
 
JWA JAPAN WSF PRO TOUR 2020-21 SLALOM  

SUMIYOSIHAMA SLALOM 2021  
レース公示  

□大会名称     住吉浜スラローム２０２１ 

□開催日程    ２０２１年３月 １２日（金）、１３日（土）、１４日(日) 

         プロスラロームクラス……３月 １２日（金）、１３日（土）、１４日(日)の３日間 

         オープンスラロームクラス…３月 １３日（土）、１４日(日)の２日間 

         スラロームフォイルクラス… １３日（土）、１４日(日)の２日間 

※スラロ－ムコンディションに達しない場合に実施。 

□開催場所    大分県杵築市守江１１６５ 住吉浜リゾートパーク内 BUZZ前 シルバービーチ 

□共同主催    日本ウインドサーフィン協会（JWA）／住吉浜スラローム大会実行委員会 

□後  援    大分県、杵築市、杵築市教育委員会、大分県セーリング連盟、ＮＨＫ、ＯＢＳ、ＴＯＳ、 

         ＯＡＢ、ＦＭ大分、大分合同新聞社、他県内報道機関各社 

□運営協力    （有）アクアティック、（株）テイクソフト、バズカレラワークスレーシングチーム 

□協 力     住吉浜開発㈱、全九州ボードセーリング協会、大分県ボードセーリング連盟、杵築市セーリン

グ部、国東市セーリング部、住吉浜ジュニアウインドサーフィンスクール他 

□協  賛    業務スーパージャパンドリーム財団、㈱メディライン、（株）マニューバーライン、スターボー 

   ドジャパン（株）、（株）シ・ワールド（株）レッドアイアン、(有)エオ、（株）カレラワーク 

   ス、ＷＳＦメーカ各社他 

１ 規則 

１， １「ウインドサーフィンスラローム競技規則 2021‐2024」（WSRR）および JWA プロツアー規定。 

   １，２ 帆走指示書と各規則が矛盾する場合、帆走指示書を優先する。 

２ 広告 各艇は主催団体により提供された広告の表示要求をされる場合がある。 

３ 参加資格 

   ３，１ JWA プロクラスは、2020JWA プロ会員、2020JWA ランキング会員、2020JWA 一般会員であること。 

   ３，２ その他のクラスは、特に規定は設けない。 

   ３, ３ 自己及び第三者への賠償を補償できる保険に加入している選手。 

４ 競技種目 

 ４, １ スラローム（ダウンウインド）／フォイル（ダウンウインド） 

４, ２ プロスラロームクラス〈男女〉／オープンスラロームクラス（男女）／スラロームフォイルクラス（男女） 

    ※クラス定義： プロスラロームクラス：2020JWA 会員登録済みの選手で、JWA プロツアー規定のスラロームル 

―ルで行う。 

オープンスラロームクラス：JWA 会員登録は必要なく、基本プロクラスと同じルールと同海面・

同レースコースで行うが、ミニマムウインドは、特に設けない。 

スラロームフォイルクラス：JWA 会員登録は必要なく、ダウンウインドコースで行う。 

スラロ－ムコンディションに達しない場合に実施する。 



※スラロームコンディションに達しない場合の判断は、レースコミッティ―の判断とする。 

５ 参加費     

   ５，１ ① プロスラロームクラスエントリー           ２０，０００円 

② オープンスラロームクラスエントリー        １５，０００円（ＪＷＡ会員１４，０００円） 

③ スラロームフォイルクラスエントリー         ７，０００円 

④ ①②のダブルエントリー               ２５，０００円（ＪＷＡ会員２４，０００円） 

⑤ ①③のダブルエントリー              ２５，０００円 

⑥ ②③のダブルエントリー              １８，０００円（ＪＷＡ会員１７，０００円） 

⑦ ①②③のトリプルエントリー            ２７，０００円（ＪＷＡ会員２６，０００円） 

   

 ５、２ 締め切り：２０２１年 3 月 5 日<金>申込書必着(郵便若しくはメール)及び振込入金したもの。  

※レイトエントリー ２０２１年３月９日（火）までに申込書必着及び入金確認でるもの。 

※レイトエントリーは５，０００円を追加徴収する。 

６ 日程 

3/12（金）  3/13(土)  3/14（日）  

09：00 プロクラスレジスト 08：30 アマクラスレジスト 09：00 ミーティング 

10：00 開始式＆ミーティング 09：00 ミーティング 10：00 全クラス競技開始予定 

11：00 プロクラス競技開始予定 10：00 全クラス競技開始予定 15：30 競技終了予定 

16：00 競技終了予定 19：00 競技終了予定 16：00 表彰式・閉会式予定 

※天候などにより、スケジュールの変更あり 

７ 帆走指示書  帆走指示書は大会初日に掲示される。 

８ レースエリア 添付１図はおよそのレースエリアを示す。  

９ コース    帆走すべきコース図は、当日公式掲示板にて掲示される 

１０ 得点  

１０、１ 得点方法は、WSRR A4 の通りとする。 

１０、２ 本大会は、各クラス最大レース数を７レースとし、１レース、もしくは１イリミネーションにおいて、男子

決勝進出選手が選出された時点で男子が成立、女子決勝終了で女子が成立、そのどちらかが成立した時点で大

会成立とする。 

３～４レースが成立した場合は最も得点の悪いレースポイントをカットする。 

５〜７レースが成立した場合は得点の悪い方から２つのレースポイントをカットする。 

１１ 賞  プロクラス入賞者のプロ登録選手には賞金を授与する。（賞金獲得はプロ会員選手に限る） 

その他のクラスは、参加人数により入賞者を表彰する。 

１２ エキップメント 

１２、１ プロスラロームクラスにおいて、選手は３本のボード、６枚のセイルで１シーズンを戦わなければならない。

また、選手は、自身の名前で登録した道具を使用しなければならない。ただしオープンクラスはその限りで

はないが、プロクラス参加のアマチュア選手には適応される。 

スラロームクラスのボードの幅９５cm より広くてはならない。セイルは１０.０㎡より大きくてはならない。 

プロスラロームクラスの選手のボード、セイルは JWA の登録プロセスによって登録されなければならない。 

また、その時々の JWA スラローム委員会の判断によって詳細は変更される場合がある。 

未登録の選手は専用の記入用紙に登録用具を明記してレジストまでに提出しなければならない。 

１２、２ オープンスラロームクラスにおいては、ノンダガーボードフルオープン(ボード幅９５センチ未満)とする。 

１２、３ スラロームフォイルクラスにおいては、フォイルを使用するほかはボード・セイルの制限は設けない。 



１３ エントリー方法  

別紙参加申し込み用紙必要事項を記入し、メール・封書郵便いずれかの方法で期日までに送付し、エントリー

費等も期日までに指定口座に振込下さい。 

  〈エントリー用紙送付先〉 

 Email：anami@carreraworks.com 

  郵送：〒872－0033 大分県杵築市守江 1165 住吉浜リゾートパーク内 バズ 宛 

〈エントリー費振込先〉  住信 SBI ネット銀行 法人第一支店（106）普通 １４３８３１９ 

           （名義） 株式会社カレラワークス 

１４ 安全 

     ライフジャケットの着用を推奨とする。 

     なお、Ｙ旗掲揚された場合着用が義務となる。 

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ため、主催者団体はレガッタの前後、期間中に生じ 

    た物理的損害、身体障害及び死亡事故などのいかなる責任も負わない。 

１６ COVID19(新型コロナ)への感染対策について 

 16.1 感染拡大への懸念が叫ばれている昨今の社会情勢の中での本大会開催という事で、関係者全員で安

全にウィンドサーフィンを行える様々な仕組みを考え、これを尊守していく必要があります。従って、

日本スポーツ協会、日本セーリング連盟および日本ウィンドサーフィン協会の感染対策に従う事は勿

論、参加選手及び本大会に関わる全ての者は、これらの対策および本項を熟読熟知し、遵守しなけれ

ばなりません。 

 16.2 以下の項目が一つでも当てはまる場合、本大会は大会前、大会中に関わらず中止とする 

   可能性がある。 

・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、役員が、COVID-19 感染者の濃厚接触者であると確認された。 

・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場合。 

 16.3 本大会期間中の選手の健康管理及び安全管理に基づく決定事項は、大会実行会が各種情報を収集し

た上で、セーリング連盟のガイドラインに従いながら全ての決定を行う。 

 また大会スタッフによって、感染対策の履行が正しく行われているか、また、諸問題が発生してい

ないかが常に確認される。 

 16.4 本大会に参加する全ての参加選手は、本 15 項で要求される内容全てを遵守しなければならず、こ

れに違反した選手は下記に定めるペナルティを履行する事となる。 

・本大会成績の抹消。 

・本大会への出場停止。 

・JWA関係大会への今後の出場停止。 

・その他、本大会実行委員会、および日本ウィンドサーフィン協会によって決められる  

 処置。 

 16.5 陸上では密になる事を避け、必ずマスクを着用する事。マスクは海上への出艇時直前まで着用し、

浜へ帰着したら直ぐに着用しなければならない。尚、開催地の宿泊先、各種店舗、街中等の大会会場

以外でも、陸上にいる際はマスクの着用を義務付けとする。 



 

 16.6 大会期間中、検温を実施する。発熱症状の有る選手は、レースへの出場が出来ない。場合より地元

保健所等と相談の上、PCR検査を実施して貰う事も有る。 

 16.7 イベント終了後 2 週間以内に COVID-19 感染症を発症した場合は、速やかに実行委員会にその事実
と濃厚接触者の有無等について報告しなければならない。 

 16.8 受付、出艇・帰着申告、開会式、閉会式は 3密を防ぐため、オンラインシステムの使用を予定して
いる。詳細に関しては 17項の問合せに記載されている、大会ホームページに掲載される。 

 

１６ 宿 泊 宿泊は、住吉浜リゾートパーク内マリンホテルが、コロナウイルスにより３月末まで休業中です。 

各自で宿泊施設を確保ください。 

なお、住吉浜リゾートパーク内は、車中宿泊は禁止されております。 

 

１５ 問い合わせ （大会全般に関すること） 

         実行委委員長 穴見和彦 ０９０－３０１５－１４９５ 

         （JWA選手会員登録に関すること） 

 TEL: 0467-33-6199（JWA事務局） 

 Mail: wind@jw-a.org 

 H P: https://jw-a.org/member 

添付１図 

      

 

 

 

 

 



 

JWA SUMIYOSIHAMA SLALOM 2021 
参加申込書 

氏名：              ふりがな：           セイルナンバー：      

生年月日：   年   月   日   歳  性別： □男 ・ □女    血液型：   型                                               

住所：〒                                          

連絡先：             緊急連絡先：          続柄：          

携帯               メールアドレス                      

所属：                                           

クラス別エントリー費：□①プロスラロームクラス         20,000 円 

           □②オープンスラロームクラス       15,000 円(JWA会員 14,000円) 

           □③スラロームフォイルクラス        7,000 円 

           □①②のダブル、                          25,000円 (JWA会員 24,000円) 

            □①③のダブル、                          25,000 円  

            □②③のダブル、                           18,000円 (JWA会員 17,000円) 

                     □①②③のトリプル、                       27,000円 (JWA会員 26,000円) 

                  □3月 12日（金）昼食 800円×（選手＋同伴者  名）＝       円 

           □3月 13日 (土) 昼食 800円×（選手＋同伴者  名）＝       円 

           □3月 14日 (日) 昼食 800円×（選手＋同伴者  名）＝       円 

合計金額                             円  

                        以上金額を添え申込ます。 

                        申込選手署名                

JWA登録：□2019年度プロ会員、ランキング会員、一般会員 □非登録              

（該当箇所に☑を入れる） 

〜誓約書〜 
私は本大会に参加を希望し、大会開催期間中の安全に対する判断、配慮等について全て私個人が責任を持ち、私個人の生命・負傷及び、

用具一切の損傷・紛失は主催、運営、協賛等の各社、各団体に何ら責任がないことに同意します。また、大会開催期間中に撮影された全

ての写真・映像についての使用、転載の権限を JAPAN  WINDSURFERS ASSOCIATION (日本ウインドサーファー協会)に与えることに同意し

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しません。私は上記の旨を理解し、ルールと大会規定に従うことを

誓います。 

(18 歳未満のエントリー者は保護者の署名、捺印が必要)                 年  月  日  

                           氏名                   印    

                                             保護者名                印     


