シーボニアヨットクラブ 50 周年記念 相模湾オープンヨットレース
S.Y.C.50th Anniversary Sagamiwan Open Yacht Race
公示
http://www.sagamiwan-open.net
主催 公益財団法人 JSAF 特別加盟団体シーボニアヨットクラブ（S.Y.C.）
後援 三浦市
協力 ウッドゥンヨットクラブジャパン、小網代ヨットクラブ、JSAF 三浦外洋セーリングクラブ、
（株）リビエラ・リゾート
１．日程 2018 年７月 15 日（日曜日)
10：45 第１グループ・予告信号
15：00 タイムリミット
２．場所
大会本部：シーボニアヨットクラブ
レース海域：相模湾小網代沖～長者ヶ崎沖
3．適用規則
a) セーリング競技規則 2017-2020（ＲＲＳ）、レース公示及び帆走指示書。
b) 外洋特別規定 2018-2019 付則 B インショアレース用ならびに OSR 国内規定
c) IRC RULE 2018、ORC Rating Systems 2018&IMS2018
クルー人数・重量に関して、ORC レーティングシステム 200、ならびに IRC ルール 22.4 は採用しないが船検
証記載の定員を超えてはならない。
4．参加資格
a) 全長 19 フィート以上で十分な復元性のあるヨット。乗員資格を含めて法律上航行に支障がないもの。
ｂ) 有効なプレジャーボート保険（賠償責任、 搭乗者傷害、捜索費用）に加入している艇であること。
ｃ） シーボニアレーティング・ディビジョン（ホワイト、クラシックボート・クラスを含む)では
当レース委員会が決定するレーティングを承諾する艇。
ｄ） ORC ディビジョン・IRC ディビジョンでは、有効なレーティング証書を持つ艇
ｅ） 相模湾オープンヨットレース、レース委員会が参加を認めた艇。
5．クラス分け
参加艇を以下のディビジョンに分ける。参加艇数により、ディビジョン分けを変更することがある。
１）シーボニアレーティング・ディビジョン
＊参加艇数により更に複数のクラスに分けることもある。
１-２. ホワイトセールボート・クラスおよびクラシックボート・クラス
以下に規定する艇はホワイトセール・クラスまたはクラシックボート・クラスのどちらかにエントリー出来る。
●ホワイトセールボート・クラス
＊ハイテックセールを持たない艇はホワイトセールボート・クラスとしてエントリー出来る。いわゆるダクロ
ンセールのメインとジブセールを示し（実際の色は問わない）、スピンネーカーの素材は問わない。
●クラシックボート・クラス
次のいずれかの条件に該当し、かつ、レース委員会が承認した艇。
＊在来工法による木造艇（単にコア材が木であると言う様な船を除く）
＊船齢 29 年以上の艇。
＊ヨール、ケッチなど複数のマストを持つ艇。
＊クラシックデザインの艇、（フリッカ 20 など）
●ホワイトセールボート・クラス並びにクラシックボート・クラスは、シーボニアレーテイング・ディビジョンとし
て参加し、ホワイトセールボート・クラス並びにクラシックボート・クラスとしても表彰される。
＊クラシックボート・クラスとホワイトセールボート・クラスの両方の重複エントリーは出来ない。
＊エントリーが無い場合はシーボニアレーティング・ディビジョンのみの表彰となる。
２）IRC ディビジョン、有効な IRC のレーティング証書を所持している艇。（最低実施艇数５）
＊参加艇数により 2 クラスに分けることもある。
３）ORC ディビジョン、有効な ORC のレーティング証書を所持している艇。（最低実施艇数５）

＊参加艇数により 2 クラスに分けることもある。
４）ORC ディビジョンと IRC ディビジョンはダブルエントリーすることが出来る。エントリー費は3,000 円の追加と
する。
6．責任の所在
レース参加艇の乗員および艇体の安全若しくは事故（死亡・傷害・沈没・損傷等）については、その責任は全てレース参加
艇が負うものとし、主催者ならびに大会関係諸団体は、その責任を一切負わない。レースに参加するか、またレースを続け
るかどうかについての艇の決定の責任はその艇のみにある。（RRS.4）
7．コース（シーボニアレーティング・ディビジョンを 3 クラスにした場合を表記）帆走指示書で確認すること。
＊「ロングコース」シーボニアレーティング・A,B クラス、IRC・ORC
ディビジョン、：小網代沖スタート､長者ヶ崎沖マーク 往復約 11 マイル。
＊「ショートコース」 シーボニアレーティング・C クラス
：小網代沖スタート、佐島沖マーク 往復約 6 マイル。
8．成績の算出方法
１）シーボニアレーティング・ディビジョン（ホワイトセール・クラス クラシックボート・クラスを含む）：
レース委員会の決定するレーティングによるタイム・オン・タイムで修正結果を算出する。
２）IRC ディビジョン： TCC によるタイム・オン・タイムで修正結果を算出する。
３）ORC ディビジョン： トリプルナンバーオフショアによるタイム・オン・タイムで修正結果を算出する。
9．帆走指示書の交付
帆走指示書は公式ホームページに 7 月 10 日（火）までに掲載する。http://www.sagamiwan-open.net/
10.エントリーフィー（参加費用／１艇あたり）乗員全員のパーティー費を含みます。）
26 フィート以下：(1 名以上の JSAF 外洋系会員が乗艇する艇) 12,000 円 会員が乗艇しない艇：15,000 円
30 フィート未満：(1 名以上の JSAF 外洋系会員が乗艇する艇) 15,000 円 会員が乗艇しない艇：18,000 円
40 フィート未満：(1 名以上の JSAF 外洋系会員が乗艇する艇) 18,000 円 会員が乗艇しない艇：21,000 円
40 フィート以上：(1 名以上の JSAF 外洋系会員が乗艇する艇) 25,000 円 会員が乗艇しない艇：28,000 円
ORC ディビジョンと IRC ディビジョンにダブルエントリーする場合，参加費用は 3,000 円増額とする。
例）40 フィート未満会員乗艇する場合 18,000 + 3,000 = 21,000 円
※セールナンバーの無い艇は、リコール・ナンバーを支給するので、リコール・ナンバー費として 4,000 円を
負担すること。昨年までのリコール・ナンバーを持つ艇は、エントリー時にその番号を知らせることで、使用
することを可能とする。その場合、リコールナンバー費は不要とする。

必ず艇名でお振り込み下さい。個人名で振り込んでしまった時は連絡を入れて下さい。
三菱東京ＵＦＪ銀行 青山支店 普通口座 ４８４６４４６
エスワイシー相模湾オープンヨットレース実行委員会 財務委員長 黒岩 貴
※納付された参加費用は理由の如何を問わず返却しません。
11.エントリー（参加申込） 公式ホームページより WEB 申し込みをご利用下さい。

締め切り：７月 6 日(金)

運営の都合上なるべく早めのエントリーにご協力ください。
7 月 9 日(月) までに参加料のお振込をお願いいたします。
※レイトエントリーは、７月 12 日（木）09：00AM まで受付けますが、参加費に 10,000 円を追加してお支
払い下さい。

WEB エントリーができない等の場合はメールに申込書を添付しての申し込み・FAX 送付での申し込みもでき
ます。その場合は下記書類を提出して下さい。（手書き申込書を写真で撮った物をメール添付でも可）
1) 参加申込書
２）外洋特別規定 2018-2019 付則 B 申告書
３）シーボニアレーティング・ディビジョン： レーティング申告書（昨年参加艇は不要）
（Mail 送付アドレス）info@sagamiwan-open.net

件名：相模湾申し込み（艇名）

（Fax 送付先） 046-882-1968 シーボニアヨットクラブ事務局
（郵送先) 〒238－0225 神奈川県三浦市三崎町小網代 1286
シーボニアヨットクラブ事務局内相模湾実行委員会

12．艇長会議は行わない。質問はメールにて受け付ける、回答はホームページに掲載する場合もある。
以下の提出書類は、メール添付または FAX、郵送にて 7 月 12 日（木）18：00 までに提出する事。
1) 出艇申告書兼乗員登録書
2）有効なプレジャーボート保険（賠償責任、 搭乗者傷害、捜索費用）の保険証のコピー
3）IRC ならびに ORC ディビジョン：有効なレーティング証書のコピー
※クラスフラッグは連絡責任者宛に郵送いたします。7 月 13 日迄に届かない場合は御連絡下さい。
13.賞
＊シーボニアレーティング・ディビジョン 各クラス １位～３位 トロフィーまたは賞品、
＊ホワイトセール・クラス
１位賞品、（シーボニアレーティング・ディビジョンと重複受賞可能）
＊クラシックボート・クラス
１位賞品、（シーボニアレーティング・ディビジョンと重複受賞可能）
＊IRC ディビジョン
１位、２位、３位 トロフィーまたは賞品、 エントリー数により変更有り
＊ORC ディビジョン
１位、２位、３位 トロフィーまたは賞品、 エントリー数により変更有り
その他、
副賞、特別賞など シーボニアレーティングディビジョンを 3 クラスにした場合でもホワイトとクラシック・クラスは
ロングコースとショートコースの 2 クラスに対する表彰とする。
参加艇数などにより変更する場合がある。
14.表彰式・パーティー
15 日１７:００よりリビエラマリンクラブプールサイド 参加艇のクルーは参加費無料 ドリンク 2 杯目より 200 円
15.お問い合わせ
問い合わせはＥ－ＭＡＩＬ。 e-maiｌ
info@sagamiwan-open.net
FAX03-3487-6183 (07:00～23:00) 申込の FAX 番号とは違いますのでご注意下さい
電話での問い合わせは承っておりません、E-MAIL または FAX（申込とは番号が違います）でお願いします。
16.遠方よりご参加の方へ。
レースの前日（14 日土曜日）より翌日（16 日月曜日）まで特別料金 「1 泊 1 フィート 100 円」で
係留出来ます。御希望の艇はお早めにお問い合せ下さい。艇数に制限があります。
近隣のハーバー所属の艇は遠方の仲間のためにご遠慮下さい。
問い合わせ先 ℡046-882-1979 （金、土、日に限る） シーボニア・ヨットクラブ事務局
■JSAF（外洋系）に入会して、セールナンバーを登録しておくと、安全のためにも役に立ちますが
当レースではエントリー費などの特典も受けられます。その他にも
☆傷害保険が適用されます。
☆セーラーズ保険に加入できます。（任意、掛け金 1400-2000 円）
☆各種講習会・指導会に参加できます。 （会員特典あり。）

JSAF 入会はお近くの外洋系加盟団体が便利です。
新規入会 三浦 OSC の場合、15,500 円（一般） 24,000 円（艇有）
シーボニア、小網代、佐島は JSAF 三浦外洋セーリングクラブ http://www.jsaf.or.jp/miura/
入会に関するお問い合わせは miura-jimukyoku@jsaf.or.jp

070-5589-7392

■シーボニアヨットクラブも、メンバーを募集しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
艇置き費用の割引など特典も多くあります。http://www.seabornia.org/
シーボニア・ヨットクラブ事務局（金、土、日） Tel 046-882-1979
―3―

