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１． 責任の所在 

艇と乗組員の安全の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な状態

で十分な対航性を保ち、荒天の海においても対抗できる経験豊かなクルーを乗り込ませるよう万全

を尽くさねばならない。さらに、オーナーは船体、スパー、リギン、セールおよび他のすべての備品を

確実に整備し、また特別規定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す

べてのクルーに熟知させておかなければならない。 また、レース艇がスタートするか否か、あるいは

レースを続行するか否かはすべて各艇の責任のみで決定される。本レースのレース委員会および

実行委員会はレースの公平な成立のみに責任を担う。また、レースコースにおいて、主催、運営、協

力に関する団体等はレース参加艇の乗員および安全について、何ら責任を負うものではない。 

オーナーおよび艇長は上記基本規定を遵守し、且、乗組員各人に周知徹底の上、自己の責任を承

知させること。 

 

２． 主催 

  財団法人 日本セーリング連盟（JSAF）加盟団体 外洋三崎 

 

３． 運営 

  外洋三崎インショアレガッタ２００９ 実行委員会 

 

４． 協賛 

  三崎マリン株式会社      ： http://homepage2.nifty.com/misaki-marine/ 

  油壷ボートサービス株式会社  ： http://www.aburatsubo.com/profile.htm 

  京急油壷マリーナ       ： http://www.aburatsubo-kqmarina.com/ 

  有限会社 山下ボートサービス  ： e-mail ： ybsnet@jcom.home.ne.jp 

 

５． 日程 

  ７月 ９日（木） ：  １８：００～１８：５５  艇長会議受付（出艇申告も受付ける、１８項参照） 

          １９：００～２０：００  艇長会議 （１９参照） 

  ７月１１日（土） ：  ０６：３０～０７：３０  出艇申告 （乗員登録・変更） 

        ：  ０９：２５      最初のレース予告信号（最初の部門のクラス） 

                  レース終了後、引き続き次のレースを行なう。 

                  但し、１６：００を越えて、スタートは行わない。 

  ７月１２日（日） ：  ０６：３０～０７：３０  出艇申告 （乗員登録・変更） 

        ：  ０９：２５      最初のレース予告信号（最初の部門のクラス） 

                  レース終了後、引き続き次のレースを行なう。 

                  但し、１４：００を越えて、スタートは行わない。 

        ：  １９：００～２０：３０  表彰式 ／ 油壺会館（AOra） 

  注  ： レース本部にて、以下のサービスを提供する。 

     ７月１１日（土） ：１８：００～２１：００  暫定成績、飲み物（一部有料）、スナック等。 

     ７月１２日（日） ：１６：００～１７：００  暫定成績、飲み物（一部有料）、スナック等。 
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６． 適用規則 

  6-1 外洋三崎インショアレガッタ２００９ レース公示 

  6-2 外洋三崎インショアレガッタ２００９ 帆走指示書 

  6-3 JSAF 外洋特別規定 2009-2010 カテゴリー５以上 

  6-4 セーリング競技規則 2009-2012（RRS） 

  6-5 ORC Rating Systems 2009 （ORC Rule） 

    6-5-1 ORC Rule 201.2 を変更する。 

       レース中の１日当たり、かつ１人当たりの飲料物の量を適用しない。 

    6-5-2 ORC Rule 206.1 を変更する。 

       本レガッタは、艇に搭載するセール枚数の規定を適用しない。 

  6-6 IRC 2009 ルール 

    6-6-1 Part １、２、３、を適用する。 

    6-6-2 IRC Rule 26.1.5(d)を変更する。 

       本レガッタは、艇に搭載するセール枚数の規定を適用しない。 

    6-6-3 IRC Rule 27.4.1 に以下を追加し、27.4.2 および 27.4.3 を適用しない。 

       最大クルー重量として、乗艇する乗員の最大合計重量は証書記載の乗員数×８０ｋｇ 

       を超えてはならない。 

 

７． 広告表示 

  7-1 本レガッタは、ＪＳＡＦ規定６．２に従い、広告のステータス適用を以前のＣとする。 

  7-2 レース艇は、主催者より広告の表示を要請された場合は、本レガッタ期間中、所定の場所に  

    広告を表示すること 

 

８． 参加資格 

  8-1 有効な ORC クラブ証書を有し、GPH：６７０以下の艇。 

  8-2 有効な IRC 証書を有し、TCC：０．９００以上の艇。 

  8-3 JSAF 外洋特別規定２００９ カテゴリー５以上の有効な宣誓書を提出済みの艇。 

  8-4 有効な船舶検査証を有する艇。 

  8-5 レース期間中以下の付保範囲を持つ有効な保険を有している艇。 

    8-5-1 賠償責任保険 

    8-5-2 搭乗者障害保険（全乗員分） 

    8-5-3 捜索救助費用保険 

  8-6 乗員資格 

    8-6-1 乗員は、ＪＳＡＦ会員であること。 

    8-6-2 オーナーと艇長は 2009 年度 JSAF 外洋系会員であること。 

    8-6-3 乗員の 51%以上は 2009 年度 JSAF 外洋系会員であること。 

    8-6-4 海外からの参加者については、その国の協会（ナショナルオーソリティー）に加盟して 

       いること。 
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  8-7 乗員の登録 

    クルー登録は所定の用紙に、必要事項の記入およびに、JSAF 外洋系会員は JSAF 外洋系 

    会員証、JSAF 加盟団体会員は加盟団体会員証のコピーを添付すること。 

    尚、複数の艇に、重複登録は認めない。 

 

９． 帆走指示書 

  帆走指示書は、６月中旬に、ＪＳＡＦ外洋三崎ホームページ（２２参照）に掲載する。 

  尚、参加申込艇には、参加申込書受領後、帆走指示書を連絡責任者にメールする。 

 

１０． レースの成立 

  本レガッタは、インショア・レースを、７レース（風上～風下コース）で構成し、２レースの完了をもって 

  成立とする。 

 

１１． 部門およびにクラス 

  部門は、ＯＲＣ部門およびに、ＩＲＣ部門とし、各部門ともレース参加艇数が多い場合には、レース委 

  員会の判断により、必要に応じてクラス分けを行なう場合がある。但し、１クラスは５艇以上とする。 

 

１２． レース海域とコース 

  12-1 レース海域は、相模湾 佐島沖から長者ヶ崎沖 付近とする。 

  12-2 コースは、風上～風下コースとする。 （添付資料参照） 

  12-3 クラス分けした場合は、クラスにより、４～６レグにする場合がある。艇長会議で、分割等詳細を 

    発表する。尚、クラス分けしない場合にはレグ数は同一とする。 

 

１３． 得点 

  14-1 次の方式から修正順位を算出する。 

    ORC クラス  ： SCORING OPTIONS INSHORE によるタイム オン タイム 

    IRC クラス   ： TCC によるタイム オン タイム 

  14-2 ＲＲＳ付則Ａの「低得点方式」を適用し、本レガッタの得点は全レースの合計得点とする。 

 

１４． インスペクション 

  レースの公平さを保持するため、またオーナー、艇長の避けられない責任を喚起するため原則行う 

  こととし、フィニッシュ時においてレース委員会の判断により、フィニッシュした全艇又は任意に選択し 

  た艇に対して行なう場合がある。 

 

１５． 支援艇 

  サポート・ボートの使用については、レース委員会に事前に申請して同委員会の許可を取得し、 

  且つ、その指示に従うこと。申請書は自由フォームとする。 
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１８． 無線通信 

  レース中の艇は、遭難・緊急・安全の各通信ならびに帆走指示書に定める通信を除き、無線送受信 

  機（無線電話・携帯電話を含む）を送信または受信に使用してはならない。 

  但し、全レース艇が同じように受信できる情報（天気予報・海象気象に関する情報等）は、その限りで 

  はない。 

 

１６． 賞（予定） 

  16-1 ＯＲＣ部門    ： １位 ： 外洋三崎会長杯、２位、３位 （各クラス） 

  16-2 ＩＲＣ部門    ： １位 ： 外洋三崎会長杯、２位、３位 （各クラス） 

 

１７． 参加申込手続 

  17-1 所定のレース参加申込書に必要事項を記入の上、レース参加料の「銀行振込金受領書」を 

    貼付し､「外洋三崎インショアレガッタ ２００９」実行委員会宛に、ＦＡＸで申し込むこと。 

     FＡＸ番号 ： ０３－３３１２－０３７７ （２３：００～０６：００は不可） 

  17-2 申込締切日 ： ２００９年 ６月３０日（火） １７：００迄 

  17-3 レース参加料  エントリー料 ： LOA３５ft 以上 ： ４０，０００円／艇 

                 LOA３５ft 未満 ： ３５，０００円／艇 

           乗員参加料 ： 外洋系会員  ：  １，０００円／人 

                 非外洋系会員 ：  ５，０００円／人 

  17-4 レ-ス参加料振込先   銀行名   ： みずほ銀行 井町支店 

              口座名義  ： ＪＳＡＦ外洋三崎支部レース口（くち） 

              口座番号  ： １７５２５８７ 

              種別    ： 普通 

              注 ： 振込は、セール番号、艇名、氏名を記載すること。 

 

１８． 提出書類 

  18-1 提出書類は、全てＡ４サイズに統一し、外洋三崎インショアレガッタ ２００９実行委員会に、FAX 

    もしくはメールすること。 

  18-2 提出期限 

    ① レース参加申込書          ： ６月３０日 ※１ 

    ② レーティング証書のコピー        ： ６月３０日 ※２ 

    ③ JSAF 外洋特別規定（SR） 宣誓書のコピー ： ６月３０日 

    ④ 保険証券のコピー           ： ６月３０日 

    ⑤ 出艇申告書（乗員リスト）        ： ７月 ９日 ※３ 

    ⑥ JSAF メンバー登録証のコピー      ： ７月 ９日 ※４ 

    注  ※１ ： レース参加料と乗員参加料の銀行振込受領書のコピーを貼付すること。 

      ※２ ： レース参加申し込み時点（６月３０日）の有効なレーティング証書を提出すること。 

      ※３ ： 乗員登録の変更は、追加のみとする。 

         乗員の追加登録は、⑤出艇申告書（乗員リスト）に追記し、且つ、上記、17-3 乗員 

         参加料を添えて、各レース日の出艇申告の際にレース本部に提出すること。 
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         尚、事前にメールまたは FAX により行うことができる。その場合、乗員参加料の 

         支払いは１７．参加申込手続に準ずる。 

      ※４ ： 海外からの参加者については、その国の協会（ナショナルオーソリティー）に加盟 

         していること証明する、会員証（コピー）もしくは会員（登録）番号をJSAFメンバー 

         登録証台紙に記載し、提出すること。 

 

  18-3 申請用紙 

    上記、①レース参加申込書、⑤出艇申告書（乗員リスト）、⑥JSAF メンバー登録証台紙、の 

    各用紙は、５月３１日（日）までに、JSAF 外洋三崎ホームページ（22-4 参照）に掲載する。 

 

１９． 艇長会議 

  19-1 日 時  ： ２００９年 ７月 ９日（木）  受付   ： １８：００～１８：５５ 

                    艇長会議 ： １９：００～２０：００ 

  19-2 場 所  ： 「きゅりあん」４階会議室 

         東京都品川区東大井５－１８－１ （JR 大井町駅前） 

         電話 ： ０３－５４７９－４１００ 

         URL ： http://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/ 

 

２０． 著作権について 

  レースの参加者は、レガッタ中の自艇、乗員、名称等が公表されること、およびに、その著作権は、 

  ＪＳＡＦ加盟団体 外洋三崎に帰属することに同意し、且つ、これに対する対価の請求はできない。 

 

２１． レース公示と帆走指示書に関する質問および回答 

  外洋三崎インショアレガッタ２００９実行委員会宛に、質問事項を簡潔な箇条書きとして、７月 ６日 

  （月）１５：００までにメールのみで受け付ける。 

    メールアドレス ： misaki-inshore@jsaf.or.jp 

  質問の回答は、７月９日の艇長会議に、行う。尚、質問事項は可能な限り、FAQ として、外洋三崎 

  HP に掲載する。但し、掲載に関する救済請求は受け付けない。 

 

２２． レース本部 

  22-1 期 間   ： ７月１０日（土）  ０６：３０ ～ ２１：００ 

          ７月１１日（日）  ０６：３０ ～ ２０：３０ 

  22-2 所在地   ： 名称 ： 油壷会館 「ＡＯra（アオラ）」 

          住所 ： 三浦市三崎町小網代 

  22-3 公式掲示板 ： 油壷会館 「ＡＯra（アオラ）」 

  22-4 連絡先   ： メールアドレス      ： misaki-inshore@jsaf.or.jp 

          電 話         ： ０９０－２２１７－１６４６ 

          FAX          ： ０９０－２６５８－３０４１ 

            注：７月１０日（土）  ２１：００ ～ ７月１１日（日） ０６：３０まで受信可。 

          外洋三崎ホームページ URL ： http://www.jsaf.or.jp/misaki/ 
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２３． 外洋三崎インショアレガッタ ２００９ 実行委員会 （予定） 

   大会会長            ： 川久保 史朗 

   実行委員長           ： 近藤 等 

   実行副委員長 （広報・表彰式等）   ： 中里 英一 

   レース委員長          ： 末木 創造 

   レース副委員長         ： 市原 恭夫 

   プロテスト委員長         ： 別途ご案内 

   計測・成績委員長         ： 山下 博史 

   安全・インスペクション委員長    ： 高橋 正美 

   財務・総務委員長・事務局     ： 関 恭一郎 
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添付資料 – １  

コース図 （ 風上 ～ 風下コース） 

 

クラス分けした場合は、クラスにより、４～６レグにする場合があります。 
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