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主催主催主催主催：：：：((((財財財財))))日本日本日本日本セーリングセーリングセーリングセーリング連盟連盟連盟連盟（（（（JSAFJSAFJSAFJSAF））））加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体    外洋湘南外洋湘南外洋湘南外洋湘南    

運営運営運営運営：：：：    大島大島大島大島レースレースレースレース実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会（（（（葉山葉山葉山葉山マリーナヨットクラブマリーナヨットクラブマリーナヨットクラブマリーナヨットクラブ））））    

協力協力協力協力：：：：    株式会社株式会社株式会社株式会社    葉山葉山葉山葉山マリーマリーマリーマリーナーナーナーナー 
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序   本レースは外洋ヨットレース技術及び安全技術の向上を目指し、島廻りレースの活性化を図ると共に 

このレースに参加し、また、携わる方々の親睦を図るためのものであります。  

 

 
    

公公公公                    示示示示    
 

 

１．主 催 ：（財）日本セーリング連盟（JSAF）加盟団体 外洋湘南 

 

２．適用規則 

* セーリング規則 2013 － 2016（RRS） 

* 海上衝突予防法 

* ORC Rating Systems 2013。 但しクルー重量制限は適用しない。（本公示９⑤ に留意） 

* IRC 規則 2013（但し IRC ルール 22.4(クルーナンバーもしくはクルー重量制限)は適用しない。 

また X-35 ワンデザイン証書保有艇には、RRS８７に基づき、X-35 クラス規則 A6.2 を適用する(RRS 付則 L1.6

を参照)。 

* JSAF 外洋特別規定 2012―2013【カテゴリー３モノハル】 

* 第６３回大島レース レース公示 

* 第６３回大島レース 帆走指示書  

 

３．レースコース及び適用ハンディキャップルール 

3-1 コース  ：葉山沖 → 初島（反時計廻り） → 大島（反時計廻り） → 葉山沖 

3-2 HC ルール ：ORCC クラス パフォーマンスラインシステム(PL OFFSHORE) 

        IRC クラス Tcc によるタイム・オン・タイム 

 

４．艇の参加資格 

4-1 有効な船舶検査証を有する LOA 7.5 ｍ 以上の艇。 

4-2 JSAF 登録艇（登録更新を完了し、有効なセール番号を有する艇）。 

4-3 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。 

  * 賠償責任保険 

* 搭乗者傷害保険 

* 捜索救助費用保険 

4-4 JSAF 特別規定 2012-2013、オフショアレースカテゴリー３以上を外洋特別規定申告書に記入してレース

主催者に提出済みの艇。 

4-5 艇とレースコミッティー間の通信手段は、携帯電話を使用する故に下記の条件を満たした携帯電話 2 台

以上を搭載した艇。 

ⅰ.【バッテリー】予備バッテッリー、及び艇内の電源からバッテリーを充電できる装備を準備すること。

ⅱ.【防水対策】水密パックの使用または防水機能の施された携帯電話の使用などで防水対策が施されて  

        いること。 

4-6  有効な ORC クラブもしくは IRC 計測証書を有する艇 

 

５．乗員の参加資格  

 5-1 オーナーと艇長は 2013 年度 JSAF 外洋加盟団体会員であること。 

 5-2 乗員の 51％以上は 2013 年度 JSAF 外洋加盟団体会員であること。 

 

６．参加料 

6-1 【艇参加料】  20,000 円 

6-2 【乗員参加料】 

次の通りとする。 

JSAF 外洋加盟団体会員 ：無料 

JSAF 一般会員     ：3,000 円/人 

非 会 員     ：5,000 円/人 

但し、オーナーがレースに参加する艇には２名分の乗員参加料を免除する。 
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７．クラス分けと参加艇のクラスエントリー 

7-１ クラス分けは次の通りとする。 

* ORC クラブ 及び IRC の２クラス。 

* 各クラスは５艇以上の参加で成立する。 

* 基本的に更なるクラス分けをしないが、参加艇数によっては更にクラス分けを行う場合もある。 

7-2 参加艇は ORC、IRC 両クラスに同時にエントリーすることが出来る（ダブルエントリーを認める）。 

 

８．レース日程 

葉山沖スタート ：両クラス一斉スタートとし２０１３年５月２５日（土）１０：５５に予告信号を掲揚する。  

但し参加艇数によってはクラス毎のスタートも有りうる。 

 

タイムリミット ： ２０１３年５月２６日（日） １６：００  

    

９．参加申込方法 

    【申込書】参加艇は以下の書類を 2013 年 5 月 20 日（月）15：00までにファックス又は e メールで提出するこ

と。 

ファクス番号  045-712-4384    

e メールアドレス        oshima-rc@goo.jp    

 

① レース参加申込書。（参加料振込み証書のコピーを添付） 

② レーティング証書のコピー。 

・ IRC クラス；①のレース参加申込書に証書番号、発効日、Tcc 値を記載することでコピーの提 

      出を不要とする。  

・ ORC クラス：証書のコピーを提出のこと。 

③ JSAF 外洋特別規定申告書(カテゴリー３) 

④ヨット賠償責任保険証書のコピー。尚参加申込書①の「賠償保険の情報」欄に必要事項を記載した場合

はコピーの提出は不要。 

 

以下の書類の提出期限は 2013 年 5 月 23 日(木)15：00 迄とする 

⑤ 出艇申告書（乗員リスト表） 

オーナー又は艇長が乗員の会員証を確認し、乗員リストに署名した場合は会員証のコピーは提出不要。 

尚、ORC クラス参加艇は 2013 年 2 月 13 日付け日本 ORC 協会通達の意を汲み乗員リストに乗員の体重

を記載のこと。 

  

 【参加料の振込み】参加料は下記口座にお振込みください。尚、振込名義人はセールナンバーに続けて艇名と

してください（例；１２３４エヌオーアールシー）。 

振込み先   東京三菱東京三菱東京三菱東京三菱 UFJUFJUFJUFJ 銀行銀行銀行銀行    市ヶ谷支店市ヶ谷支店市ヶ谷支店市ヶ谷支店    （普通）０８５９７０３（普通）０８５９７０３（普通）０８５９７０３（普通）０８５９７０３        

NORCNORCNORCNORC 葉山フリート葉山フリート葉山フリート葉山フリート    代表代表代表代表    榛葉克也（ハシバカツヤ）榛葉克也（ハシバカツヤ）榛葉克也（ハシバカツヤ）榛葉克也（ハシバカツヤ） 

＊ 艇参加料及び乗員参加料は、参加申込み後の取り消し、不参加、レース不成立等の場合でも 

返金しない。 

 

１０．レイトエントリー 

エントリー〆切以降は、レイトエントリーとして２０１３年５月２２日（水）１５：００までエントリーを

受け付ける。 その場合はレイトエントリーフィーとして、艇の参加料は 30,000 とする。 

（申込み方法は 本公示 ″９.参加申込み″に従って下さい。） 

 

     

１１．帆走指示書 

第６３回大島レース帆走指示書は、以下の外洋湘南のホームページに５月１日までに掲載され、同ホームペ

ージから入手できる。  

http://www.jsaf.or.jp/shonan/  

 

１２．艇長会議 

実施しない。 
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但し、第６３回大島レースの公示及び帆走指示書について疑問・質問がある場合には、本公示 16 項に定める

方法で問い合わせすることができる。但し、回答はサービスとし、抗議の対象とはならない。 

 

１３．賞 

賞は次の通り与えられる。 

・大島レース杯は参加艇最多のクラス 1位の艇に。 

・各クラスの１位、２位の艇には順位賞を。 

・ファーストホーム賞  

・その他 主催団体の意を汲み、実行委員会が別途定める特別賞 

 

１４．表彰式 

２０１３年 ６月１日（日）横浜で開催する。開催場所、時刻等詳細は別途告知する。 

 

１５．免責 

参加艇は完全に自らのリスク（参加するか否か、スタートするか否か、レースを続行するか否か等、レース

に関係する全ての局面におけるものを含む）で本レースに参加する。   

RRS 規則４（レースをすることの決定）を参照のこと。 

そして、主催団体、及びレース運営チームは、レース艇が引き起こした大会の前後、期間中に生じた直接・

間接を含む物理的損害または身体障害に対して、いかなる責任も負わない。 

 

 

１６．問合わせ 

問い合わせ質問は、艇名・質問者氏名・日付を明記し、できるだけ箇条書きにて問い合わせすること。 

質問内容と回答は参加申込み者（連絡責任者）にメールまたは FAX にて回答する。 

質問の内容によっては外洋湘南 HP に開示する。 

メール ：oshima-rc@goo.jp         

ファクス ：０４５－７１２－４３８４ 

参考 HP URL ：http://www.jsaf.or.jp/shonan/  

 

１７．運営と協力  

運営：葉山マリーナヨットクラブ第６３回大島レース実行委員会（外洋湘南 葉山フリート） 

協力：株式会社 葉山マリーナー  

   

 

                 

 第６３回 大島レース実行委員会 


