
テーザー江の島ミッドサマーレガッタ 
2007年 8月 18日 (土) 

江ノ島ヨットハーバー 

主催：日本テーザー協会 

 

―レース公示― 

 

1. 規則 

1.1. 本レガッタには「セーリング競技規則」に定義された規則を適用する。 

1.2. 日本セーリング連盟規程 5は適用しない。 

1.3. 競技規則 付則 G3 を次のとおりに変更し適用する。  

G3 チャーターまたは貸与した艇  

レース公示、または帆走指示書に記載している場合、大会の為チャーターした艇または貸

与した艇には、クラス規則に違反している国を示す文字やセール番号(他の参加者と重
複しない)を付けることができる。  

1.4. テーザークラスルール C.6(クルー重量)を適用しない。 

1.5. テーザークラスルール 補足説明 32 に関し、レース後に航跡データを取り出す目的以
外での使用を禁止することを条件に GPS端末の搭載を認める。 尚、GPS端末の搭載
はレース委員会の許可を要する。 

1.6. レース公示と帆走指示書の間に矛盾がある場合、帆走指示書を優先する。  

 

2. 参加資格 

2.1. 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。 ただし、次の参加条件(1)を
満たし、2.2項または 2.3項に示す申し込みを完了すること。  

(1) 乗員のうち少なくとも 1名が各国の 2007年度のテーザー協会会員であること。  
＃ テーザー協会加入の手続き、または年会費の納入は、8月 17日(金)までにお振込
みにて手続きされるようにご協力をお願い致します。  
  振込先： 三菱東京 UFJ銀行 浦和支店(店番 669) 普通 1320347 

  日本テーザー協会 会計 本間 威 
  (ニホンテーザーキョウカイ カイケイ ホンマ タケシ) 

2.2. 8月 13日(月)までに次の(1)(2)のいずれかの方法で参加を申し込むこと。  
(1) 協会公式ホームページ( http://tasarjapan.org/ )よりオンラインエントリー。  
(2) 添付資料 Bの内容を E-mail ( enoshima@tasarjapan.org )で送付。 

    いずれの場合も、参加料を当日の登録時に支払う。 

2.3. 参加申し込みが遅れた場合には、次の条件で受け付ける。  
8月 17日(金)まで：前項(2)の方法で参加申し込みを完了する。 

    8月 18日(土)  ：登録時 9:00 までに参加申し込みを完了する。 
 



いずれの場合も、参加料＋レイトエントリーフィーを当日の登録時に支払う。  
 

2.4. 問い合わせ先 
日本テーザー協会 江ノ島フリート キャプテン 高橋 徹 
  E-mail: sknyn695@ybb.ne.jp    電話： 080-6539-2052 

 

3. 参加料 

3.1. 参加料は、1艇 6,000 円とする。 

3.2. レイトエントリーフィーは 1艇 2,000円とする。 

3.3. その他の料金  

 持ち込み艇(テーザー)に対する江ノ島ヨットハーバーの施設利用料：1,150円/日(神奈

川県内利用者の場合)、1,430円(神奈川県外利用者の場合) 

 艇搬入手続きおよび支払いは、各自で(株)湘南なぎさパーク事務所(ヨットハーバー建

屋 1F)へ直接行ってください。  

 県営駐車場利用料 820円/日 

 2名を超えるパーティー参加料金 2,000円/人 (中学生以下は無料)  

 
4. 日程 
4.1. 登録  

 登録日 2007年 8月 18日(土) 8:00から 9:00 まで 
4.2. スキッパーズミーティング 

 2007年 8月 18日(土) 9:00から  
4.3. レース日程 

 2007年 8月 18日(土) 5 レース 程度 
4.4. レースの予告信号 

2007年 8月 18日(土)の最初のレースの予告信号の予定時刻は、10:25である。 
4.5. その他の日程  

 2007年 8月 18日(土) 16:30から 閉会式 
 
5. 帆走指示書 

 8月 18日(土)朝のスキッパーズミーティングで交付する。 
 
6. 開催地  
大会会場は江ノ島ヨットハーバーである。 会場へのアクセスについては、江ノ島ヨットハー
バーウェブサイト( http://enoshima-yacht-harbor.jp/index2.htm )を参照のこと。  

 
7. コース 
帆走するコースは、添付資料 Aの中のエリア B1(七里ガ浜沖)にトライアングルコースの形
で設置される。 廻航方法等は帆走指示書で示す。  

mailto:sknyn695@ybb.ne.jp


 
 
8. 得点  
8.1. シリーズの成立には、2 レースを完了することが要求される。  
8.2. 完了したレースが 4レース以下の場合、艇のシリーズの得点は全レースの合計得点とす

る。  
 
9. 支援艇  
支援艇は白色旗で識別されなければならない。 支援艇搬入および係留等の手続きは、
各自で(株)湘南なぎさパーク事務所へ直接行うこと。  

 
10. 停泊  
艇は大会期間中江ノ島ヨットハーバーまたは小田急ヨットクラブの指定された場所に保管

されなければならない。  
 
11. 無線通信  
艇はレース中無線通信を行なってはならない。 また、全ての艇が利用できない無線通信
を受信してはならない。 この制限は、携帯電話にも適用する。  

 
12. 賞  
賞は次の通り与えられる。  
・1~3位  
 主催者は上記以外の賞を設ける場合がある。  

 
13. 免責  
競技者は、完全に自己のリスクでレガッタに参加する。 規則 4「レースをすることの決定」
を参照のこと。 主催団体は、レガッタの前後、レガッタ期間中に生じた物理的損害または
個人の身体的傷害もしくは死亡に対するいかなる責任をも負担しない。  

 
14. 安全および環境保護に関する規程 
14.1. 1艇あたり 3名もしくはそれ以上の乗員がレースに参加する場合には、受付時に各レー

スの乗員をあらかじめ登録することができる。  
14.2. JSAF環境キャンペーンの趣旨に則り、陸上、洋上にかかわらず、レース参加艇からの

ごみ投棄を禁ずる。  
 
15. 追加情報  
さらに詳しい情報を得るには、日本テーザー協会ウェブサイト

(http://www.tasarjapan.org)を参照してください。 また、神奈川県セーリング連盟 江ノ
島トレーニングレースのウェブサイト (http://ksaf.hp.infoseek.co.jp/) にはトレーニングレ



ース全般の情報が載っていますのでご参照ください。  
江の島トレーニングレースは翌日の 8月 19日(日)にも行われます。 テーザー協会の公
式レースではありませんが引き続きレース練習に参加可能です。 ぜひご検討ください

(詳細は追ってご連絡します)。 
8月 19日(日)には葉山新港において「エメラルドセーリングカップ」オープンヨットレースも
開催される予定です。江の島での公式レガッタの後、同じ湘南の海をレース転戦されるの

も楽しいかと思います。こちらもぜひご検討ください。 
 

 
添付資料 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



添付資料 B 

--- 

セール No.  

所属フリート 

クラス 

  □一般  

  □ レディースヘルム 

  □マスター（合計 80歳以上）※.. 

  □グランドマスター（合計 100 歳以上）※.. 

  □スーパーグランドマスター（合計 120 歳以上）※.. 

  ※いずれもレース初日の時点でのスキッパー・クルーの合計年齢とする。 

 

スキッパー氏名(フリガナ) 

  □男 □女 

JTA 登録 

  □済 □未登録 

住所 

  〒 

  電話 

  E-mail  

クルー氏名(フリガナ) 

  □男 □女 

JTA 登録 

  □済 □未登録 

住所 

  〒 

  電話 

  E-mail  

クルー氏名(フリガナ) 

  □男 □女 

JTA 登録 

  □済 □未登録 

住所 

  〒 

  電話 

  E-mail  

 

通信欄 


