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第１回 ショートハンドチャレンジ １・２・３ 

レース公示 

 

 

【主催】    公益財団法人 日本セーリング連盟 加盟団体 外洋三崎 

【協力】    公益財団法人 日本セーリング連盟 特別加盟団体 逗子マリーナヨットクラブ 

【開催日】   ２０１６年６月 6 月１１日（土） 

【開催海域】  小網代沖から城ケ島沖南西ブイ周辺海域 

【運営】    ２０１６ ショートハンドチャレンジ１・２・３ 実行委員会 

 

 

 

１．  規則 

   本レースは「セーリング競技規則 2013-2016」(以下、規則) に定義された規則を適用する。 

   オートヘルムなどオートパイロットシステムの利用、電動ウインチは、レース中の使用を禁止する。 

 

２．  広告 

   World Sailing 規定 20「広告規定」を適用する。 

 

３．  参加資格 

   下記（１）～（４）の要件を全て満たすこと。 

   （１） 有効な船舶検査証の発行を受けているモノハルヨット。 

   （２） 乗員は１～３名以内。 

   （３） ヨットを楽しもうとする意志のある方。 

   （４） 期間中有効な賠償責任保険・捜索救助費用保険・搭乗者傷害保険に加入している艇。 

   （５） 携帯電話１台またはハンディータイプＶＨＦトランシーバーを持つこと。 

 

４．  参加申込み 

４．１ 提出書類 

   （１） レース参加申込書（参加料振り込み証書のコピーを添付）  （書式-１） 

   （２） ヨット賠償責任保険証書のコピー 

   （３） 船舶検査書 

   （４） PHRF 申告フォーム   （書式-２） 

   （５） 出艇申告書（乗員登録） （書式-３） 
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４．２ 書類の提出先 

   （１） メール送付先  ： misaki-office@jsaf.or.jp 

   （２） ファックス送付先 ： ０５０－３７３７－２９１９ 

   （３） 申込期間    ： ２０１６年５月３１日（火） ２０時まで。（期限厳守） 

 

５．  参加費用 

５．１ 参加費用  ： ＪＳＡＦ登録艇  ６，０００円／艇 （パーティー１名含む） 

          ＪＳＡＦ非登録艇 ８，０００円／艇 （パーティー１名含む） 

   追加パーティー参加料は、１，５００円/人とする。 但し、小学生以下は無料。 

５．２ 参加費用の支払先 

   （１） 振込先  ： 三菱東京 UFJ 銀行 新宿新都心支店 

   （２） 口座   ： 普通貯金 ： 0367039 

   （３） 口座名義 ： 外洋三崎事務局レース口座 

   （４） 振込条件 ： 

     ① 振込名義の際は必ずセールナンバーと艇名で振り込みをすること。 

     ② 振込手数料は参加艇の負担とする。 

５．３ 出艇料および乗員参加料は、振り込み後の参加取り消し、レースの不成立、レースの中止等 

   いかなる理由であっても返金はしない。（リコールナンバー保証金は、全額返金します） 

   但し、天候等でやむなくレースが中止となった場合は、参加料は返却せず、表彰式に代えて 

   親睦を兼ねた懇親パーティーを開催する。 

 

６．  レイトエントリー 

６．１ ２０１６年６月 ７日（火） ２０時まで。（期限厳守） 

６．２ 申込み方法は、４項（参加申込み)に順ずる。 

６．３ レイトエントリーフィー 

   参加費用  ： ＪＳＡＦ登録艇   ９，０００円/艇（パーティー１名含む） 

          ＪＳＡＦ非登録艇 １１，０００円/艇（パーティー１名含む） 

   （追加表彰パーティー参加料は、１，５００円/人とする。） 

 

７．  部門 及び クラス分け 

７．１ すべての部門は PHRF 部門のみとし、参加全艇にレース委員会が決したハンディキャップ(TCF ：  

   Time Correction Factor)を付与する。 

７．２ 部門は以下とする。 

   ① シングルハンド部門  ： 白 

   ② ダブルハンド部門  ： ピンク 

   ③ トリプルハンド部門  ： 緑 
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７．３ クラス 

   各部門ともに、参加艇数によってはクラス分けを行う場合がある。 

７．４ 部門識別リボンとリコールナンバー（必要な場合）の受け渡し 

   ① レース参加申込書に、リコールナンバー要否および送付またはレース本部での受領の選択を 

     明記すること。 

   ② 送付希望の場合、申込書受領後随時、連絡責任者に送付する。 

   ③ レース本部での受け渡し希望の場合、レース当日、６月１１日（土） ０８：００より受け付けます。 

     （レース本部 ： 油壷観光京急マリーナ１階テラス TEL： ０９０－２２１７－１６４６ ） 

 

８．  リコールナンバーの貸与 

   セールナンバーの無い艇、及び JSAF 未登録のセールナンバーを使用する艇については、リコール 

   ナンバーを実行委員会から貸与する 

   リコールナンバーは、保証金５,０００円にて貸与し、表彰式会場にて現品返却の際、全額返金する。 

 

９．  レース日程 

９．１ 予告信号  ： ２０１６年６月１１日（土） １０:２０ 予定 

９．２ タイムリミット ： ２０１６年６月１１日（土） １４：３０ 

 

１０． 表彰式 

   日時 ： ２０１６年６月１１日(土) １６：３０  （開場 １６：００) 

   場所 ： 油壷観光京急マリーナ２階 

 

１１． 帆走指示書 

   帆走指示書は２０１６年６月９日(木) までに、外洋三崎 HP 内ショートハンドチャレンジ１・２・３ 

   に公開する。 

 

１２． コース 

   小網代沖スタート → 城ケ島南西ブイ（反時計回り）→ 小網代沖フィニッシュ （約１５NM） 

 

１３． 得点 

１３．１ 得点方式には PHRF(Performance Handicap Racing Fleet) を用い、Time-on-time 方式を適用し、 

   各艇の所要時間に TCF（Time Correction Factor）を乗じた修正時間により順位を決定する。 

１３．２ 各部門ともに、１艇以上のタイムリミット内フィニッシュをもって、レース成立とする。 

 

１４． 無線通信 

   いかなる通信形態、情報通信機器の使用も、規則４１[外部の援助]には、該当しないこととする。 
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１５． 賞 

   賞は以下の通り与えられる。 

    ・各部門のファーストホーム 

    ・各部門 １ ～ ３位 

    ・各クラス １ ～ ３位 （クラス分けした場合） 

   ※ 主催者は上記以外の賞を設けることができる。 

 

１６． 免責 

   このレースの全ての艇、参加者は自己の責任において参加する。 

   規則４、「レースをすることの決定」を参照。 

   主催団体は、レースの前後、レース期間中に生じた物理的損害または身体傷害もしくは死亡に対す 

   るいかなる責任も負わない。 

 

１７． 艇長会議 

   艇長会議は、行わない。 

 

１８． 追加情報 

   本レースに関する更なる情報を外洋三崎 HP 内ショートハンドチャレンジ１・２・３に公開されるので、 

   参照のこと。 

 

１９． 問い合せ 

   問い合せは、Ｅメールのみで行い、以下の通りで対応する。 

   （１） 艇名、問い合せ者氏名、日付を明記し、出来るだけ箇条書きにて問い合せること。 

   （２） 問い合せ内容と回答のみ、各艇連絡責任者に、Ｅメールにて開示することがある。 

     また、外洋三崎 HP にも公開することがある。 

   （３） 宛先 ： SHC１２３実行委員会 

     レース事務局メールアドレス ： shc123@misaki-ocean.jp 

     外洋三崎 URL       ： http://www.jsaf.or.jp/misaki/2016/index.html#shc123 

 

 

 

                                     －以上－ 

                                  SHC１２３ 実行委員会 


