
第 11 回静岡県知事杯石廊崎レース

Notice of Race

【レース公示】

1. 適用規則
　　1-1. セーリング競技規則 2013-2016 （以下 RRS） に定義された規則。
　　1-2. セーリング装備規則 （以下 ERS）。
　　1-3. IRC クラスには、 IRC 規則 2016 および日本セーリング連盟 IRC 規程。
　　　　　ａ） X-35 ワンデザイン証書保有艇には X-35 クラスルール A.6.2 を適用し、 クラス規則の範囲内において X-35
                ワンデザインクラスルールが解除される。
　　1-4. ORC クラスには、 ORC Rating Systems 2016 および International Measurement System 2016。
　　　　　ａ） X-35 ワンデザイン証書保有艇には X-35 クラスルール A.6.2 を適用し、 クラス規則の範囲内において X-35
                ワンデザインクラスルールが解除される。
　　1-5. JSAF 外洋特別規定 2016-2017。

2. 広告
　　2-1. ISAF 広告規定 20 に従った広告の表示は認める。
　　2-2. 主催者より指定された広告を表示するよう要求された場合は指示に従うこと。

3. クラス
　　3-1. クラス分けは次の通りとする。
　　　　　ａ） IRC クラス ： IRC レーティングにより成績を算出するクラス。
　　　　　ｂ） ORC クラス ： ORC-Club レーティングにより成績を算出するクラス。
　　3-2. 各クラスの成立条件は参加申込数 5 艇以上とする。
　　3-3. 参加艇数が多い場合は各クラス内でグループ分けする場合がある。

4. 参加資格
　　4-1. 全艇
　　　　　ａ） 艇長は公益財団法人日本セーリング連盟 （JSAF） にメンバー登録されていること。
　　　　　ｂ） 艇長を含む乗員数は 4 名以上とし、 かつ全員が乗員登録されていること。
　　　　　ｃ） 有効なヨット保険 （賠償責任、 搭乗者傷害、 捜索救助費用を含む） に加入している艇。
　　　　　ｄ） JSAF 外洋特別規定 2016-2017 モノハル ・ カテゴリー 4 の規定を満たしている艇。
　　　　　ｅ） レース中の艇とレース本部の通信手段は電話とし、 防水対策が施された電話 （携帯電話 ・ 船舶電話など）
　　　　　　　 2 台を艇に搭載すること。
　　4-2. 各クラス
　　　　　ａ） IRC クラスは、 有効な IRC レーティング証書を有する艇。 ENDORSED 証書の保有は要求しない。
　　　　　ｂ） ORC クラスは、 有効な ORC-Club レーティング証書を有する艇。

5. 参加申込手続
　　5-1. 所定の参加申込書に必要事項を記入し、 レース事務局に提出すること。 （ファックス送信でも可）
　　　　　【提出先】   〒238-0225 神奈川県三浦市三崎町小網代 1286
 　　　　　　　　　　　　株式会社リビエラリゾート　シーボニアマリーナ
 　　　　　　　　　　　　Trans-Sagami Yacht Race 事務局　FAX:046-881-6120
　　　　　【申込期限】 　 2016 年 7 月 24 日 （日） 17:00
　　5-2. 申込期限以降も以下遅延申込の期限まで所定の追加料金をもって参加申込を受け付ける。
　　　　　【遅延の申込期限】 2016 年 7 月 31 日 （日） 12:00
　　5-3. 参加申込済みの艇で、 参加クラスの変更は 2015 年 7 月 26 日 （日） 12:00 まで可とする。
　　5-4. 参加申込後に、 次の書類を期限までにレース事務局に提出すること （ファックス送信でも可）。
　　　　　【提出先】 　 参加申込提出先と同じ
　　　　　【提出期限】　　       2016 年 7 月 31 日 （日） 12:00
　　　　　ａ） 参加料の銀行振込手続き証明のコピー
　　　　　ｂ） 保険証書のコピー
　　　　　ｃ） レーティング証書のコピー
　　　　　ｄ） JSAF 外洋特別規定申告書＜標準タイプ A＞モノハル ・ カテゴリー 4

6. 参加料金
　　6-1. 艇参加料金 ： 20,000 円 /1 艇。 遅延申込みの場合 ： 25,000 円 /1 艇。
　         Trans-Sagami Yacht Race 2014 へ申込の艇は本レースへの艇参加料金も含まれているため不要。
　　6-2. 乗員参加料金 ：
　　　　　ａ） 艇参加料金には、 石廊崎レース表彰式 4 名分の乗員参加料金が含まれる。
　　　　　ｂ） 前夜祭追加参加料金 ： 5 名目からの参加費用は 1,000 円 /1 名とする。



　　6-3. 参加料金は、 艇参加料金に加え表彰式の乗員追加参加料金を加算して銀行経由送金すること。
　　　　　【振込先】 りそな銀行横須賀支店　普通　2138995　株式会社リビエラリゾート
　　　　　　　　　　　 振込依頼人の欄は 「氏名＋セール番号＋艇名」 を記入すること。
　　　　　　　　　　　 別途領収書が必要な方には艇長会議の際に発行する。
　　6-4. 納入された参加料金は返金しない。

7. 日程
　　2016 年 8 月 5 日 （金） 17:00〜19:00 【出艇申告 1】
                8 月 6 日 （土） 07:30〜07:50 安全祈願祭
    07:50〜08:00 【第 11 回静岡県知事杯石廊崎レース ・ 艇長会議】
    09:55  【予告信号予定時刻】
                18:00  【第 11 回静岡県知事杯石廊崎レース表彰式】
      （兼 Trans-Sagami Yacht Race 2016 前夜祭）
8. インスペクション
　 大会期間中は、 レース委員会の判断により陸上、 海上にて任意にインスペクションを行う場合がある。

9. 帆走指示書
    帆走指示書ならびに乗員登録リスト、 出艇申告書の各記入用紙は 7 月 28 日 （木） までに次のホームページに掲載する。
　　http://www.riviera-r.jp/cup/2016/transsagami16.html

10. 開催地
     静岡県下田市

11. レースコース
     下田港沖スタート→横根→石廊崎沖ブイ→下田沖フィニッシュ。

12. 成績算出の計算方式
　　12-1. IRC クラス ： TCC による Time on Time 方式
　　12-2. ORC クラス ： TMF （OFFSHORE シングルナンバー） による Time on Time 方式

13. 賞
　　　ａ） ファーストホーム賞
　　　ｂ） 各クラス１位〜3 位
　　　ｃ） 前記以外にも表彰を行う場合がある。

14. 責任の所在
　　 レース参加者は、 自己の責任においてレースに参加するものとする。 （RRS 基本規則 4 参照）。 またレース参加者は、
　　 大会の前後ならびに期間中に生じた人身事故 （死亡 ・ 傷害 ・ 行方不明等） および物的事故 （沈没 ・ 盗難 ・ 損傷等）
　　 について、 その責任を全て負うものとし、 主催 ・ 後援 ・ 協賛 ・ 協力等の諸団体は如何なる責任も負わない。

15. 出艇申告 ・ 艇長会議 ・ 表彰式
　　15-1. 出艇申告
　　　　　　次の書類ａ）、ｂ） を指定の期間内に提出し、 配布物を受け取ること。 併せてレースに関する質問も受け付ける。
　　　　　　ａ） 出艇申告書
　　　　　　ｂ） 乗員登録リスト
　　　　　　【提出先】 下田レース本部 ・ 公式掲示板前 （詳細の設置場所は別途案内）
　　　　　　【提出期間】 8 月 5 日 （金） 17:00〜19:00
　　15-2. 艇長会議
             艇長会議には艇長または艇長の代理人が出席すること。
            日時 ： 8 月 6 日 （土） 07:50 ～ 08:00 
          会場 ： 下田レース本部 ・ 公式掲示板前 （詳細の設置場所は別途案内）
　　15-3. 表彰式
　　　　　 表彰式は Trans-Sagami Yacht Race 2016 前夜祭を兼ねて開催する。
            日時 ： 8 月 6 日 （土） 18:00〜20:00
　　　　　 会場 ： 伊豆漁業協同組合広場

16. 停泊地
　　16-1. 下田における停泊場所は参加申込者に別途案内する。
　　16-2. 停泊中の艇の管理責任は全て各艇にあり、 荒天を含めて、 停泊中における事故 （沈没 ・ 盗難 ・ 損傷等） に
　　　　　　ついて主催 ・ 後援 ・ 協賛 ・ 協力等の諸団体は如何なる責任も負わない。

17. 申し込み ・ 問い合わせ先
　　 株式会社リビエラリゾート　シーボニアマリーナ
　　 Trans-Sagami Yacht Race 事務局
　　 〒238-0225 神奈川県三浦市三崎町小網代 1286
　　 TEL : 046-882-1286     FAX : 046-881-6120
      e-mail ： yachtrace@riviera.co.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



                                                                                                                                             2016 年 7 月 24 日

                                                                              通告 -01

以下の通り、 レース公示を変更する。

＜変更前＞

1-4.ａ） X-35 ワンデザイン証書保有艇には X-35 クラスルール A.6.2 を適用し、 クラス規則の範囲内において X-35 ワンデ

          ザインクラスルールが解除される。

＜変更後＞

1-4.ａ） X-35 ワンデザイン証書保有艇には、 国際 X-35 ワンデザインクラス国内規定を適用する。

                                                                                                                                                               以上

＊参考記載 ：

　上記変更は、 適切な表現への変更で有り実質的な内容の変更では無い。

　「国際 X-35 ワンデザインクラス国内規定」 は日本 X-35 ワンデザインクラス協会のホームページで入手可能。

   http://www.x-35.jp/pdf/x-35od_nationclass_20140131_01.pdf


