大会実施要項

大会名称

KYUSYU WAKEBOARD FESTIVAL S.11

主催

九州ウェイクボードフェスティバル実行委員会

主管

九州ウェイクボード協会

後援

北九州市

開催日

平成２３年１０月２２日（土）、２３日（日）

開催地

福岡県北九州市八幡西区瀬板

公認

日本ウェイクボード協会

協力

三菱化学株式会社・CUO CUO! CATERING・Grange&Mucus wakeboarders
K’S GARAGE

特別協賛

㈱ STONE MARKET

協賛

㈲ リキッドフォースジャパン（LIQUIDFORCE）・㈱ ケージーアイ（JETPILOT）
㈱ インフィニティー（HYPERLITE・RONIX）・GSM ジャパン㈱ （BILLABONE）

一般公開

入場無料・観覧無料

競技方法

エキスプレッションセッション（プロクラスのみ five ジャッジ）

競技日程

１０月２２日（土）
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※
※

瀬板の森公園・瀬板貯水池

レジストレーション
開会式・ライダーズミーティング
予選競技開始（ミドル・アッパー・スーパー）
予選競技終了・フィールドセイビング
ライダーズパーティー（予選結果発表）
レジストレーション
ライダーズミーティング
決勝競技開始（全クラス）
全競技終了・フィールドセイビング
表彰式・閉会式

天候・進行等によりスケジュールの変更が有り得ます、ご了承下さい。
プロ・レジェンド・ビギナー・ＳＫ８クラスは決勝１０月２３日のみの出走となります。

競技艇

AG-21 （予定）

クラス

２ DAYS（２２日・２３日）
◆ミドルウィメンズ
◆ミドルメンズ
◆アッパーメンズ
◆スーパーメンズ
◆スーパーウィメンズ

M Ｗ （要ＪＷＢＡ会員登録）
M Ｍ （要ＪＷＢＡ会員登録）
A Ｍ （要ＪＷＢＡ会員登録）
S Ｍ （要ＪＷＢＡ会員登録）
S Ｗ （要ＪＷＢＡ会員登録）

１ DAYS （２３日）
◆ビギナーウィメンズ BW （JWBA 非会員 OK）
◆ビギナーメンズ
BM （JWBA 非会員 OK）
◆ＳＫ８-A
SKA （エアー OK）（要ＪＷＢＡ会員登録）
◆ＳＫ８-B
SKB （エアー NG）（JWBA 非会員 OK）
◆レジェンドメンズ
LM （ベテランズ）（JWBA 非会員 OK）
◆プロメンズ
PM （プロ・アマ問わず）（JWBA 非会員 OK）
◆プロウィメンズ
PW （プロ・アマ問わず）（JWBA 非会員 OK）

表彰
賞金

・各クラス

１位．２位．３位

・ベストトリック アマチュアのみ メンズ１名・ウィメンズ１名

プロメンズ
１位￥100,000 ２位￥50,000 ３位￥30,000
プロウィメンズ １位￥ 50,000 ２位￥30,000 ３位￥20,000

参加資格
エントリー注意事項
適応規則

・全てのクラスは９ wake チーム登録が必要です（他地区は除く）
・他地区の方もアーリーエントリー可能です。

2011 ＪＷＢＡオフィシャルルールブック及び本実施要項を適応
安全対策として競技用具の各自安全点検とライフジャケット着用義務
※ ビギナー・SK8-B・レジェンド以外はＪＷＢＡ公式登録用品以外の用品では参加できません
（2011 ＪＷＢＡオフィシャルサポートサプライヤー参照）
※ 全クラス、９ wake オフィシャルステッカーを必ず貼り付けてください(他地区は除く)

２０１２年度全日本選手権選考資格 ・スーパークラス・アッパークラス・ミドルクラス・SK8-A
（ボーイズ・Jr ボーイズ・ガールズ・Jr ガールズ・ベテランズは 2011 ランキングから 9wake が選出します）

エントリー費

スーパー・アッパー・ミドル
アーリーエントリー・・・１２，０００円
プロクラス
アーリーエントリー・・・１４，０００円
ビギナー・ＳＫ８(A/B)・レジェンド アーリーエントリー・・・ ９，０００円
他地区アーリーエントリー
アマクラス 14,000 円 プロクラス 16,000 円
スーパー・アッパー・ミドル
レイトエントリー ・・・１４，０００円
プロクラス
レイトエントリー ・・・１６，０００円
ビギナー・ＳＫ８(A/B)・レジェンド レイトエントリー ・・・１１，０００円
他地区レイトエントリー
アマクラス 16,000 円 プロクラス 18,000 円
※ダブルエントリーはエントリー費合計より１,000 円オフです。
※スーパー・アッパー・ミドルクラスのエントリー費には 22 日・23 日の傷害保険と昼食チケットが
含まれます。
※プロクラスのエントリー費には 22 日・23 日の昼食チケットと 23 日の傷害保険が含まれます。
※ビギナー・SK8(A/B)・レジェンドクラスのエントリー費には 23 日の傷害保険と昼食チケットが
含まれます。

参加定員

スーパー・アッパー・ミドルクラス
ビギナー・SK8・レジェンドクラス

エントリー
受付・締切

スーパー・アッパー・ミドルクラス
ビギナー・SK8・レジェンドクラス
全クラス

申込み方法

① ＦＡＸ を流して下さい。 093-533-1221（12 時～20 時）
2 確認の電話をして下さい。093-533-1222（12 時～20 時）

予定定員１１０名
予定定員 ５０名
アーリーエントリー 9 月２８日(水)～
アーリーエントリー 9 月３０日(金)～
レイトエントリー
１０月５日(水)～
※定員になり次第締め切らせて頂きます）

③ エントリー費を下記口座へ エントリー名で振込、
（アーリーエントリーは１０月４日（火）迄 レイトエントリーは１０月１１日（火）迄に
エントリー個人名でお振込み下さい、期日までに振込みの無い場合はキャンセルとなります）
④ ①→②→③で申込み終了です。
※ 受付時間は 1 ２時～2 ０時迄です。
※ エントリー受付後のキャンセルは致しかねます。

振込口座

福岡銀行 三萩野支店 普通 １６５７５９４
日本ウェイクボード協会 九州大会実行委員会

代表

本村 強

公開練習

公開練習は今回御座いませんが、１０月１８日～２１日まで瀬板貯水池にて通常トーイングを
行っております。詳細は K’S GARAGE までお問合せ下さい。（093-533-1222）

開催地案内

北九州市八幡西区瀬板 瀬板の森公園 水辺のテラス
■九州道 八幡ＩＣより→北九州都市高速に乗り換え→黒崎ランプより約４ km
■大会参加者・関係者は南側駐車場をご利用下さい。南側駐車場←→会場「水辺のテラス」
まではシャトルバスが運行しております。

ライダーズパーティー ・誰でも入場無料です（要１ドリンク）・参加選手は１ドリンク付
（予選結果・景品抽選会・StoneMarket presents 裏瀬板）別途用紙にてご案内いたしま
す。
宿泊案内
お問合せ

小倉・黒崎コンフォートホテル特別料金。別途用紙にてご案内いたします。
大会事務局

〒802-0015 福岡県北九州市小倉北区大田町 1-1-1 K’S GARAGE
TEL→093-533-1222 ・FAX→093-533-1221
担当 モトムラ
mail → ks-garage@jcom.home.ne.jp

