第１７回
相模湾 ヨットフェスティバルレース 2014
17th Ｓ Ｙ Ｆ 2014
（2014 年 8 月 31 日 日曜日）

レース公示

主 催：（公財）日本セーリング連盟 外洋三崎
運 営：相模湾ヨットフェスティバルレース 2014 実行委員会

１． はじめに
相模湾ヨットフェスティバルレース（SYF）はその前身を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、その後現在の名称に改め、今年で早
くも 17 回目を迎えることになりました。
開催趣旨は「海とヨットが大好きなヨット乗りが１年に１回同じ海面に集まって、行く夏の１日を楽し
く帆走ろう！」。 29 年間、このテーマは変わりません。
今年も皆様が夏最後の１日を楽しめるヨットフェスティバルを企画しました。
表彰式・パーティーでは外洋三崎オリジナルメニューの数々をお楽しみいただき、最後は昨年と
同じく世界遺産「ロックアイランド」と「サウザンラグーン」を訪ねるパラオ旅行券等が当たる抽選
会などレース後のひと時を楽しく盛り上げる予定です。
なお、今大会は外洋三崎の試みとして、従来の JSAF 登録艇のみの資格条件を広げ、「近い将
来、JSAF 外洋艇登録を考えている」艇も参加ＯＫとしました。この機会にぜひ JSAF 外洋団体へ
の入会・艇登録をご検討いただきたくお願いします。
どうぞ皆様奮ってご参加ください。

２． 適用規則
２－１ ORC Rating Systems 2014＆International Measurement System 2014
・ 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、
従って、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。
・ ＯＲＣ Ｒｕｌｅ 201．2 を変更し、搭載する飲料物・燃料の量を制限しない。
２－２ IRC ルール 2014
・ Part A,B および C を適用する。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。
２－３ セーリング競技規則 2013－2016（ＲＲＳ2013-2016）
２－４ 本レース公示および帆走指示書
２－５ JSAF 外洋特別規定 カテゴリ-5 （推奨）

３． 参加資格
３－１ 2014 年度 JSAF 登録艇、および近い将来 JSAF 外洋艇登録を志している艇
３－２ ORC-C 部門 ： 2014 年 ORC-C 証書を有する全長 6.5m 以上の艇
３－３ IRC 部門

： 2014 年 IRC 証書(Normal/Endorsed)を有する全長 6.5m 以上の艇

３－４ J-24 部門

： J-24 艇

３－５ オープン部門 ： ORC-C、ＩＲＣのいずれのレーティングも有しない全長 6.5ｍ以上の船。
（本レース委員会が決定するレーティングを別途付与する）
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３－６ 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、当該レース日を担保
する有効なヨット保険証券（賠償、捜索救助、搭乗者傷害人数分を含む）を有する艇。
３－７ 有効なレーティング証書（ＩＲＣ，ＯＲＣ‐Ｃ）を有する艇は、オープンクラスへのエントリーは
不可とする。
３－８ Ｊ－２４艇でＯＲＣ－Ｃ、ＩＲＣの有効なレーテンィング証書を有している艇は当該部門の
ダブルエントリーを可とする。

４．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。

５．ライフジャケットの着用義務
スタート準備信号時から自艇のフィニッシュ時まで各自ライフジャケットの着用を義務付ける。

６．責任の所在
６－１ 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。
６－２ 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。
６－３ 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。
６－４ 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。
６－５ 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」を参照。
６－６ 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。
６－７ 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。

７． エントリー受付期間
２０１４年 ７月２８日（月）～２０１４年 ８月２２日（金） １８：００まで。

８． 艇長会議 （出席義務付け）⇒新会場
２０１４年 ８月２７日（水）

１８：３０ 受付開始
１９：００ 会議開始
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【会場】 （昨年までの会場を変更しているので、ご注意ください）
・貸会議室プラザ 八重洲北口（東京駅八重洲口から徒歩 3 分）
中央区八重洲 1-7-4 矢満登ビル 5 階－3 号室
http://standard.navitime.biz/renoir/Spot.act?dnvSpt=S0107.89
※1 階 「Cafe ルノアール」 ニュー八重洲北口店 TEL：03-3274-7788
【艇長会議に持参する書類】
・ＳＹＦ２０１４出艇申告書（別紙②）
【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、その他を配布する。
・ 艇長会議に欠席した艇はレースへの参加を認めないので、必ず１艇１名の出席を
義務付ける。

９． レース日と予告信号の予定時刻
◆ ＯＲＣ－Ｃ部門／ＩＲＣ部門/ Ｊ－２４部門 ： ２０１４年 ８月３１日（日） ０９：５５
◆ オープン部門

：

同 上

１０：０５

１０． レースの中止
悪天候などやむを得ない事情により事前にレースを中止する場合は、レース前日の１８：００迄
にレース委員会が判断する。その通知は公式掲示板および外洋三崎ホームページに告知す
る。悪天候予想の際は外洋三崎ホームページにて開催の有無を確認することを推奨する。
なお、レース中止の場合でもパーティーは予定通り開催する。

１１． 各部門のクラス分け
詳細は艇長会議にて発表する。
１１－１ ORC-C 部門

： 参加艇数に応じ、クラス分けを行なう。

１１－２ 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。

１１－３ Ｊ－２４部門

： １クラスとする。

１１－４ オープン部門

： 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。
なお、付与するレーティング の数値は艇長会議にて発表する。

１２． レースコース
スタート、フィニッシュとも小網代沖以北の海面を使用する約１５マイル程度のコースを
設定する。詳細は帆走指示書に記載する。

１３． 表彰（予定）
詳細は艇長会議にて発表する。
・ 三浦市長杯、三浦海業公社社長杯、三崎マリン杯、外洋三崎会長杯ほか
・ 各部門の総合優勝
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・ 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

１４． エントリー費＆パーティー費
・ エントリー費 ： ２０１４年 JSAF 登録艇 ２０,０００円。 未登録艇 ３０,０００円 。
（記念オリジナル T シャツ２枚と２名分のパーティー費を含む）
・ パーティー費（着席スタイル） ： 前売り１，０００円/1 名、会場売り１，５００円/１名
（中学生以下無料）

◆ 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。
あらかじめご承知ください。

１５． 参加申し込み手続き
(1) ＦＡＸ／メールにて送付する書類： ２０１４年８月２２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オープン部門レーティング付与申込書（別紙③）
③（有効なレーティング所有艇のみ）2014 年レーティング証書のコピー
（ⅰ） ORC-C の有効な証書
（ⅱ） ＩＲＣの有効な証書
④有効な船検証書のコピー
⑤有効なヨット保険証券のコピー
注意：出艇申告書（別紙②）は艇長会議に持参のこと。
(2) ＦＡＸ送付先
すべての書類はＡ４サイズに統一して、下記番号にＦＡＸ。

ＦＡＸ送付先 ： ０５０－３７３７－２９１９
(3) メール送付先
必要な書類をＰＤＦに変換またはワード/エクセルに記載の上、下記アドレスにメール。

メール先 ： syf2014@misaki-ocean.jp
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１６． 表彰式およびパーティー (着席スタイル)
日 時

： ２０１４年 ８月３１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
（三浦市三崎港）

http://www.umigyo.co.jp/access.html

アトラクション ： パラオ旅行券（1 組 2 名）が当たるお楽しみ抽選会をはじめ先着来場賞
女性限定プレゼントなど、ご協賛各社ご提供の豪華グッズを用意。
注意： パーティー券は忘れずに各自 1 枚必ず持参のこと。
レース中止の場合においてもパーティーは開催する。

１７． 問い合わせ先
Ｅ－ＭＡＩＬのみで対応とし、周知事項は下記 HP に掲載。
・Ｅ－ＭＡＩＬアドレス

： syf2014@misaki-ocean.jp

・外洋三崎ホームページ

： http://www.jsaf.or.jp/misaki/

１８．大会名誉役員
名誉会長

石原 慎太郎

名誉実行委員長

中澤 信夫

（公益財団法人 日本セーリング連盟 理事）

名誉レース委員長 山崎 達光

（公益財団法人 日本セーリング連盟 名誉会長）

名誉役員

木村 謙蔵

（神奈川県会議員）

吉田 英男

（三浦市長）

四宮 利雄

（株式会社 三浦海業公社 代表取締役社長）

相澤

（三崎マリン株式会社 代表取締役専務）

正

１９． 実行委員会 役員
大会会長

川久保 史朗

副会長

市原 恭夫

実行委員長

浅野 英武

副委員長

レース委員長
副委員長

和久井 喜治郎
二松 工

（財務・会計）

近藤 等

(パーティー)

中里 英一

（事務局・広報・渉外・NRO）

山田 茂雄
古川 肇
初鹿野 詔一

プロテスト委員長

本田 英二

レーティング委員長

山下 博史

成績委員長

山下 博史

総務委員長

本田 英二
以上
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