レース公示

大阪北港マリーナオープン-SUP 選手権
(WEB ：https://www.facebook.com/events/3177941082434487/)
期日：2022 年 3 月 27 日(日)
開催場所：大阪北港マリーナ
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1． 適用規則
SUP レース大会規約を適用する。
<https://st11.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/127382456?profile=original>
ただし当日のブリーフィング、本大会公示および競技指示書で修正／追加するものは除く。
2． 広告
主催団体により選択され提供された広告を表示するよう要求することがある。
3． 種目
(1) レース（6km）
(2) レース（3km）
4． クラス
(1) レース 6km エリートクラス
A)14.0ft 以下（ハード・インフレータブル問いません）
(2) レース 6km オープンクラス
A) レースボード 14.0ft クラス
B) レースボード 12.6ft クラス
C) インフレータブル 14.0ft クラス
D) インフレータブル 12.6ft クラス
(3) レース 3km ファンクラス
A) 12.6ft 以下（ハード・インフレータブル問いません）
※コンディションにより、距離が短縮される場合もある。
5． 参加資格
大会の名誉、品位を著しく損なう行為の無い全年齢のすべての男・女
6． 表彰
(1) 上位表彰
各クラス男女
(2) シニア表彰
6km クラス、3km クラスの最上位者（65 歳以上）
(3) ジュニア表彰 6km クラス、3km クラスの男女最上位者（15 歳以下）
※ファンクラスは 12.6ft 以下の表彰に加えて、12.0ft 以下の男女最上位者も表彰します。
7． 副賞
各クラスとも参加数に応じて副賞を授与する
8． 参加料等及び参加申し込み方法等
(1) 大会エントリー費用
A）レース 6Km、3km の各クラス 5,000 円（マリーナ施設利用費用、保険料含む）
B）ジュニア(15 歳以下)
3,000 円（マリーナ施設利用費用、保険料含む）
(2) チャーター費用
12.6ft レースボード 5,000 円
申込は主催団体指定の WEB エントリーシートからエントリーすることとする。
＜参加申込み先・問い合わせ先＞
一般社団法人大阪海洋教育スポーツ振興協会
電話 050-2018-0944
WEB : https://www.facebook.com/events/3177941082434487
エントリーフォーム： https://www.club-sports.net/entry/reserve/flow/id/559
(3) 参加料・チャーター料の支払い方法
支払い方法については期日までに団体指定の口座へ振り込むこととする。
(4) 申込期限
3 月 23 日（水）までにエントリーフォームからエントリーし、3 月 25 日（金）15:00 までに指定の口座に
料金振り込みを完了するものとする。

9． レーススケジュール
3 月 27 日（日）
受付
開会式、ブリーフィング
レース 3km
レース ６km
閉会式
※各メーカーの試乗会も開催予定
10．

9:00〜
10:00〜
11:00〜（予定）
12:30〜（予定）
16:00〜（予定）

エキップメント

事前計測は行わないが、大会期間中計測を実施する場合がある。
11．
競技指示書
競技指示書は大会当日に掲示される。
12．
レースエリア・コース
使用するコースは当日のコンディションによってレースディレクターが決定し、競技説明の際に発表するもの
とする。なお事前に主催者サイドから発表がある場合でも変更、短縮される場合がある。
13．
COVID19(新型コロナ)への感染対策について
(1) 感染拡大への懸念が叫ばれる社会情勢下での大会開催ということから、参加選手を含む関係者全員に安全
に SUP 競技を行える様々な仕組みを考えることを求める。大会関係者は、関係する各団体の感染対策及び
以下の本項を遵守し、安全に配慮して競技を行うこととする。
(2) 以下の項目に一つでも該当する場合、本大会は大会前、大会期間中に関わらず中止とすることがある。
・行政機関より中止勧告が出された。
・大会開催中に COVID-19 と思われる症状を訴える選手が見つかった。
・選手及び大会役員が、COVID-19 感染者の濃厚接触者であることが確認された。
・本大会の開催により、クラスターが発生し得る状況となった。
・その他、社会的に開催が適切で無いと判断されうる状況となった。
(3) 本大会期間中の選手の健康管理及び安全管理は、各種情報を収集した上で日本スポーツ協会のガイドライ
ンに従いすべての決定を行う。また大会スタッフは、感染対策の履行及び諸問題の発生について常に確認
する。
(4) 本大会に参加するすべての選手は、本レース公示で要求される内容のすべてを遵守することとし、大会主
催者及び関係団体は、これに違反した選手に対して下記に定めるペナルティを課す。
・本大会成績の抹消
・本大会への出場停止
・関係団体が関係する大会への今後の出場停止
・その他、本大会主催者によって決められる処置。
(5) 陸上ではソーシャルディスタンスを保ち、必ずマスクを着用することとする。海上への出艇時直前までマ
スクを着用し、浜へ帰着したら直ちにマスクを着用しなければならない。なお、開催地の宿泊先、各種店
舗、繁華街等の大会会場以外でも、マスクの着用を義務付ける。
(6) 大会期間中は随時検温を実施する。発熱症状のある選手は、レースへの出場を認めない。地元保健所等と
相談の上、PCR 検査を実施する場合もある。
(7) イベント終了後から 2 週間以内に COVID-19 感染症を発症した場合は、速やかにその事実と濃厚接触者
の有無等について大会主催者に報告することとする。
(8) 受付、出艇・帰着申告、開会式、閉会式は 3 密を防ぐことを目的として、オンラインシステムの使用を行
う場合もある。オンラインの場合は、各選手に事前に連絡される。
14． 安全管理規定
(1) すべての参加者は PFD-個人用浮揚用具（ライフジャケット）とリーシュコードを着用しなければならない。
(2) 参加者がレース不能もしくは危険な状態にあると判断した場合、大会オフィシャルはリタイアを命じるこ
とができる。ただし、救済の根拠とはならない。
14．
ルールの厳守と責任・安全管理義務
(1) すべての参加者は本大会競技規則、水上における交通規則、主催者、大会オフィシャルの発する案内、指

示および注意・警告・命令を厳守しなければならない。
(2) すべての参加者は本大会が海上・施設・自然環境を利用して開催されていることをよく理解し、主催者お
よび大会関係者による案内・注意・指示などの有無にかかわらず安全を確保できる注意を払いながら競技
を遂行しなければならない。
(3) すべての参加者は自己の責任において体調を維持し、安全管理を怠らず競技を遂行しなければならない。
(4) すべての参加者は良識あるスポーツマンとしてフェアプレイの精神を持って行動することを要求され、危
険行為や大会運営に支障が起こるような言動や行動は慎まなければならない。
(5) すべての参加者は本大会環境を十分に把握し能力に応じたペースを守り、他の参加者・参加者以外の周辺
航行船舶との接触を避ける十分な間隔を保ち競技を遂行しなければならない。
15．
その他規定
(1) 参加者は競技中に援助を必要とする場合は「競技を中止して、両手を頭の上で振り救援を求める」ことで
統一する。
(2) 出帰艇場所への移動の安全確保のためマリンブーツ、ビーチサンダル等を着用する。
(3) 自ら棄権する参加者は大会関係者にその旨を知らせ、速やかに競技コースから退去しなければならない。
(4) 主催者や大会オフィシャルから競技の中止を命じられた参加者は、速やかに指示に従って競技コースから
退去しなければならない。
(5) 主催者が競技中における中止を決定した場合は、大会オフィシャルより水上において通知されるので、参
加者は速やかにその指示に従わなければならない。
(6) 競技中の安全のため競技中における小休止は随時可能とする。
(7) 競技中の小休止の際には、他の参加者の競技遂行を妨げないよう配慮すること。
(8) 参加者、個人の責任において事前に競技コース及び競技環境を把握することができる。尚、視察・試漕に
際しては、大会の規則や監視体制がなされていないことを理解し、個人の責任において十分な注意が必要
である。
(9) 主催者は、天候悪化・事故等により大会の安全確保ができないと判断した場合は、競技開始以前あるいは
競技中においても競技中止を決定する。その場合参加者は大会オフィシャルの指示に従い行動しまければ
ならない。天候コンディションで中止の場合も参加費は返納することはできない。
16．
保険
(1) 本競技会の主催者（共同主催者）は民間損害保険会社取り扱いの賠償責任保険に加盟している。
(2) 本競技会の主催者（共同主催者）は大会参加者全員の以下記載の内容の傷害保険に一括して加入している。
加入保険内容 死亡：1,000 万円 入院：5,000 円 通院：2,000 円 賠償責任：1 億円
17．
責任の否認
この大会の参加者は自分自身の責任で参加する。主催団体は、大会の前後・期間中に生じた物理的損害または
身体障害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。
18．
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

その他、注意事項
天候コンディション等により中止となった場合でも、参加料の返還はしないものとする。
当日、気象警報などが出た場合は中止とする。
必ずスタッフの指示に従うこと。
競技に参加するための道具は各自用意すること。
自分の体力と当日の体調を確認し、各自の判断にて出場すること。
浮力体を必ず各自用意をしておくこと。
近隣での無断駐車はしないこと。
ごみを投棄しないこと。ルールと大会規定に従い、大会オフィシャルの指示に従う。
参加者はスポーツ安全保険または同等の有効な保険に加入していなければならない。
大会期間中に撮影された写真、動画等の使用、転載の権限を、大会主催者へ与える。
浮力体とリーシュコードを必ず着用する。
コース等の詳細は当日の競技説明時に発表される。

19．
承諾事項
参加申込に際しては、大会開催会場の利用規約を承諾するものとする。また、個人情報の取り扱い、写真等の
取り扱いについても上記利用規約記載の通りとし、参加者はそれを承諾する。
また、参加者の氏名、所属、順位等については、各種メディア等に掲載する場合があることを参加者は承諾す
る。

【ロングレースコース予定】

