第31回三浦-伊東ヨットレース公示

２０１３年 第3１回 三浦-伊東ヨットレース
公示

主催・運営

： 諸磯ヨットオーナーズクラブ

共同主催

： NPO油壺湾特別泊地協会
： 油壷ヨットクラブ
： 伊東市ヨット協会
： 公益財団法人 日本セーリング連盟加盟団体外洋三崎

後援

： 三浦市
： 伊東市
： 伊東観光協会
： 伊東商工会議所
： 伊東マリンタウン株式会社
： 伊東市体育協会

協力・協賛

： 三崎マリン株式会社
： 油壺ボートサービス株式会社
： 有限会社山下ボートサービス
： 伊豆高原ビール株式会社
： 遊覧船『ゆーみんパイレーツ』
： 遊覧船『はるひら丸』
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1.

日程
201３年6月１日（土）
予告信号
： 09：25
スタート
： 09：30
タイム・リミット
： 17：00
(全艇のタイムリミット、ＲＲＳ ３５の変更）

２．

コースおよびフィニッシュ後の係留泊地
スタート
： 相模湾網代崎沖灯浮標付近
フィニッシュ
： 伊東沖または初島北側
： 初島の北側を通過すること
係留泊地
： 伊東サンライズマリーナ

３．

参加資格
以下条件をすべて満たした艇
１） 小型船舶検査機構の安全検査に合格していること。
２） レース期間中有効なヨット、モーターボート保険に加入している艇。
３) 伊東マリンタウン㈱向け確認書（別紙④）を提出すること。
４） オープンクラス
本レース委員会が決定するレーティングにしたがってエントリーを認めた艇。
５） 有効な２０１３年度 ＯＲＣ，クラブ証書またはＩＲＣ証書を有する艇。
６） ２名以上の乗組員を有する艇 。

４．

参加艇の義務
レース中、および伊東サンライズマリーナ入出港の際、全乗員はライフジャケットを着用すること。
伊東マリンタウン株式会社宛の確認書をエントリー時もしくは艇長会議時までに実行委員会へ提出のこと。
確認書の署名、捺印は艇長が行うこと。
３）
JSAFの公式セールナンバーを持たない艇は、リコールナンバーを貸与する。
リコールナンバー貸与時に保証金として5.000円をお支払い戴き、レース終了後パーティー会場入口の実行委
員会へ返却戴いた際に4.000円を返却致します。
保証金のうち1.000円は、JSAFへのレース基金として取扱いたします。
１）
２）

５．

責任の所在
艇と乗員の安全の確保はオーナーの避けられない責任であり、オーナーは所有艇が十分艤装され、かつ必要な耐
航性を保ち、荒天の海にも適した経験豊かなクルーを乗り込ませるように全力を尽くさなければならない。
オーナーは船体、スパー、リギン、セール及び全ての備品を確実に整備し、又特別規定備品が適正に維持格納さ
れ、それらの使用法と置き場所を全ての乗員に熟知させておかなければならない。
各レースにおいて主催、主管、運営、協力に関する団体等は、レースの前後、期間中に生じた物理的損害または
身体障害若しくは死亡によるいかなる責任も負わない。
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艇の決定の責任は、その艇にのみある。

６．

クラス
1) オープンクラス
2) IRC クラス
3) ORC クラス
注１） ：有効なレーティングを（ＩＲＣ，ＯＲＣ）所有艇は、オープンクラスへのエントリーは不可とする。
注２） ：各クラス５艇未満の場合は、オープンクラスに編入することとする。
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７． 適用規則
1) 国際セーリング規則20１３-20１６（RRS）に定義された規則を適用する。
7-2-1 ＯＲＣ Rating Systems ２０１３、 但し RRS ８７に基づき、2/13付けのＯＲＣAN通達（２０１３年
ＯＲＣレースにおけるクルー重量に関する取扱いについて）により、ＯＲＣ Ｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍｓ
２０１３の２００は適用しない、したがって体重の制限はない。
7-3
IRC規則 ２０１３ PartA.B及びCを適用する、但しＲＲＳ８７に基づき、ＩＲＣ規則２０１３の
22.4.2は適用しない、したがって体重の制限はない。
Ｎｏｔｉｃｅ of ＲａｃｅとＳａｉｌｉｎｇ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓに矛盾が生じた場合はＳａｉｌｉｎｇ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓを優先する
7-4
８． クラス旗
1) オープンクラス
２） ＩＲＣ クラス
３） ＯＲＣ クラス
９.

： 赤
： 黄
： 青

リボン
リボン
リボン

参加費
１艇
：￥ 20.000
1) 出艇料
１名
：￥ 5.000
（中学生以下は無料）
2) パーティー費
参加申し込み締め切り後のレイトエントリー艇の出艇料は ￥30.000
3) 振込先
振込先
口座番号
口座名義 ：

： 多摩信用金庫 村山支店
： 普通 １１０８９９５
： カワクボ シロウ

振込の際は氏名の前に必ず艇名を記入すること
参加申込書等の送付の前に振込のこと
１０.

参加申し込み
ＦＡＸもしくはＥ－ｍａｉｌ（ＰＤＦ化して添付ファイルとする）にて以下を送付のこと。
送付先 ： 三浦-伊東ヨットレース実行委員会 事務局
FAX
： ０４２－５６２－６２８９
E-Mail
k-shiro@tbz.t-com.ne.jp
参加艇は以下の書類を定められた方法にて提出すること。
1) レース参加申込書 別紙①
2) 出艇申告書
別紙②
3)
レーティング証書のコピー （ＩＲＣ，ＯＲＣ）
a) オープンクラス 別紙③
4) レース期間中以下の付保範囲を持つ有効な保険（ヨット、モーターボート保険）を有している艇
（申し込み時に堤出なき艇に対し出艇を拒否する）
4-1 賠償責任保険
4-2 搭乗者損害保険
4-3 捜索救助費用保険
5) 確認書 別紙④
6) 参加費振込明細のコピー

★ エントリー開始

5月 1日（水）

★ エントリー締切

5月25日（土） 17：00までに必着

・
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★ レイトエントリー締切

5月26日（日） 17：00までに必着

・

参加者が出艇料およびパーティー費を振り込み後、参加者が自己の都合で参加中止した場合には、出艇料お
よびパーティー費の返済はしない。実行委員会の判断によりレースが中止となった場合には、それまでに掛った
費用を差し引いた額を参加者に返済する。

・

帆走指示書は、5月15日（水）までに公式ホームページに掲載する。

★

公式ホームページ

http://miura-ito.com/

１１． 艇長会議
日時
会場
・

： 6月１日（土）07：00受付開始 07：20艇長会議開始
： 三崎マリン株式会社（油壺ヨットハーバー）2F
神奈川県三浦市三崎町小網代１００３－６
遠来等の理由で艇長会議に出席できない艇には、パーティー券、クラス旗等配布物はレース当日本部艇より
海上にて手渡しとする。

１２.

パーティー・表彰式
日時 ： 6月１日（土）18：00受付開始 18：30開始
（予め艇毎のテーブルを決めさせて頂きます）
会場 ： 伊豆高原ビール（伊東マリンタウン内）

１３.

賞
オープンクラス
ＩＲＣ
クラス
ＯＲＣ クラス

： ファーストホーム，総合優勝，各グループ1位・2位・3位
： ファーストホーム，総合優勝，各グループ1位・2位・3位
： ファーストホーム，総合優勝，各グループ1位・2位・3位

１４.

レース実行委員会問い合わせ先
各お問い合わせは ＦＡＸ及びＥ-Ｍａｉｌのみとさせていただきます。
三浦-伊東ヨットレース実行委員会 事務局 川久保 史朗
E-Mail：k-shiro@tbz.t-com.ne.jp

１５.

宿泊先のご案内
宿泊を希望される方は、下記宛に直接お問い合わせ下さい。
伊東温泉旅館ホテル協同組合
ＴＥＬ：０５５７－３７－２０１１
ＵＲＬ：http://www.ito.or.jp
はるひら丸 ＴＥＬ：０５５７－３７－４２５０

１６.

大会主要役員
大会会長
大会実行委員長
レース委員長
パーティー委員長
会計
事務局

小平 忠昭
川久保 史朗
飯沼 由美
塚原 利夫
松崎 健
川久保 史朗
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