『THE DUAL DRAG in EDOGAWA 第 20 戦』
～大会実施要項～
開催日 令和２年４月１９日 (日)
主催

THE DUAL DRAG in EDOGAWA 実行委員会

後援

HOT WATER SPORTS MAGAZINE

協力

株式会社ジャックス

江戸川水上スポーツ協会

株式会社カワサキモータースジャパン
ヤマハ発動機株式会社
ＢＲＰジャパン株式会社

（順不同）

場所

ＭＧ ＭＡＲＩＮＥ 江戸川ゲレンデ

名称

『ＴＨＥ ＤＵＡＬ ＤＲＡＧ ｉｎ ＥＤＯＧＡＷＡ 第２０戦』

内容

２艇ずつ走行してのトーナメント勝抜き戦/敗者復活戦あり/最高速計測(ＯＰＥＮクラスのみ)

コース

約３００ｍのストレートコースを往復し３６０度右ターンの後にゴール 〈別紙参照〉

＜参加資格＞
特殊小型船舶操縦士免許を所持し、なおかつ安全に航行する技量を有する者。
＜クラス分け＞
最高速制限
RUNABOUT OPEN

安全な速力

RUNABOUT １０５

１０５㌔

１０６㌔に達した艇は失格

RUNABOUT １２０

１２０㌔

１２１㌔に達した艇は失格

SINGLE OPEN

安全な速力

SINGLE

８５㌔

８６㌔に達した艇は失格

WOMEN SINGLE ８５

８５㌔

８６㌔に達した艇は失格

WOMEN １２０

１２０㌔

１２１㌔に達した艇は失格

８５

(RUNABOUT：２人･３人乗り

SINGLE：１人乗りまたは SPARK/EX に限り可)

(WOMEN：女性ライダー限定)
＊RUNABOUT１０５クラスは過給機付を除く
＊エントリーできるか不明な艇種の場合、ご連絡ください。
＊各クラス、実行委員会が定める最少参加人数に達しない場合、中止する場合があります。
各クラスウォーターボックス取り外し変更不可・マフラーの取り外し不可(排気音の大きい艇はエントリー不可)
OPEN クラス出場艇は２０１９JJSF 競技規則に則ったものでなければならない。
＜制限速度＞

OPEN クラスを除く、全クラス・全ヒートで速度計測を行います。
制限速度を超えた艇、速度計測機を持たずにヒートを走行した艇は失格とします。この場
合、敗者復活戦にもエントリーできません。
速度計測機の受け渡しはスタッフとライダー本人とし、第三者は計測機器に触れてはならな
い。

＜計測機器＞

速度計測機器は実行委員会所有の GPS を使用する。計測機器の持ち込みは可能であ
るが、速度に相違があった場合において、異議等は認めない。

＜速度によるヒート成立・非成立＞
OPEN クラスを除き、各ヒート 2 艇とも速度計測が完了した時点でヒート成立とし、
勝者敗者問わず、どちらか一方でも計測ができなかった場合、再スタートとする。
例 勝者：計測失敗・敗者：制限速度オーバーの場合でも再スタート
＜入賞＞

各クラス、１位・２位・３位を入賞とする。
決勝、３位決定戦時、制限速度を超えた場合、繰上げ入賞とする。

＜スタート方法＞ ライダー乗船、桟橋スタ－タ－・フラッガ－によるローリングスタート
スターターからの進入合図後、マシントラブル等、その他理由でスターティングエリアに３０秒
以内に進入できない場合においても、自動的にスタートします。
＜レンタル艇＞

過失の有無を問わず使用中にレンタル艇を破損した場合、修理代(免責上限１０万円)を
請求いたします。
競技走行中不具合が生じ、勝敗に起因した場合においての結果は覆りません。

＜練習走行＞

練習走行の予定はしておりません

＜ミスブイ・ミスコース＞ 敗退
＜最高速計測＞ OPEN クラスに限り１本目(予選)でのみ計測(各クラス最高速艇は表彰)
機器不良などにより計測できなかった場合は次ヒート(敗者復活ヒート)にて再計測
計測機器の持ち忘れ等による未計測の場合、記録なしとし、再計測はしない。
＜フライング＞

１回目：フライングをした艇が先にゴールブイを通過した時のみ再スタート
２艇共にフライングの場合は再スタート
２回目：フライング艇が敗退

＜エントリー費＞

１エントリー
事前振込み

６，０００円
振込先 三井住友銀行 本八幡支店 普通 3224430
口座名：エムジーマリーン株式会社

複数のエントリー費を一括振込みの場合、エントリー数分の詳細(氏名、クラス)を記入し
FAX にて送信してください。
＜キャンセル＞

締切り以前のキャンセルは事務手数料(1,000 円)を差し引いた金額を返金します。
締切り後のキャンセルは返金いたしかねますので予め了承の上、エントリーして下さい。

＜異議･申し立て＞参加者は大会中、各ヒートにおいても意義・申し立てができる。その場合、大会本部におい
て審議･確定をし、その確定事項に関してはなんら覆る事はない。
＜ダブルエントリー＞ ダブルエントリー、トリプルエントリー、ともに可。
＜受付期間＞

～４月１０日(金)１７：３０をもってエントリー締切り。

＜選手変更＞

エントリー後の選手、使用艇の変更は、原則エントリー締切日までとする。

＜使用艇＞

大会当日、予選で使用した艇を最終トーナメントまで使用し、エンジントラブル等
いかなる場合においても、艇の途中変更は失格とする。
また、複数人での同一艇、同一クラスの使用は認めない。

＜搬入＞

前日搬入可(前日搬入希望の方は事前に連絡)

＜宿泊＞

提携ホテル

Ｊ ＨＯＴＥＬ(ジェイホテル) 市川市八幡 3-19-3

ＴＥＬ047-322-3741 「MG MARINE 利用」で割引有
＜ランチ＞

１エントリーにつき１枚のランチ引換券を配布。協賛・協力ショップ、メーカー様に人数分を配
布。ランチ券使用時、お釣りはでません。

＜ゴミ等について＞ ゴミは各自の判断で分別し、必ず持ち帰るようお願いします。河川敷にあるゴミ箱などは使
用しないでください。大会前よりも、より河川敷の美化が推進されるようご協力下さい。
＜告知方法＞

1.HOT WATER SPORTS MAGAZINE
３/１０発売４月号、４/１０発売５月号
2.MG MARINE ホームページ
3.協賛各社に大会実施要項配布
4.協賛各社のホームページやその媒体への掲載

＜駐車場＞

無料河川敷臨時駐車場 約１００台
指定された場所以外には駐車しないで下さい。また JET スロープエリアやボート艇庫エリア
には長時間の駐車はしないようお願いします。

＜ライディングギヤ＞ライフジャケット、ゴーグルまたはサングラス、シューズ、グローブは必ず着用してください。安全
の為、ヘルメットの装着を推奨します。水着での参加はできません。
＜その他＞

暴力団、その他反社会勢力に属している者の参加はお断りいたします。
大会関係者、及びその参加者は、入墨、タトゥーの露出のないようお願い致します。

＜大会の中止＞

大会は天候、その他の事由により中止になる場合があります。
荒天、天災、その他の事由により第１ヒート消化以降に中止となった場合、参加費の返金
はいたしかねますので予めご了承ください。
諸事情により、締切り以前に開催の中止が決定した場合、エントリー費は事務手数料
(1,000 円)を除き返金、もしくは次大会に限り繰越とします。
＊４月２６日(日)１７：３０までに下記記載の実行委員会に返金(口座番号)または繰越の
連絡をお願いします。上記日時以降は無効とさせて頂きますので予めご了承ください。

＜表彰・エントリー数＞
表彰

エントリー数

RUNABOUT ＯＰＥＮ

１位～３位

先着 16 艇

RUNABOUT １０５

１位～３位

先着 16 艇

RUNABOUT １２０

１位～３位

先着 24 艇

SINGLE OPEN

１位～３位

先着 8 艇

SINGLE ８５

１位～３位

先着 16 艇

WOMEN １２０

１位～３位

先着 8 艇

ＪＡＣＣＳ最高速チャレンジ

各 OPEN クラス最高速表彰

ＪＡＣＣＳ特別賞

各クラス（ＯＰＥＮクラスを除く）

受付･問合せ

THE DUAL DRAG 実行委員会
担当：名川・鈴木

TEL：047-370-1501
FAX：047-377-6512

タイムスケジュール
０７：３０

エントリー受付(船舶検査証書・手帳・操縦免許証の提示をお願いします。)
免許証・書類等に不備があった場合、参加できません
その場合エントリー費の返却等は行いません
協賛会社テント設営開始、ＪＥＴ下架・ポンツーン係留
車両・空トレーラーは専用エリアまたは河川敷臨時駐車場へ

０８：５０

エントリー受付終了

０９：００

開会式・ライダーズミーティング

０９：３０

競技開始
ＲＵＮＡＢＯＵＴ １０５

予選～敗復～準決勝まで

ＳＩＮＧＬＥ ８５

予選～敗復～準決勝まで
スタート桟橋スタッフ交代

１１：００

ＲＵＮＡＢＯＵＴ １２０

予選～敗復～準決勝まで

スタート桟橋スタッフ交代
WOMEN １２０

予選～敗復～準決勝まで

ランチ券 受付開始
１２：００

ランチタイム＊全体での休憩時間はありません
各自、空いた時間に昼食をおとりください
ＳＩＮＧＬＥ ＯＰＥＮ

予選～敗復～準決勝まで

ＲＵＮＡＢＯＵＴ ＯＰＥＮ

予選～敗復～準決勝まで

スタート桟橋スタッフ交代
各クラス
１５：００

各決勝ヒート

１６：００

表彰式

３位決定戦

リバーサイドクリーン
１６：４５

ＪＥＴ上架・撤収

＊スケジュールは天候、進行状況などにより変更する場合があります。

ＯＰＥＮクラス参加の競技艇は１１時以降の下架にご協力ください。

2020/2/14

改正

振込先：三井住友銀行 本八幡支店 普通 ３２２４４３０

ＦＡＸ：０４７－３７７－６５１２

口座名：エムジーマリーン株式会社

大会 エントリーシート

ＤＵＡＬ ＤＲＡＧ ２０

ＤＵＡＬ ＤＲＡＧ ２０

令和 ２年 ４月 １９日（日）

［イベント開催日］

申請日

年

月

日

THE DUAL DRAG in EDOGAWA 第２０戦

[参加申込イベント名]
[エントリー艇申告]
メーカー
機種名

1クラス目 →

2クラス目 →

1クラス目 →

2クラス目 →
*複数エントリー時、同一艇使用は同一と記入
クラスごとに違う艇を使用する場合は各使用艇を記入

□ RUNABOUT ＯＰＥＮ

エントリークラス

□ RUNABOUT １２０
□ RUNABOUT １０５
□ SINGLE OPEN
□ SINGLE ８５
□ ＷＯＭＥＮ １２０

☑

＊1エントリー：6000円

改造箇所

＊Ｗエントリーの場合は２ヶ所に印をお願いします

チーム名/所属SHOP
トレーラー有無

あり

・

なし

前日搬入希望有無

あり

・

なし

[ライダー]

初参加の方
はチェック

初参加

ﾌﾘｶﾞﾅ
お住いの
都道府県

氏名
連絡先電話番号
ライダーより一言

必須

＊会場アナウンス等で使用します

THE DUAL DRAG 実行委員会 殿

【誓約書】

・私は上記について、競技及び実施要領の内容を確認、了承し記載致しました。
・私は、主催者及競技・イベント運営関係者の指示に従う事を約束致します。
・私は、当競技・イベントで起こった事故で、人的・物的損害を受けた時、または与えた時は、
一切私の責任において解決し、主催者及び他の関係者に責任の追及や損害賠償を要求しない事を約束致します｡
・レンタル艇使用において、過失のあるないを問わず私がレンタル艇を破損してしまった場合
その修理に関する費用（上限：免責１０万円）をお支払いする事を約束いたします。
ライダー署名
㊞

大会事務局確認欄

受付日

振込確認

振込日

担当

