
第 13 回 
相模湾ヨットフェスティバルレース 

（2010 年 8 月 29 日 日曜日） 

レース公示 

主 催：（財）日本セーリング連盟 加盟団体 外洋三崎 

運 営：相模湾ヨットフェスティバルレース 2010 実行委員会 

後 援：三浦市（予定）
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１． はじめに 

相模湾ヨットフェスティバルレース 2010（ＳＹＦ2010）はその前身を皆様なつかしい石原裕次郎 

メモリアルヨットレース（1985～1997）に発しています。毎年 8 月の最終日曜日に行なわれ、この 

レースはその後現在の名称に改め、今年で早くも 13 年目を迎えることになりました。 

「海とヨットが大好きなヨット乗りが１年に１回は同じ海面に集まって、行く夏の１日を楽しく 

帆走ろう！」から 25 年間、テーマは変わりません。 

昨年は、潮っ気のあるセーラーへの挑戦なのか、台風の影響もあり、開催も危ぶまれましたが、 

ORC-C 部門１４艇、IRC 部門２４艇、オープン部門２０艇計５８艇の参加のもと、スタートができまし 

た。 

今年も皆様が１日を楽しめるフェスティバルを企画しました。 

レーサー派もクルージング派も満喫できるレース内容、パーティータイムはファミリーと女性、 

そしてお子様に優しいお楽しみアトラクションが８月最後の日曜日を盛り上げる予定です。 

どうぞ奮ってご参加ください。 

２． 適用規則 

２－１ ORC Rating Systems 2010 （ORC-International, ORC-Club 共通） 

２－２ IMS 2010 （IMS Regulations を含む） 

２－３ IRC ルール 2010 

２－４ Ｊ-24 クラスルール 2009-2012 

２－５ プラトー25 日本プラトークラブ登録艇とする。 

２－６ セーリング競技規則 2009－2012（ＲＲＳ2009-2012） 

２－７ 本レース公示および帆走指示書 

３． 参加資格 

３－１ ORC-I（旧ＩＭＳ）部門： 2010 年 ORC-I 証書を有する艇 

３－２ ORC-C 部門 ： 2010 年 ORC-C 証書を有する全長 6.5m 以上の艇 

３－３ IRC 部門 ： 2010 年 IRC 証書(Normal/Endorsed)を有する全長 6.5m 以上の艇 

３－４ Ｊ-24 部門 ： 2010 年Ｊ-24 計測証書を有する艇 

３－５ プラトー25 部門 ： 日本プラトークラブ登録艇とする。 

３－６ オープン部門 ： 前項３－１～３のレーティング未取得艇で全長 6.5m 以上の艇 

３－７ 各部門とも小型船舶検査機構の有効な船検証書を有する艇で、レース期間中レースを 

担保する有効な保険証券（賠償、捜索救助、搭乗者傷害人数分を含む）を有する艇で 

あること。
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４． エントリーの締切り期限 

２０１０年 ８月２０日（金） １８：００まで 

レイトエントリー 

２０１０年 ８月２４日（火） １８：００まで 

５． 艇長会議 

２０１０年 ８月２６日（木） １８：３０ 受付開始 

１９：００ 会議開始 

【備考】 

・ 艇長会議では帆走指示書をはじめとするレースに必要な書類、その他を配布します。 

・ 艇長会議に欠席した艇はレースへの参加を認めませんので、必ず１艇１名の出席を 

義務付けます。（参加されない場合は、DSQ とみなし、エントリー費の返還は致しません。） 

【艇長会議会場】 

・ 東京建物八重洲ホール （東京駅八重洲口から徒歩２分） 

http://www.tatemono.com/hall/index.html 

中央区八重洲１－９－８ヤエスメッグビル 地下２階 

６． レース日とスタート予定時刻 

◆ ＯＲＣ-Ｉ（旧ＩＭＳ）部門／ＯＲＣ－Ｃ部門／ＩＲＣ部門 ： ２０１０年 ８月２９日（日）１０：３０ 

◆ Ｊ－２４部門／プラトー25 部門／オープン部門 ： ２０１０年 ８月２９日（日）１０：４０ 

７． レースの中止 

悪天候などやむを得ない事情によるレース中止の決定はスタート前日の１６：００までにレース 

委員会が判断する。その通知は公式掲示板及び外洋三崎ホームページに掲示する。 

ただし、レースが中止になってもパーティーは開催する。 

８． 各部門のクラス分け 

詳細は艇長会議にて発表する。 

８－１ ORC-I 部門 ： ６艇に満たない場合は、ORC-C 部門に組み入れる場合がある。 

８－２ ORC-C 部門 ： Ａ～Ｅまでの５クラスとする。但し１クラス６艇に満たない場合、 

クラス数を減じることがある。 

８－３ ＩＲＣ部門 ： 参加艇数に応じ、基本的に１クラス６艇のクラス分けを行なう。 

但し、１クラス６艇に満たない場合、クラス数を減じることがある。 

８－４ Ｊ－２４部門 ： ６艇に満たない場合、オープン部門に組み入れる場合がある。 

当該部門艇は、J-24 部門又はオープン部門のいずれかへの 

参加を認める。
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８－５ プラト-25 部門 ： ６艇に満たない場合、オープン部門に組み入れる場合がある。 

当該部門艇は、プラト-25 部門又はオープン部門のいずれかへの 

参加を認める。 

８－６ オープン部門 ： Ａ～Ｆまでの６クラスとする。但し１クラス６艇に満たない場合、 

クラス数を減じることがある。 尚、付与するレーティング 

はレーティング委員会の決定したレーティングを適用する。 

その数値は艇長会議にて発表する。 

注：成績算出（順位と時間修正システム）は帆走指示書に指示する。（艇長会議で配布） 

９． レースコース 

スタートを小網代沖とし、フィニッシュを小網代沖とする相模湾内とする。 

詳細は帆走指示書に記載し、艇長会議にて発表する。 

10．表彰（予定） 

三浦市長杯、うらり杯。 

・各部門の総合優勝 

・各部門の各クラス ：優勝／２位／３位 

・各部門の着順１位 ：ファーストホーム賞 

注 ： 授与方法等詳細については、艇長会議で、ご案内します。 

11．エントリーフィー＆パーティー費 

・エントリー費 ： JSAF 登録艇１５,０００円／艇 JSAF 非登録艇２０,０００円／艇 

（２名分のパーティー費を含む） 

・パーティー費 ： １名 前売１，０００円 当日売１，２００円 

・レイトエントリー費 ： JSAF 登録艇３０,０００円／艇 JSAF 非登録艇４０,０００円／艇 

（２名分のパーティー費を含む） 

受付は２０１０年 ８月２４日（火）１８：００までとする。 

◆ 振 込 先： みずほ銀行 大井町支店 普通 １７５２５８７ 

◆ 口座名義： ＪＳＡＦ外洋三崎支部レース口（くち） 

・ 振込みをおこなう際は氏名の前に必ず艇名を入れてください。 

・ 振り込まれたすべての金額はいかなる理由においても返還は行い 

ませんのであらかじめご承知ください。 

・ セールナンバーを取得していない艇は艇長会議にてリコールナンバー 

を貸与します。但し保証金として￥5,000 が必要です。 

・ パーティー会場受付にてリコールナンバーを返却後、お返し致します。
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12．参加申し込み手続き（含む出艇申告） 

(1) ＦＡＸにて送付する書類 ： ２０１０年 ８月２０日（金）１８：００ 必着 

①レース参加申込書（前項費用の振込み証明書貼付 別紙①） 

②レーティング証書のコピー 

（ⅰ） ＯＲＣ（ORC-I ＆ ORC-C）の有効な証書 

（ⅱ） ＩＲＣの有効な証書 

（ⅲ） Ｊ－２４の有効な証書 

（ⅳ） プラトークラブ登録証 

（ⅴ） オープン（ＳＹＦ２０１０オープンクラス申告書 別紙③） 

尚、SYF２００９参加艇であって SYF２００９申告値に変更の無い場合は不要。 

③賠償責任保険証書のコピー 

備考： すべての書類はＡ４サイズに統一して、下記番号にＦＡＸして下さい。 

ＦＡＸ送付先 ：０３－３９７３－４４４８ 

(2) 艇長会議に持参する書類 

ＳＹＦ２０１０出艇申告書（別紙②） 

13．表彰式およびパーティー 

日 時 ： ２０１０年 ８月２９日（日） １７：００開宴 （開場１６：３０） 

会 場 ： 三崎フィッシャリーナ・ウォーフ「うらり」２Ｆ うみぎょうプレイス 

（三浦市三崎港） http://www.umigyo.co.jp/11.html 

パーティー費 ： １名 前売１，０００円 当日売１，２００円（小学生以下無料） 

アトラクション ： ハワイ往復ペア航空券が当たるお楽しみ抽選会をはじめ、先着来場賞、女性・ 

お子様限定プレゼントなどご協賛各社ご提供の多数の豪華グッズを用意 

致します。 

備 考 ： レースが中止になった場合でもパーティーは開催します。 

14．問い合わせ先 

Ｅ－ＭＡＩＬのみで対応とし、周知事項は公式掲示板および HP に掲載します。 

Ｅ－ＭＡＩＬアドレス ： syf-2010@jsaf.or.jp 

外洋三崎ホームページ ： http://www.jsaf.or.jp/misaki/
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15．体験セーリング協力艇の募集 

ＪＳＡＦ外洋三崎では一般の方々に外洋ヨットについての理解と普及を図ることを目的にレース 

前日の２８日（土）に体験セーリングを企画しました。 

つきましてはレース参加艇で本企画にご協力いただける艇を募集中です。趣旨に賛同頂ける 

方は別紙①の参加申込書体験乗艇協力の欄に「○」を付けてご提出ください。詳細は改めて 

実行委員会から連絡させて頂きます。 

16．大会名誉役員 （予定） 

大会名誉会長 石原 慎太郎 

大会名誉実行委員長 並木 茂士 （ＪＳＡＦ顧問） 

大会名誉レース委員長 古川 保夫 

大会名誉役員 木村 謙蔵 （神奈川県会議員） 

吉田 英男 （三浦市長） 

吉田 英男 （（株）三浦海業公社 代表取締役社長） 

17．大会実行委員会 （予定） 

大会会長 川久保 史朗 （外洋三崎会長） 

実行委員長 中里 英一 

副実行委員長 未定 （安全担当） 

市原 恭夫 （財務担当） 

関 恭一郎 （総務担当） 

浅野英武 （パーティー・表彰担当） 

和久井 喜治郎 （パーティー・表彰担当） 

二松 工 （PR・HP 担当） 

レース委員長 高橋 正実 

副レース委員長 山中 昭弘、林 伸樹 

プロテスト委員長 渡邊 晋也 

レーティング委員長 山下 博史 

成績委員長 鈴木 利夫 委員 春田 隆三 

渉外委員長 和久井 喜治郎 

総務委員長 関 恭一郎 

事務局長 永田 正人 

以上


