
 
 

第 32 回 三浦－伊東 ヨットレース 2014 

公 示 

 

  

 

 2014 年 6 月 7 日（土）開催 

 

  神奈川県三浦市～静岡県伊東市 

 
 
主催･運営： NPO油壺湾特別泊地協会 
 
共同主催： 油壷ヨットクラブ（AYC） 

諸磯ヨットオーナーズクラブ（MYOC） 
伊東市ヨット協会 
JSAF 外洋三崎 

後 援： 三浦市 
伊東市 
伊東観光協会 
伊東商工会議所 
伊東市体育協会 
伊東マリンタウン㈱ 

協力・協賛： ㈱三浦海業公社 
 三崎マリン㈱ 
油壺ボートサービス㈱ 
山下ボートサービス（有） 
伊豆高原ビール㈱ 
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油壷ベイヨットクラブ（ABYC） 
 

 
 
 
 
1． 日 程 

2014年 6月 7日（土曜日） 
・予告信号：09:25 
・スタート：09:30（小網代沖）全艇いっせいスタートとする。 
・タイムリミット：17:00 
 

2． コース（およびフィニッシュ後の係留泊地） 
・スタート：相模湾網代崎沖灯浮標付近。 
・フィニッシュ：伊東沖または初島北側 

（いずれの場合でも初島の北側を通ること）詳しくは帆走指示書に記す。 
・係留泊地：サンライズマリーナ(静岡県伊東市) 

http://www.ito-marinetown.co.jp/sunrise-marina/ 
 
3． 適用規則 
3-1 セーリング規則 2013－2016（RRS）に定義された規則を適用。 

3-2 海上における衝突の予防のための国際規則（IRPCAS）を適用。 

3-3 JSAF外洋特別規定2014-2015 カテゴリー４  

3-4 ORC Rating Systems 2014 &International Measurement System 2014を適用。  

3.4.1 RRS87に基づき、ORCAN通達（2014年ORCレ－スにおけるクル－重量に関する 

取扱いについて）により、ORC Rating Systems 2014の200は適用しない、  

したがって体重の制限はない。但し、最大乗員数は船舶検査証書に記載さ

れた最大搭載人員以内とする。  

3.4.2 ORCルール201．2を変更し、搭載する飲料物・燃料の量を制限しない。  

3.4.3  ORCルール 206．1を変更し、予備メインセール１枚の搭載を認める。  

3.5 IRC規則2014 Part Ａ、Ｂ およびＣを適用。  

3.5.1 RRS 87に基づき、IRC規則2014の22．4．2は適用しない、したがって体重の 

制限はない。但し、最大乗員数は、船舶検査証書に記載された最大搭載人

員以内とする。 

3.6 レース公示および帆走指示書 
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4．ハンディキャップルール 
ORC-Cクラス ： パフォーマンス ライン システム （ＰＬＳ ＯＦＦＳＨＯＲＥ） 
IRCクラス ： TCCによるタイム・オン・タイム 
 

5． レース旗とクラス旗 
レース旗は当該艇が所属するクラブ旗とする。 
クラス旗は別途所定の旗（リボン予定）を艇長会議時にて支給する。 
 

6． 参加資格 
6-1 有効な小型船舶検査証書を有する艇。 
6-2 レース期間中有効なヨット・モーターボート総合保険（含、搭乗者傷害保険）に加
入している艇。なお、当該保険契約が【レース中不担保】の艇は別紙念書を提出

する義務を負う。 
6-3 前項の保険未加入艇のエントリーは不可とする。 
6-4 IRCクラス、ORC-Cクラス：2014年度公式レーティングを取得している艇。 
6-5オープンクラス：本レース委員会が決定するレーティングに従ってエントリー 

を認めた艇。 
6-6 2名以上の乗組員を有する艇。 
6-7 伊東マリンタウン宛 泊地利用確認書を提出できる艇。 
 

7． 競技部門 
・IRCクラス 
・ORC-Cクラス 
・オープンクラス 
※各クラスは参加艇数によりクラス分けを行う。 
※2014年度の有効なレーティング（IRC、ORC-C）所有艇はオープンクラスへの 
エントリーは不可とする。 

    ※IRC、ORC-Cともエントリーが 5艇未満の場合はオープンクラスに編入する。 
    ※IRC、ORC-Cのダブルエントリーも認める。ただし、別途エントリー費を設け 

る。 
 

8． 参加費 
・出艇料 １艇 20,000円 

但し、ダブルエントリー費 上記+5,000円 
    2014年度 JSAF非会員艇（未更新艇）22,000円 
    レイトエントリー艇 30,000円 
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・パーティー費 １名 5,000円（ただし、中学生以下は無料）。 
 
◆振込先：みずほ銀行 目黒支店 店番 194 （普通）1165822 

口座名：トクヒ）油壺湾特別泊地協会 
 

※振込の際は振込人名の前に必ず艇名を記入すること。 
※振込み手数料は参加艇にて負担すること 

・パーティー費の追加は、6月 7日（土）艇長会議受付時にも申込可。 
・6月 7日（土）艇長会議受付時までにパーティー費を納めた参加者に限り、レース記
念オリジナル T シャツを贈呈する。参加申込書に枚数および希望サイズを記入のこ
と。艇長会議受付にて配付する。 

・使用メインセールにセールナンバーが貼付されていない参加艇にはレース運営の円 
滑化を図るため、識別ナンバー旗（リコールナンバー旗）１セットを貸与する。 
※貸与保証金：5,000円（艇長会議受付にて支払のこと）。表彰式受付に返却の際に 
全額返金する（原状セットに限る）。 

 
9． 参加申込手続きと提出書類について 

受付期間 5月 7日（水）～5月 30日（金）17:00 
出艇料及びパーティー費を前項の指定口座に振込の後､以下の書類を定められたいず

れかの方法により提出すること。 
① 参加申込書：別紙 1 
② 参加費振り込み明細書のコピー(別紙 1に貼付) 
③ レーティング証書のコピー 
（オープンクラスは、オープンクラス申告書：別紙 2） 

④ ヨット・モーターボート総合保険証券のコピー（レース中不担保艇は必ず念書

を添付すること：別紙 3） 
⑤ 泊地利用確認書：（署名・捺印は艇長：別紙 4） 
⑥ 出艇申告書（乗員が確定していない場合は、艇長会議時に提出可：別紙 5） 

 
申込書送付先：三浦・伊東ヨットレース 2014実行委員会 事務局 

ＦＡＸ  03-5641-5233 もしくは 
E-mail asa-hide@attra.co.jp （PDF化して添付ファイルとする） 

 
・参加費の振り込みと参加申込書等の両方が確認された時点で参加申し込み成立と 
 する。 
・参加申込み艇数が 50艇（泊地係留許容艇数）に達した時点で、申込みを締め切りと
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する。 
レイトエントリー締め切り期限日時 6 月 2 日（月）17:00 

・参加者が出艇料及びパーティー費を振込後、参加者が自己の都合で参加キャンセル 
した場合、もしくは主催者の判断によりレースおよびパーティーが実施されなくて

も、出艇料およびパーティー費の返還はしない。 
 

10．ゴミの処分(RSS55) 
規則 55 は、環境責任を一層高める方向でセーリングの発展を支援するために導入さ 
れた。本レースにおいても、主催・運営者は環境責任についての基本原則に従うこと 
とする。 
レース参加者は故意にゴミを水中に捨ててはならない。これにはセールをセットする 
ときのゴムまたは毛糸のバンドも含まれる。 

 
11．ライフジャケットの着用義務（サンライズマリーナ着岸時まで） 

スタート準備信号時から係留泊地のサンライズマリーナ着岸時まで各自ライフジャ

ケットの着用を義務付ける。 
 

12．責任の所在 
12.1  本レースのレース委員会は、レースの公平な成立にのみ責任を担う。 
12.2 本レースにおいて、主催、運営、共同主催、後援、協力、協賛に関する各団体 

等は、レースの前後、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

による責任を負わない。 
12.3 艇と乗組員の安全確保はオーナーの避けられない責任であり、オーナーは所有

艇を最良の状態で、十分な耐航性を有するように保持し、あらゆる状況下にお

いてもそれに対応できる経験豊富な 乗組員を乗船させるよう万全を尽くさな
ければならない。 

12.4 オーナーは、船体、スパー、リギン、セールおよびその他全ての備品を確実に
装備し、また安全備品が適正に維持格納され、それらの使用方法と置き場所を

全ての乗組員に熟知させておかなければならない。 
12.5  レースに参加するかまたはレースを続けるかについての決定の責任は、その艇

にのみある。RRS 規則４「レースすることの決定」参照。 
12.6  オーナーおよび艇長は上記内容を乗組員全員に周知徹底しておく必要がある。 
12.7 レース委員会は不適当と認めた艇、及び艇長・乗員の参加を拒否することができ

る。 
 

13．公式ホームページと帆走指示書 
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 ・http://aburatsubo.web.fc2.com/index.html 各種の案内＆通告等を掲載する。 
・帆走指示書は 5月 20日（火曜）午後に公式ホームページに発表する。 
 

14．出艇申告及び艇長会議 
6月 7日（土）07：20（受付開始 07：00） 三崎マリン２階 会議室 

http://www.misakimarine.com/index.htm 
・当日事務局    090-8875-3661  または 090-3202-7131 
 

15．賞 (予定) 
・ファーストフォーム賞（各部門） 
・各クラス１位、２位、３位 他 
・各種の副賞を用意する。 
・参加賞を各艇に用意する。 

 
16． 表彰式・パーティー (艇別 座席指定スタイル) 

日時：6月 7日(土曜日)  受付開始 18:00  開宴 18：30  
会場：伊豆高原ビール（伊東マリンタウン内） 
   http://www.ito-marinetown.co.jp/marine-town/index.html 
備考：会場受付にてレース記念オリジナル Tシャツを販売する（＠2,000）。 
 

17． 宿泊先案内 (参考) 
伊東温泉旅館ホテル協同組合 TEL 0557-37-2011 
 http://www.ito.or.jp 

 
18． 大会役員 

大会委員長       鈴木 保夫 
実行委員長        清水 泰文 
副実行委員長       桧垣 真弓 
                    林 岳彦 
レース委員長       山田 茂雄 
レース副委員長     和久井喜治郎 
プロテスト委員長   日下部 大蔵 
レーティング委員長  山下 博史（外洋三崎） 
会計委員長        安木 邦貴  
総務委員長        浅野 英武 （事務局兼任） 
 



7 
 

19． 問い合わせ先 (FAXとメールのみとする) 
     レース実行委員会事務局 
        FAX： 03-5641-5233 

Eメール： asa-hide@attra.co.jp 
 

以上 


