
	 

	 

	 

第42回阿波踊りヨットレース	 

	 

主催	 	 	 	 	 徳島ヨットクラブ	 

共同主催：	 	 JSAF	 外洋内海	 

大会運営：	 阿波踊りヨットレース実行委員会	 

レース公示	 （2014.6.12）	 

1.	 適用規則:	 

1-1	 セーリング競技規則（RRS）2013-2016	 に定義された規則。	 

1-2	 	 X-35	 ワンデザインクラスに関しては「国際Ｘ-３５ワンデザインクラス日本国内規定」を適

用し、許可されている範囲においてX-35	 クラスルールの制限が解除される。	 

1-3	 「IRC」クラスについては、以下も適用する。	 

1-3-1	 IRC	 Rule	 2014	 Part	 A,B,C（但し、以下を変更する）	 

艇に搭載するセールを変更することができる（21.1.5（d）の変更）。	 

証書記載のクルーナンバーによる乗員制限をしない（22.4	 の変更）。	 

1-3-2	 JSAF	 外洋特別規定（JSAF-OSR）2014-2015	 附則J	 カテゴリー5	 を適用する。	 

	 

2.	 参加資格	 

2-1	 共通事項：	 

全長20	 フィート以上のキャビン付きクルーザーで、有効な船舶検査証を有し、ヨット保険（賠

償責任、搭乗者傷害、遭難捜索救助費保険）に加入していること。乗員は2	 名以上とする。	 

	 

	 

	 

	 



2-2追加事項：	 

「IRC」クラス(ケンチョピアカップ参加艇)	 	 

有効な2014	 年IRC	 証書(ノーマルまたはエンドースド)を有する艇。乗員の2/3	 以上がJSAF	 会

員であること。ただし外国籍の乗員は当該各国協会の有効な会員証を提示することで可とする。	 

	 

3.	 クラス	 

3-1	 全参加艇を、「A」、「B」、「C」、「D」の4	 つのクラスに区分し、レース委員会の定めたTCF	 に

より順位を決定する。	 

3-2	 「IRC」クラスは、上記クラスとのダブルエントリによるクラスとする。	 

	 

4.	 参加申込および参加費	 

4-1	 参加申込	 

参加申込書と参加者リストに必要事項を記入の上、下記の提出書類一覧を申込期間内にレース

実行委員会までFAX	 または郵送で行なうこと。（参加費の払込みを完了していること）全部の書

類が提出された時点でエントリー手続完了とします。	 

	 

①  参加申込書	 	 

②  出艇料と乗員参加費の合計金額の振込済み証（参加申込書に貼付ける）	 

③  参加者リスト（前夜祭パーティーの参加のみの方も記入必要）	 

④  2014年JSAF会員証コピー	 	 	 	 	 	 (	 JSAF会員で登録の場合)	 

⑤  有効な2014年IRC証書コピー	 	 	 	 (ケンチョピアカップ参加艇)	 

⑥  JSAF	 外洋特別規定申告書	 	 	 	 	 (ケンチョピアカップ参加艇)	 

申込書類（申込書・乗員リスト）は、レース案内ホームページからダウンロードできる。	 

※JSAF	 外洋特別規定(JSAF-OSR)	 2014-2015	 本文は、JSAF	 外洋安全委員会ホームページ	 

（http://jsaf-anzen.jp/）からダウンロードできる。	 

	 

	 

4-2	 参加申込期限	 

6	 月16	 日（月）～8月5日(火)	 	 

※レイトエントリー	 8月6日〜12日	 

4-3	 参加費	 

１、艇参加料	 18,000	 円／艇	 但し、2014	 年度JSAF	 登録艇は	 13,000	 円／艇	 

※レイトエントリー	 上記艇参加料＋8,000	 円	 

２、乗員登録料（パーティ参加料含む）	 3,500	 円／人	 JSAF会員	 3,000	 円／人	 	 

小学生以下1,500	 円／人	 

	 



	 

2014	 年8	 月13	 日（水）	 

11:00～16:00	 	 出艇申告（マリンターミナル	 1F	 カウンターで受付）	 

16:00～17:00	 	 艇長会議（マリンターミナル	 2F	 会議室	 マリンホール）	 

17:00～	 	 	 	 	 前夜祭	 マリンターミナル屋外の川沿いスペース	 

	 

2014	 年8	 月14	 日（木）	 

08:30	 	 スタート	 

15:30	 	 タイムリミット	 

表彰式	 	 17:00～18:00	 徳島グランヴィリオンホテル	 ビアホール	 

阿波踊り	 19:00～	 	 	 	 両国演舞場より開始	 

	 

6.	 レースコース	 

徳島港沖をスタートし、阿南市沖の(丸島)の周辺に設置するブイを反時計に回航し和田ノ鼻沖

に設置するフィニッシュラインにフィニッシュする約20マイルのコース。ただし三ツ石は沖側

を通ること。また和田ノ鼻から三ツ石までの間に存在する標識(竹竿・発砲スチロールのブイや

浮玉など)は全て沖側を通過すること。また詳細なコース図は艇長会議時に配布する。	 

	 

7.マーク	 	 

レースに使用される全てのマークは黄色の円筒型のブイ(膨張式)を使用する。	 

	 

8.	 賞	 	 

上位艇にそれぞれ賞が授与される他、ケンチョピアカップや遠来賞、飛び賞など準備しています。	 

	 

9.	 責任の否認	 

このレガッタの競技者は自分自身の責任で参加する。規則4［レースすることの決定］参照。主

催団体は、レガッタの前後（回航中、事前事後の係留期間を含む）、期間中に生じた物理的損害ま

たは身体障害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。	 

	 

10.	 著作権	 

10-1	 本大会に関する全ての著作権は実行委員会が所有する。ただし、報道を目的とする映像と

文章はその限りではない。	 

10-2	 参加艇オーナー及びレース参加者は自艇及び自身の映像や名称が放送、出版、広告媒体へ

露出されることについて同意するものとする。またこれに対する対価を求めることはでき

ない。	 

	 



追加情報	 

	 

A．装備に関する注意	 

本レースでは「IRC」クラスにJSAF	 外洋特別規定	 カテゴリー5	 の装備を要求しているが、規定

は十分な装備を示しているわけではない。「IRC」クラスに限らず、すべての艇及び乗員が、各自

の責任において、それ以上の十分な装備をすることを強く推奨する。	 

参加艇はレース海域で使用できる1	 台以上の携帯電話を携行すること。	 

	 

B.	 連絡先（実行委員会）	 

阿波踊りヨットレース実行委員会	 

〒770-0873	 徳島市沖洲2丁目14	 マリンターミナル1F	 シーマンライク内	 

シーマンライク内	 	 担当：瀬川可児	 

TEL	 	 088-664-0087	 	 FAX	 088-636-0577	 	 	 	 	 	 

E-mail:	 	 tokushima-yachtclub	 @gmail.com	 

ホームページ（レース案内）：	 http://	 tokushima-yachtclub.com	 

	 

○ 2014	 	 JSAF外洋内海キールボートサーキット	 

	 参加資格は2014年のJSAF登録艇でJSAF外洋内海が主催・共同主催する下記対象レースに	 

エントリーした艇が自動的に対象となります。各レースの成績でポイントを付与し、年間の総

合優勝を決定します。徳島ではオープンクラス・IRCクラス共に2レース開催され、外洋内海チ

ャンピオンを狙うには是非とも参加しなければなりません。詳細はJSAF外洋内海ホームページ

へアクセスして下さい。	 

	 

■IRCクラス対象レース	 

	 1)KYCスプリングレガッタ	 2)舵杯	 3)関空一周レース	 4)紀伊水道レース	 

	 5)JSAF徳島レース	 6)島精機カップ	 7)内海カップ	 

	 

■オープンクラス対象レース	 

	 1)KYCスプリングレガッタ	 2)舵杯	 3)関空一周レース	 4)神戸祭りレース	 

	 5)天神祭レース	 6)紀伊水道レース	 7)阿波踊りレース	 8)	 島精機カップ	 9)内海カップ	 

	 

○ケンチョピアカップ	 

	 紀伊水道レースIRCクラス、JSAF徳島レース、阿波踊りレースIRC参考成績の3レースの	 

	 総合優勝に贈られるケンチョピアカップ。エントリー方法はIRCレーティング証書を出して	 

	 対象レースに参加するだけでOKです。エントリーしなかったレースはDNC扱いでポイント	 

	 が加算されます。	 



 



 


