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（以下はメールの英語原文〔ASAFイヴェント委員会委員長の Captain Ajay Narangからの大会案内メ

ール〕を国際委員会が邦訳したものです。正確を期するためには原文でご確認ください） 

 

 

各位 

 

アジアセーリング連盟（ASAF）・セーリングカップ第 2 戦および上海ヨットクラブ＆リゾート招待大会が中

国・上海の淀山湖で 2016年 8月 18日～21日に開催されます。 

運営団体は上海スポーツ行政部および上海ヨットクラブ＆リゾート（SYCR）が共同で行います。 

添付のアジアセーリング連盟・セーリングカップのレース公示を参照して下さい。 

 

参加申込の締め切り、宿泊、艇、輸送および食事プラン 

参加申込登録用紙およびチャーター艇の申し込み用紙は www.syclub.netで入手できます。2016年 7月 19日

までにしてください。 

宿泊および艇は、2016 年 7 月 19 日までに参加申込用紙が提出され、チャーター料の支払いを完了した選手

のみに保証します。 

クラブは一部屋当たり２名の大人および一部屋当たり 2～3名のユース選手の食事と宿泊を提供します。  

輸送は、８月１７日午後から８月２２日の午前まで、空港から上海ヨットクラブ＆リゾートまで事前にクラブ

に予約すれば無料で利用できます。 

各チームは８名の選手につき１名のコーチまたはチームリーダーを登録することができます。 

追加の支援人員は、訪問期間中の食事および宿泊代金として 1,200中国元（約 18,500円）支払わなければな

りません。 

 

チャーター艇 

限られた数のチャーター艇は、既に予約している選手は利用でき、そして早く登録をした選手に割り当てられ

ます。艇の予約を助ける担当者に連絡を取ってください。 

 

招待ビザ（訳者注：日本人は 15日以内の滞在について、基本的にビザは不要） 

現行中国政府のガイドラインによれば、全ての選手、コーチおよび同行する全員は有効な入国ビザを所持しな

ければなりません。 

これは SYCR が発行した招待ビザの文書と併せて中国大使館館と連絡をすることで貴方の住居地の国で入手

できます。 

貴方の招待ビザを受け取るため、次の情報を担当者に送って下さい： 

氏名／旅券番号／旅券の発行地／旅券の発行日／旅券の有効期限／生年月日／国籍 

 

上海ヨットクラブ＆リゾートの担当者は：Wing Xie  

Email: regatta@syclub.net  Tel: 0086-21-59262835 

 

上海ヨットクラブ＆リゾートでお会いしましょう！ 

 

敬具 

キャプテン アジャイ・ナラン（Captain Ajay Narang） 

アジアセーリング連盟イヴェント委員会委員長 

http://www.asiansailing.org 

https://www.facebook.com/asiansailing 

https://twitter.com/ASAFUpdates 
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レース公示の概略 

 

 

詳細／公式は別紙の英文レース公示でご確認ください。また不明な点等ございましたら、大会現
地担当者（Wing Xie ：Email: regatta@syclub.net Tel: 0086-21-59262835）、または国際員会柴沼克己
（Email:shiba_katsumi@ybb.ne.jp , Tel/Fax:0587-55-2806）までお問い合わせください。 

 

＊大会名 ASAFセーリングカップ第 2戦・上海ヨットクラブ＆リゾート（SYCR）招待大会 

＊主催団体 ASAFおよび中国ヨット協会（CYA） 

＊開催団体 上海市スポーツ行政部および SYCR 

＊支援団体 上海ボート・ヨット協会、上海市青浦区スポーツ局 

＊開催地 中国・上海の淀山湖 

＊クラス：Laser、Laser Radial、Nacra17、Optimist、RS:X、470、49er、49erFX 

＊OP クラスは、OP1:14-16 歳（1999.7.1-2002.6.30）、OP2：10-13 歳（2002.7.1-2006.6.30）

の２つのクラスに分けられます 

＊各クラス共参加申し込みが 8 艇に満たない場合はそれらのクラスのレースを取り止めること

がある。 

＊日程  8月 17日（水） 14：00からチェックイン可能 

     8月 18日（木） 9：00‐13：00 受付（登録）／計測 

             14：00‐17：00 プラクティスレース 

             18：00 歓迎夕食会 

     8月 19日（金） 10：00 開会式／選手ミーティング  

             11：30 チームリーダーミーティング 

             13：00 レース 

     8月 20日（土） 10：00  チームリーダーミーティング 

             11：30 レース  

     8月 21日（日） 10：00  チームリーダーミーティング 

             11：30 レース＋メダルレース（各クラス上位 10艇） 

             18：00 表彰式／閉会式 

＊レース回数  RS:X‐10レース、他は全て 8レース（一日少なくとも 3レースを予定） 

2レースの実施でそのクラスとしての大会は成立 

＊参加申込書とチャーター艇申込書は、2016年 7月 19日までに行うこと。 

＊申込書の提出とチャーター料（デポジット）の支払いを、2016 年 7 月 19 日までに行ったも

ののみが宿泊と艇が保証される。 

＊大会参加料およびチャーター料は全て無料 

＊チャーター艇の数 （ ）内はデポジット:単位 RMB（中国人民元：約 15.1 円/元） 

Laser, Laser Radial …各 12艇（5,000）、Nacra17 …4艇（5,000）、Optimist …50艇（1,000）、

RS:X/470/49er/49erFX …無し 

＊主催者は、開・閉会式において選手はナショナルチームのユニフォームか同じチームカラーの

服装の着用を求めています。 

 

（註）ASAFイヴェント委員長の案内文に記載されている事項の一部については、省略して記載

していないものもあります。                          

以上 
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（以下が ASAFイヴェント委員会委員長の Captain Ajay Narangからの大会案内のメール原文です） 

 

Dear All, 

 

The ASAF Sailing Cup #2 and Shanghai Yacht Club and Resort invitational Regatta will be 

held at Dianshan Lake, Shanghai, China between the 18th – 21st August 2016.  

The Event host is the Shanghai Administration of Sports and the Co-organizing host of the 

event is the Shanghai Yacht Club and Resort (SYCR). 

Please find attached the ASAF Sailing Cup Notice Of Race. 

Entry deadline, Accommodation, Equipment, Transportation and Meal plan 

Entry Registration Form and Charter boat requirement form is available at www.syclub.net 

and should be made before 20 July 2016.  

Accommodation and equipment is guaranteed only to sailors who have submitted their entry 

form and complete payment of charter fee before 20 July 2016. 

The club will provide food and accommodation for 2 adults per room and 2-4 youth sailors 

per room. 

Transportation is available from the Airport to Shanghai Yacht Club & Resort in the afternoon 

onwards of August 17th until the morning of August 22nd, and is available free of charge 

by booking with the Club in advance. 

Each team can enroll 1 coach or team leader for every 8 sailors.  

Additional support persons will be charged 1,200RMB for food and accommodation during your 

visit. 

Charter Boats 

Limited charter boats are available due to bookings already made, and will be allocated 

to the competitors registering first. Please contact us to assist with your equipment 

booking. 

VISA Invitation 

In accordance with current Chinese Government guidelines, all competitors, coaches and 

accompanying personnel must process a valid entry VISA. This can be obtained in your country 

of residence by contacting the Embassy of PRC along with a VISA invitation letter issued 

by SYCR. Please send us the following information to receive your VISA invitation letter: 

Name/Passport number/Place of issue of the passport/Date of issue of the passport/ Date 

of Expiry of the passport/ Date of birth/Nationality/ 

The Shanghai Yacht Club and Resort contact person is:  

Wing Xie  

Email: regatta@syclub.net   

Tel: 0086-21-59262835 

See you all at Shanghai Yacht Club and Resort soon! 

Regards 

 

Captain Ajay Narang 

Chairman Events Committee 

Asian Sailing Federation 

http://www.asiansailing.org 

https://www.facebook.com/asiansailing 

https://twitter.com/ASAFUpdates 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.syclub.net%2F&h=5AQEtdmcTAQGXw6uXkj51bIR2sk5YBNfLTQYW8oJfexfQYg&enc=AZP8BORTysQHolZf5jSOOodyXA3PP3Qcp00B6rbYHpe2LvzfUaV3X6wbVMVJ-ifpnMwn3qoSMbdJk1e1vnydSX489WuWzW97VHjD1M-rdlOQoV5B7elt32IeonW1-W7hpGnsFngnXfObC7dc-TwmLmw5lHY-1Pr1CTrmV5py5WarkcrCyiZvcdbwamNTThyI4S_bcrcquORpX1OyH_aO9wkV&s=1
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