
姫路港開港５０周年記念･第３４回舵杯ヨットレースの公示 

 

大会名称 ： 姫路港開港 50周年記念・第 34回舵杯ヨットレース 

主 催  ： （財）日本セーリング連盟加盟団体 外洋内海（JSAF外洋内海） 

共同主催 ： 姫路港開港 50周年記念事業実行委員会 ・ （株）舵 社 

運 営  ：  第 34回舵杯ヨットレース実行委員会 

 

1．日程  ◇２００９年４月１８日(土) 

１４：００～   出艇申告受付開始 姫路港飾万津公園 フェリー発着場西側 

１６：００     出艇申告受付締切 

１６：３０～   艇長会議  姫路港飾万津公園 フェリー発着場西側 

１８：００～   開会式及び前夜祭 姫路港飾万津公園 フェリー発着場西側 
 

◇２００９年４月１９日(日) 

０８：００～   出走申告受付開始 姫路港内泊地、木場ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰﾋﾟﾛﾃｨにも臨時

設置 

０９：３０     出走申告受付締切 

０９：５５     スタートの予告信号 最初のクラス 

１６：３０     表彰式及び閉会式 ポートターミナルビル２Ｆ(フェリー発着場北) 
 

 ※ 開会式、及び表彰式の開催時刻は、運営上、多少変更することがあります。 
 

2．レース本部 姫路港ポートターミナルビル２Ｆ 
 

 

3．レース海域  姫路市沖の播磨灘北西部海域 

（島周り約１０マイル予定） 

 

4．公式掲示 出艇申告受付開始以降の公式掲示はレース本部前に設置する公式掲示板に掲示する。 
 

5．適用規則 「セーリング競技規則･セーリング装備規則･日本セーリング連盟規程」2009-2012、「IRC 

2009 Rule」、「ORC Rating Rules 2009」、「JSAF-SR 2009-2010」、「JSAF 外洋内海特

別規定」、「舵杯安全規定」を適用し、ＩＲＣクラスについてはノーマル証書以上の

混合レースとする（乗員数制限なし）。但し、レース参加艇以外の船舶に対しては「海

上衝突予防法」、「港則法」、及び「海上交通安全法」を適用する。 
 

 6．クラス分け  本レースは次のとおりクラス分けを行う。 

◎ＩＲＣクラス ◎ＯＲＣ Club クラス ◎クラブハンディキャップクラス 

   ◎クルージングクラス ◎ウッドゥンクラス(木造艇) ◎ダブルハンド特別クラス 
 

  

7．全クラス参加資格 (1) 全長１９フィート以上７５フィート以下のクルーザー型ヨットで、当レース委員 

     会が参加を認めた艇。 
 

(2) 第三者賠償責任保険（ヨット保険等）に加入している艇。 
 

(3) 緊急時外部と交信できる有効な無線通信機器(携帯電話も可)を有する艇。 
 

(4) 該当する船舶免許所有者を含み２名以上(１２歳未満は換算しない)が乗り組み、 

  有効な船舶検査証(限定沿海以上)を持つ艇。 
 

(5) 舵杯安全規定の全項目が「YES」である艇。 
 

 

 8．クラス別参加資格 (1) ＩＲＣクラス 

    ・2009 年度有効な IRC レーティング(ENDORSED or NORMAL)証書を有していること。 

    ・全乗員の 2/3 以上が 2009 年度 JSAF 会員であること。 

     (外国籍の乗員は、当該各国協会の会員であれば JSAF 会員とみなす) 

    ・「JSAF 外洋内海特別規定」又は「JSAF-SR カテゴリー4」以上の 2009 年度有効な 

     オーナー宣誓書を所有する艇。 
 



    

(2) ＯＲＣ Club クラス 

・2009 年度有効な ORC Club レーティング証書を有していること。 

    ・全乗員の 2/3 以上が 2009 年度 JSAF 会員であること。 

      (外国籍の乗員は、当該各国協会の会員であれば JSAF 会員とみなす) 

    ・「JSAF 外洋内海特別規定」又は「JSAF-SR カテゴリー4」以上の 2009 年度有効な 

     オーナー宣誓書を所有する艇。 

 

(3) クラブハンディキャップクラス 

本レース委員会が決定するハンディキャップを承認し、クラブレースを主体に活 

動する艇。   

 

(4) クルージングクラス 

本レース委員会が決定するハンディキャップを承認し、クルージングを主体に活 

動する艇でクルージング仕様の艤装を持つ艇。 
 

   (5) ウッドゥンクラス 

船体が木造である艇で、本レース委員会が決定するハンディキャップを承認する艇。 
 

   (6) ダブルハンド特別クラス 

     クルージングクラス参加艇の中で、ダブルハンドで出場した艇。 
 

 9．各クラスの成立 各クラス共５艇以上の参加をもって成立とする。 
 

   ◇ クラス艇が５艇未満の場合の変更されるクラス 

・IRC、又は ORC Club クラスは、クラブハンディキャップクラスに変更される。 

・ウッドゥンクラスは、クルージングクラスに変更される。 
 

10．レース運営基準 (1) レース開催時（スタート前[含])風速が 15m/s 以上、視程が１マイル以下、並び 

に、気象警報（強風波浪警報等、海上航行に関するもの）が発令された場合は 

レースを中止、中断します。 
 

   (2) すべてのレース参加艇はルールを厳守し、他の船舶との衝突予防に万全の措置を 

とること。 
 

11．通信手段  レース艇は無線設備又は、携帯電話等、緊急時の陸上との通信手段を確保することを 

   義務づける。 
 

12．プロテスト委員会 プロテスト委員会は３名以上を以て構成される。 
 

 

13．帆走指示書  帆走指示書は出艇申告受付時に配布いたします。 
 

 

14．時間修正  ◇ ＩＲＣクラス 

    各艇の所要時間にＴＣＣを乗じた修正時間により順位を決定し、同一修正時間が 

    ある場合、ＴＣＣの小さい艇を上位とする。 
 

◇ ＯＲＣ Club クラス 

    ＴＭＦ(タイムオンタイム)方式を採用し、同一修正時間がある場合はＴＭＦの 

    小さい艇を上位とする。 
 

◇ クラブハンディキャップクラス、クルージングクラス、ウッドゥンクラス、 

ダブルハンド特別クラス 

    各艇の所要時間にＴＣＦを乗じた修正時間により順位を決定し、同一修正時間が 

    ある場合、ＴＣＦの小さい艇を上位とする。 

 

15．賞   各クラス優勝 ---------------------- 舵杯と副賞 (ダブルハンド特別クラス以外） 

   各クラス第２位・第３位 ------------ 賞と副賞  (      〃      ) 

   ダブルハンド特別賞１位～３位 ------ 副賞のみ 

   その他上位賞 
 

 

 



16．参加費用  出艇料    ８,０００円/１艇 

   乗員登録料  JSAF 会 員   ５００円/１名 

 JSAF 非会員 １,０００円/１名 

 １２歳未満     無料/１名 

前夜祭参加費   ２,０００円/１名 

    小学生以下 １,０００円/１名 
 

17．申込み締切日 ２００９年４月１０日（金）必着 

※締切日厳守 

 

18．提出書類  ◇ ＩＲＣクラス、ＯＲＣ Club クラス 

    ・参加申込書 ・乗員登録書 ・船舶検査証書のコピー ・JSAF 会員証のコピー 

    ・レーティング証書のコピー ・安全規定宣誓書のコピー 

    ・賠償責任保険証書のコピー ・振込み証書のコピー 
 

◇ クラブハンディキャップクラス、クルージングクラス、ウッドゥンクラス 

    ・参加申込書 ・乗員登録書 ・船舶検査書のコピー 

    ・賠償責任保険証書のコピー ・振込み証書のコピー 

 

19．参加申込方法 申込み締切日までに次の手続を完了してください。 

    ① 各クラスの「提出書類」を郵送、又は FAX してください。 

    ② 参加費用を次の口座へ振り込んでください。 銀行振込のみ  
 

 

 

 

      振込先：三井住友銀行 西宮支店 普通預金 ８４４７１１３ 

      口座名：外洋
ガイヨウ

内海
ナイカイ

舵杯
カジハイ

レース
レ ー ス

委員会
イインカイ

事務局
ジムキョク

 

      ※振込手数料は各自でご負担ください。 
 

 

20．参加申込先  〒672-8015 姫路市八家 1296-39 

  (問合せ先)  JSAF 外洋内海 舵杯ヨットレース事務局 

 

受付時間：日、火曜日を除く AM10：00～PM6:00 

   TEL/FAX：079-245-8889  E-Mail：kazicup@yahoo.co.jp 
 

   公示は、ＪＳＡＦ外洋内海の「ホームページ」でもご覧頂けます。 

   ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｊｓａｆ.ｏｒ.ｊｐ/ｎａｉｋａｉ/ 
 

21．  

注意事項 

 

            大会期間中、姫路港内（飾磨港内）に臨時泊地を設けますが、係留方法、係留艇数の関

係上、遠来艇は、できる限り大会本部の東、約 3 マイルにある（木場 YH）をご利用下さ

い。木場 YH が満杯の場合は、可能な限り実行委員会により適宜係留泊地を斡旋します。

木場 YH でのビジター係留及び、出入港についての連絡は必ず各艇でお願いします。艇の

係留及び運行、廻航等に関する一切の責任は、 各オーナー及び艇長に帰属します。   

    

 

姫路港内泊地についてはレース事務局に連絡 ４月１８日１９日のみ設営 

 

22. その他注意事項    

          

レース当日に係留施設及び係留場所付近に艇の搭載物を放置してはならない。 

         （各系留地付近では、必ず駐車場を利用のこと。路上駐車厳禁）  

  



 

 姫路港開港５０周年記念･第３４回舵杯ヨットレース参加申込書 & 誓約書  
 

(財)日本セーリング連盟加盟団体外洋内海・(株)舵社 御中 

 

誓 約 書 
 

   

私は、２００９年４月１８日～１９日に行われる「姫路港開港５０周年記念･第３４回舵杯ヨットレース」への参

加申し込みにあたり、公示に基づき、レース中及び前後における艇、乗員の安全確保に留意し、自己責任におい

てレースに参加を申し込みます。レースをするか否かの決定は、私自身の判断に基づいて行い、レース中に万一、

海上で私の艇及び乗員、あるいは他艇及びその乗員、海域の構造物との間で事故等が発生した時、また泊地内及

び大会前後で発生した如何なる事故等においても、私自身がそのすべての責任を負い、またその解決のために、

必要なあらゆる対処を独自で行い、当該主催団体ならびに関係者にその責任が及ぶものでない事を誓約します。 
 

                                                     2009 年      月      日 
 

オーナー住所 〒                 艇長住所 〒 

オーナー自署                                  艇長自署                         

オーナーTEL                                     艇長 TEL  

        FAX                                         FAX                       

（フリガナ）
艇 名 

セール No. 全長 
 

           ft 

艇 種(銘柄、呼称名) メーカー名 

取得レーティング種類   ・ＩＲＣ   ・ＯＲＣ Club   ・その他(         ) 

                           レーティング ＝ 

プロペラの仕様(インボードのみ)  ・ソリッド  ・フォールディング  ・その他(     )

ヘッドセイルの仕様             ・ファーリング仕様      ・ファーリング無 

スピンネーカー          ・有                    ・無     

プロダクション艇の仕様変更 
 

 リグ、セール及びハルの変更 ・有 ・無 

有の場合具体的に記入 

 

 

参加希望クラス ・ＩＲＣ  ・ＯＲＣ Club  ・クラブハンディキャップ  ・クルージング 

        ・ウッドゥン  ・ダブルハンド特別（クルージングクラス参加艇のみ） 

連絡担当者名 

 

e-mail: 

携帯電話/TEL/FAX 等  

レース中の通信手段     携帯電話(番号) / 無線等(コールサイン) 
 

 
 

安全確認（下記の質問に必ず答えてください） 

（1）法定安全備品を積んでいますか？                    YES ・ NO 

（2）ライフジャケットが乗員数以上ありますか？              （   ）個 

（3）レース海面のどこからでも帰港可能な量以上の燃料を積んでいますか？   YES ・ NO 

（4）アンカーとアンカーラインがいつでも使用できるように用意してありますか？YES ･  NO 

 (5) 航海灯が正しく点灯しますか？                     YES ・ NO 

（6）ヨット保険の損害賠償保険に加入していますか？期限は切れていませんか？ YES ・ NO     
 



 

 

 

 

 

■ 姫路港開港５０周年記念･第３４回舵杯ヨットレース乗員登録書（参加乗員名簿） 

 氏  名 住所・連絡先 JSAF 会員 No.

1 艇長   

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    
 

 

参加クルー名簿欄不足の時は用紙をコピーのうえ提出して下さい。 
 

※ 本レース出艇受付時に、ＪＳＡＦ外洋内海会員の入会受付を行ないます。当日入会希望の方は、JSAF 会員 No.

欄に、[入会希望]と記入してください。 
 

※ 個人情報については、大会運営のみに使用します。 

 

 

◇ ビジター艇のみ下記欄に記入してください。 

※係留については、必ず各艇において姫路港内臨時泊地はレース事務局、木場ヨットハーバーは 

木場ヨットハーバーへの連絡、承諾を受けてください。 

希望の泊地 □姫路港内臨時泊地   □木場ヨットハーバー 

入 港 月     日 出 港 月     日
 



 

 

       前夜祭会場への交通アク
 
●ＪＲ姫路駅から姫路港 バス （別
 
●ＪＲ姫路駅から山陽電 換特急停車

神戸方面からも 
飾磨駅東口より時間帯に 無料ｼｬﾄﾙﾀｸ
（１６時～１７時３０分 員による 

 
前夜祭終了後はあかねの湯経由で飾磨駅
行、 入湯希望のかたは降りれます。 

から前夜祭会場へ 

18･19 日のみ）事務局に事前連絡のこ

まで港泊のこと 

弁当は準備します （事前申し込み） 

駐車場   １日５００円 

十分あります 

トルタクシーの乗り合いで 

運転厳禁＊＊ 

ター 
 ０７９－２４５－８８８９ 

前夜祭パーティー  １８：００～ 

  
                          前夜 参加も大歓迎 FAX にて受付  

 

 

 

山電飾磨駅 

レース本部  

前夜祭会場 

泊地 木場

会場 

本部 

Ｐ

泊地 姫路港 

あかねのゆ 

有料Ｐ 

詳細図 
セ

紙

、

ｼｰ

、

夜祭会場へ 
 

 
木場ヨットハーバー
 
木場ヨットハーバーから前

姫路港
 
姫路港臨時停泊地（海上）
 
臨時泊地に停泊できます（
と   
港内夜間航行自粛なので朝
 
＊ 不便な場所なので朝食
 

自家用車でのご来場 

前夜祭会場周辺には有料

臨時泊地前は駐車スペース

会場へは、自家用車、シャ

＊＊飲酒
 

大会本部：姫路ポートセン
   当日電話番号

 

ヨットハーバ
ス

時刻表） 

 

運行 

木場ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ

  

 

 

 

 
１６時～１７時の間人員に応じて運行 
 
＊木場ヨットハーバーには例年の臨時駐車場は設けていません 
 
木場ヨットハーバー周辺の道路は駐車禁止絶対止めないでくだ
さい、周辺住民の皆様に迷惑になるとともに、シャトルバスの運
行に支障になります。 

**なるべく山陽電車でおこしください** 

ＪＲ姫路駅前北口市バス 姫路港行き時刻表 １２時００，２０，４０ １３時００，３０  

１４時００，２０，４０ １５時００，３０ １６時００，３０ １７時００，３０      

１８時００，３０ １９時００，３０ ２０時００，３０ ２１時００，３０         
行き

車乗

より
）人
祭のみの


