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第 26 回初島ダブルハンドヨットレース 2014	 

レース公示	 

1. 主催と運営	 

1－1	 	 本レースは、逗子マリーナヨットクラブおよびＪＳＡＦ加盟団体外洋湘南	 

の共同主催により開催される。	 

 
2. 適用規則	 

2－1	 	 セーリング競技規則2013-2016(以下、RRSと略称)に定義された「規則」を	 

適用する。	 

2－2	 	 日没以降はRRS第２章は適用されない。（国際海上衝突予防法が優先される）	 

2－3	 	 上記規則より本レースの「レース公示」、「帆走指示書」により修正された	 

事項は除外する。 
 
3. 参加資格	 

3－1	 	 有効な船舶検査証を有する艇。	 

3－2	 	 大会規定の安全装備を備えたセーリングクルーザーで本レース委員会が	 

参加を認めた艇。	 

3－3	 	 ヨット保険(賠償責任、搭乗者傷害保険、捜索救助費用保険)に加入して	 

いること。	 

3－4	 	 乗員は2名で、両名ともに初島回航経験又は同等の経歴があること。	 

 
4. 安全装備	 

4－1	 	 船検安全備品(限定沿海以上)に加え、大会の定めたダブルハンドオリジナル	 

特別規定をクリアすること。	 

4－2	 	 通信手段として携帯電話、その予備バッテリー及び水密パックを搭載すること。	 

4－3	 	 予備として4-2項を満たす複数の携帯電話を搭載すること。	 

4－4	 	 乗員は、本レース艇長会議当日に開催される逗子マリーナヨットクラブ主催の	 

	 	 	 	 安全講習会へ参加すること。	 

4－5	 	 	 	 落水事故を防止するため、離岸から着岸までライフジャケットを着用すること。	 

また、ジャックラインとハーネス及びライフラインを必ず装備、装着すること。	 
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5. 責任の所在	 

	 艇及び乗員の損傷、生命に関する責任の全ては艇長にあり、レースに参加、	 

スタート或いはリタイアするか否かの判断は各艇長に委ねられ、レースの主催

者は損害、損傷などに一切関与するものではない。	 

 
6. 広告表示	 

本レースはISAF	 規定20「広告規定」に基づく大会とする。	 

 
7. レース日程	 	 

7－1	 	 スタート	 	 2014年 6月 28日(土)	 07:00	 	 

7－2	 	 タイムリミット	 2014年 6月 28日(土)	 21:00 
 
8. コース	 	 

	 逗子沖スタート→初島(反時計回航)→逗子沖フィニッシュ	 (46NM)	 

 
9. クラス	 

参加艇数に応じてクラス分けを行う。	 

 
10. レースの成立	 

                           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。	 

	 

11. 成績算出	 

11－1	 	 成績算出にはPHRF（Performance	 Handicap	 Racing	 Fleet）を用い、Time-on-time

方式を適用する。	 

11－2	 	 参加全艇に本レース委員会が決定したZMYC-DHオリジナルハンディキャップ	 

を付与する。 
 
12. 参加申込	 

12－1	 	 	 参加申し込みは下記の当クラブホームページ（参加申し込みページ）より	 

	 	 	 2014 年 6 月 15 日(日)20:00 までに行なうこと。	 

●	 初島ダブルハンドヨットレース公式ホームページ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 （http://www.zmyc.org/HDH2014.html）	 

	 

12－2	 	 参加費用は、全クラス共通30,000円とし、2名分の表彰式・パーティー参加	 

費を含む。	 
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12－3	 	 書類提出、手続き期限は以下の通りで、レース委員会の承認なしに遅延は	 

認められない。	 

 
a.参加申込書/PHRF申告書(*1)	 	 2014年 6月 15日(日)20:00	 

b.エントリーフィー振込	 2014年 6月 19日(木)	 

b.ヨット保険証書のコピー	 

c.エントリーフィー振込書のコピー	 

d.乗員登録書(兼出艇申告書)	 

e.特別規定チェックシート	 

2014年 6月 21日(土)18:00	 	 

※艇長会議受付時に提出	 

f.(乗員登録書兼)出艇申告書	 2014年 6月 28日(土)05:00	 

 
(*1)ZMYC-DHオリジナルハンディキャップを算出するためにはPHRF申告書が

必要です。	 

	 

12－4	 	 エントリーフィーの振込先は下記の通り。(※)	 

※振込名には艇名を必ず添えてください。（例：ティブロンタカハシトシオ）	 

	 	 	 銀行名	 	 みずほ銀行	 

	 	 	 支店名	 	 鎌倉支店	 

	 	 	 口座番号	 	 普通預金	 １０８６１５２	 

	 	 	 口座名義	 	 初島ダブルハンドレース委員会	 多田	 新	 

	 	 	 	 	 (ダブルハンドレース)	 

	 

12－5	 	 	 	 	 	 	 キャンセルによるエントリーフィーの返金は2014年 6月 19日(木)まで

にE-mailにて申し出ること。同日以降はいかなる場合も返金しないもの

とする。	 

	 

13. 安全講習会	 

13－1	 	 以下のとおり、安全講習会を開催する。	 

	 	 ・日	 時：2014年 6月 21日(土)	 14:30受付	 15:00開始	 

	 	 ・場	 所：リビエラリゾート逗子マリーナ	 

 
14. 艇長会議	 

14－1	 	 以下のとおり、艇長会議を開催する。	 

	 	 ・日	 時：2014年 6月 21日(土)	 17:00受付	 18:00開始	 

	 	 ・場	 所：リビエラリゾート逗子マリーナ	 アクア(仮)	 

＊	 艇長会議への出席は原則代表者（各チーム１名）のみとさせて頂

きます。	 

＊	 艇長会議後にウェルカムパーティーを開催します。	 
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15. 賞･表彰式	 及びパーティー	 

15－1	 	 以下の該当艇を表彰する。	 

	 	 ・ファーストホーム	 

	 	 ・各クラス	 1～3位	 

	 

15－2	 	 表彰式及びパーティーは、以下の通りに開催する。	 

・日	 時：2014年 6月 29日(日)	 10:45開場11:00～13:00	 

	 	 ・場	 所：リビエラリゾート逗子マリーナ	 マリーナテラス	 

	 ・表彰式及びパーティーへの追加参加費は2,000円/人とする。(小学生

以下は無料)	 

15－3	 	 天候等でやむなくレースが中止となった場合は、エントリーフィーは返却せず、	 

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。	 

 
16. 問い合わせ	 

16－1	 	 問い合わせ・参加申込先は以下とする。	 

	 	 〒249-0008	 神奈川県逗子市小坪5-23-10	 

	 	 逗子マリーナヨットクラブ内	 

初島ダブルハンドヨットレース実行委員会	 

	 	 TEL：0467-24-4610	 

	 	 E-mail：doublehand2014@zmyc.org 
  【注】	 

・	 逗子マリーナヨットクラブに常駐のスタッフはおりません。	 

・	 お問い合わせはE-mailにてお願いいたします。	 

 
17. その他	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 艇長会議、表彰式及びパーティーに参加のため、車にて逗子マリーナにお越し

の際は、駐車カードを会場にお持ちください。無料カードをお渡しいたします。	 
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【会場案内図】 

 
第 26 回	 初島ダブルハンドヨットレース 2014	 実行委員会	 

 

表彰式6 月29 日（日）開場10：45～ 

艇長会議 6 月21 日（土）受付17：00～ 

ｳｪﾙｶﾑﾊﾟー ﾃｨｰ 6 月21 日（土）開場19：00～ 

安全講習会6 月21 日（土）受付14：30～ 

 


