッタは、テーザークラスのすべての艇が参加できる。
参加資格のある艇は、2017年7月14日24時（日本時間）までに大会ウェブサイトでオン
ラインエントリーを完了すると共に、「4.参加料」に従って必要な参加料を支払うこと
で参加申込をしなければならない。

*本文書はテーザーワールドのレース公示を日本語訳した参考情報です。レース公示としては英語版が正

本となります。本文書中の日本語訳の誤りや解釈の違い、あるいは誤記等に関して、主催者、レース委
員会および関係する団体や個人は責任を負いません。
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3.3
3.4

参加申込みは2017年7月14日より後には受け付けない。
すべての競技者は2017年7月31日17時までにレースオフィスにて登録する必要がある。

4
4.1

参加料
必要な参加料は以下の通りとする。
2017 年 5 月 31 日までに支払う場合：60,000 円
2017 年 5 月 31 日より後、7 月 14 日までに支払う場合：70,000 円
（いずれも 1 艇あたり）
参加料は競技者 2 名分の大会期間中に開催されるパーティ費用を含む。

4.2

4.3 支払方法
4.3.1 日本の競技者は銀行振り込みで参加料を支払わなければならない。
銀行口座は以下の通り：
金融機関名：三菱東京 UFJ 銀行
支店名
：高田馬場駅前支店（657）
預金種別 ：普通
口座番号 ：4730210
名義人
：日本テーザー協会 会計 池田 陽平
4.3.2 海外の競技者はオンラインエントリーを通して支払わなければならない。PayPal が使
用可能。
5
5.1

日程
日程表

7 月 30 日（日）
7 月 31 日（月）

8 月 1 日（火）
8 月 2 日（水）
8 月 3 日（木）

10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
12:00
14:00
10:00
12:00
10:00
12:00
10:00
12:00

8 月 4 日（金）
8 月 5 日（土）

8 月 6 日（日）

登録、計測*
登録、計測*
ブリーフィング
プラクティスレースの予告信号
ブリーフィング
最初のレースの予告信号
ブリーフィング
最初のレースの予告信号
ブリーフィング
最初のレースの予告信号
レイデイ

10:00
12:00
9:00
11:00

ブリーフィング
最初のレースの予告信号
ブリーフィング
最初のレースの予告信号
14 時より後に予告信号を発しない
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*計測は本レガッタのメジャラーが必要と判断した場合は上記の時間以外に行うことがある。

この他のイベントや社交行事（メジャラーミーティング、WTCミーティング、各種式典や
パーティなど）の予定は大会ウェブサイトに掲載する。
5.2 大会を通して最大12レースが予定される。
5.3 各日とも最大3レースが予定される。
6
6.1
6.2
6.3

計測
計測の手順は2017年7月1日より後に大会ウェブサイトに掲載される。
艇は大会期間中のいつでも安全装備と計測基準に従っていることを計測されることが
ある。
テーザークラスルールC6に従うために必要な補足分の重りを用意するのは各参加者の
責任である。それらは計測の際に提示されなければならない。本レガッタのメジャラ
ーまたはテクニカル委員会はその判断で、安定していないと思われる形状の重りを認
めないことがある。

7

帆走指示書
帆走指示書は 2017 年 7 月 1 日より後に大会ウェブサイトで入手できる。また登録の際
に配布する。

8

開催地
豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
住所：愛知県蒲郡市海陽町1-7
地図は大会ウェブサイトで確認できる。
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コース
コースは帆走指示書に示され、三角形-風上-風下のコースを含むことがある。

10

ペナルティー方式
RRS 70.5で規定されるとおり、インターナショナル・ジュリーの判決が最終となる。

11 得点
11.1 シリーズの成立には4レースを完了することが必要である。
11.2 (a) 5レース未満しか完了しなかった場合、艇のシリーズ得点はレース得点の合計とす
る。
(b) 5レースから8レースまで完了した場合、艇のシリ－ズ得点は、最も悪い得点を除外
したレース得点の合計とする。
(c) 9レース以上完了した場合、艇のシリーズ得点は、最も悪い方から2つの得点を除外
したレース得点の合計とする。
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12

支援艇
すべての支援艇とコートボートは400mm×400mmより大きい白の識別旗を掲げなけれ
ばならない。[DP]

13

停泊
艇は豊田自動織機 海陽ヨットハーバーにある間、指定された場所に保管しなければな
らない。[DP]

14 賞
14.1 賞を次のとおり与える：
 総合成績 上位3位
 マスター優勝（合計年齢80-99歳）
 グランドマスター優勝（合計年齢100-119歳）
 スーパーグランドマスター優勝（合計年齢120歳以上）
 ファーストレディ（最高順位の女性ヘルムまたは女性クルー）
 ファーストジュニアヘルム（19歳未満のヘルム）
合計年齢は2017年7月30日の時点の年齢で計算される。
年齢に関連した賞は、乗員の合計年齢が実施されたすべてのレースで年齢条件を満た
した場合に与えられる。
14.2 特別賞が主催団体の裁量で与えられることがある。
15

責任の否認
このレガッタの競技者は自分自身の責任で参加する。RRS 4 『レースすることの決定』
参照。主催団体は、レガッタの前後、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
各参加艇は、インシデント毎に最低1億円を補償するか、または同等の、有効な第三者
賠償責任保険に加入していなければならない。
参加申込みをするすべての艇のオーナーまたは競技者は、これらの保険に加入してい
ることを宣言したものとする。競技者は保険加入の証明を要求された場合に応じられ
るようにしなければならない。
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名前と肖像を使用する権利
本大会に参加することにより競技者は主催者、日本テーザー協会とスポンサーに対し、
競技期間中の競技者のあらゆる写真、動画、あるいはその他の複製を時あるごとに自
由に作製、使用、公開する権利を、無償で永続的に譲渡したものとする。
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18

追加情報
追加情報は以下にアクセスしてください：
ウェブサイト: http://tasarworlds2017.org/
E-Mail: japanworld@tasarjapan.org
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総合情報（これらはレース公示に含まれない情報である）
■資格とメンバーシップ
すべての競技者は World Sailing 資格を有していなければならない。
World Sailing 規定 19［資格規程］を参照。
「World Sailing 資格
19.4 競技資格に加えて、競技者が、以下の事項を満たせば「World Sailing 資格」を有
する。
(a) 各国連盟またはその関係団体の会員であること。この会員資格は、競技者により次
のいずれかにより立証されなければならない。
(i) 競技者の国籍があるか、または通常居住している国の各国協会により参加申込をさ
れていること。
(ii) 有効な会員証もしくは証明書またはその他の身元と会員資格があることを納得さ
せる証拠を提示すること。
(b) 規定 19.6 (a)から(c)に記載されている大会、オリンピック予選会および World
Sailing グレード付きマッチ･レース大会に関しては、World Sailing ウェブサイト上に
『World Sailing セーラー』として登録されていること。
(c) 規程と World Sailing からの要求に統制、義務を付されることに同意すること
(d) 規定 19 に基づき停止又は取り消された競技資格又は World Sailing 資格のどちら
も有していないこと。
19.5 例外的な事情では、執行委員会は、十分な理由があって規定 19.4(a)と(b)の要件
に従うことができないセーラーに対し、これらの規定に含まれる要件を猶予できる。」
World Sailing 規定は随時変更されることがある。最新版は World Sailing のウェブサイトで
確認できる。
（http://www.sailing.org/documents/regulations/regulations.php）
テーザークラスのメンバーシップはクラスルールに以下のように記されている。
「C.7 メンバーシップ
少なくとも１名の乗員が ICA またはテーザークラス規約に従って設立されたリージョ
ン、ナショナル、ディストリクトのクラス協会の現役メンバーでなければならない。」
■開会式・閉会式の予定
開会式およびウェルカムパーティ
表彰式 8 月 6 日 18 時 30 分

7 月 31 日 18 時 30 分

