「２０１１ 関西ミドルボート選手権」 開催
共同主催：ＪＳＡＦ加盟団体外洋内海・関西ミドルボートクラブ
後
援：(財)姫路市まちづくり振興機構・株式会社ナイカイ
開 催 地：兵庫県姫路市木場「木場ヨットハーバー」
期
間：２０１１年５月２８日(土)～２９日(日)

2011 年協賛広告

「２０１１ 関西ミドルボート選手権大会」
Ｎｏｔｉｃｅ ｏｆ Ｒａｃｅ
主催団体： ＪＳＡＦ加盟団体外洋内海・関西ミドルボートクラブ
後援団体： (財)姫路市まちづくり振興機構スポーツ振興事業部・株式会社ナイカイ
協力団体： 木場ヨットクラブ・的形ヨットクラブ
協力会社： (株)イチサンゴイースト・オクムラボート販売（株）・クァンタムジャパン
コオラウパシフィック・(株)ティセーリングシステム・ノースセイルスジャパン
(株)福栄商会・マリンサービシーズ
（五十音順）
開 催 地： 兵庫県姫路市木場 木場ヨットハーバー
公 示 日： ２０１１年 ３ 月 １０ 日（初版）
１． 適用規則
1-1 「セーリング競技規則２００９-２０１２（ＲＲＳ）」に定義された規則、及び「セーリング装備規則２０
０９-２０１２（ＥＲＳ）」を適用する。
1-2 「ＩＲＣ Ｒｕｌｅ ２０１１（ＩＲＣ Ｒｕｌｅ）」を適用し、ノーマル証書以上とした混合レースとする。
1-2-1 ＩＲＣ Ｒｕｌｅ のＰａｒｔＡ,Ｂ,Ｃを適用する。（ＰａｒｔＤは適用しない）
1-2-2 ＩＲＣ Ｒｕｌｅ ２２．４．２は適用しない。従ってクルーの数もしくは体重の制限はない。
1-3 Ｘ-３５ワンデザインＩＲＣ証書をもつＸ-３５艇に関しては、Ｃｌａｓｓ Ｒｕｌｅ Ａ６.２を適用する。
1-4 「ＪＳＡＦ外洋特別規定２０１０-２０１１ カテゴリー５（ＪＳＡＦ-ＯＳＲ５）」を適用する。
1-5 ＲＲＳ、ＥＲＳ、及びＩＲＣ Ｒｕｌｅについては英文を正とする。
1-6 「Ｎｏｔｉｃｅ ｏｆ Ｒａｃｅ」と「ＳＡＩＬＩＮＧ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮＳ」に矛盾が生じた場合は、「SAILING
INSTRUCTIONS」を優先する。
２． 参加資格
2-1 ＩＲＣレーティング証書のＬＨ（艇体長）数値が７．９０（ｍ）以上１１．００（ｍ）未満の艇とする。
2-2 ＪＳＡＦ外洋登録艇であり、乗艇者の２/３以上がＪＳＡＦ会員であること。但し、海外船籍の艇はこ
の限りではない。また、海外居住者は当該各国協会の会員であればＪＳＡＦ会員と見なす。
2-3 参加艇の乗員は３名以上とし、所定の乗員登録書により全乗員をあらかじめ登録していなけ
ればならない。また、乗員は複数の艇に重複した登録はできない。
2-4 次の提出書類を本書６．「参加申込み」に従って提出すること。但し、提出書類の変更は、ＲＲ
Ｓ規則７８．２に従う。
(１) ２０１１年度有効な最新のＩＲＣレーティング証書。
(２) ＪＳＡＦ-OＳＲ５を満たした「ＪＳＡＦ外洋特別規定申告書」。尚、チェックシートと申告書
は専用ホームページへ２０１１年３月３１日までに掲載する。
(３) レース開催期間中有効な賠償責任保険、搭乗者傷害保険、捜索救助費用保険に加
入した参加艇の保険証券。
(４) ２０１１年度有効な「JSAF MEMBERSHIP CARD」。
(５) 船舶検査証書。（船舶検査手帳は不要）
2-5 外部と交信できる有効な無線通信機器を有する艇。（携帯電話も可）
2-6 参加艇は艇長会議に出席しなければならない。
３． レース海面とコース
3-1 レース海面は播磨灘木場沖の海域とする。
3-2 コースは全レースにおいてインショアレース（風上/風下コース）とする。
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４． クラス区分
総合(オーバーオール)のみとする。
５． 大会日程とレース概要
5-1 ５月２８日（土）

０８：１５ ～ ０８：４５
０８：４５ ～
１０：２５
１８：００ ～

出艇受付、出艇申告
艇長会議
予告信号（この日の最初のレース）
ビアパーティ

５月２９日（日）

０７：３０ ～ ０８：００
０８：５５
１６：００ ～

出艇申告（乗員変更時のみ）
予告信号（この日の最初のレース）
表彰式

5-2 本大会は５レースを予定したシリーズとする。（風上/風下コース）
5-3 １日の最大レース数は３レースとし、各日のレース数はレース委員会の裁量に委ねられる。
5-4 ５月２９日（日）は１３：３０以降の予告信号は発せられない。
６． 参加申込み
6-1 通常２０１１年５月２０日迄に次の手続きを完了するものとし、レイトエントリーの場合は２０１１年５
月２６日迄とする。但し、乗員登録は出艇受付終了時まで変更可能とする。
(１) 参加申込書（誓約書）と乗員登録書の提出。
注）乗員登録の生年月日は必ずご記入ください。（レース参加保険の書類に必要です）

(２) 本書２．２-4の提出書類を提出。
(３) 参加料（出艇料及び乗員登録料）の振込み。
6-2 参加申込み方法は、本書１７．「問い合わせ先（参加申込先）」へ郵送、ＦＡＸ、又はホームペー
ジのオンラインエントリーで申し込む。但し、本大会レース本部設置期間中についての提出物
はレース本部へ直接提出とする。（オンラインエントリーでは提出書類をスキャナー等でファイ
ル(PDF･JPEG等)にして添付可能）
6-3 参加料は出艇料 １艇 ４０,０００円、乗員登録料 １名 ２,０００円、乗員登録者以外のパーティ
参加料 １名 ２,０００円とし、支払われた参加料は返却されない。但し、レイトエントリーでの出
艇料は１艇 ５０,０００円とする。ヨコヤマデザイン杯参加艇は別途 １艇 １,０００円 とする。
振込先：三井住友銀行 姫路支店 普通 ７６９３３３１
関西ミドルボートクラブ（カンサイミドルボートクラブ）
※ 振込手数料は各自でご負担ください。
７． 「Ｎｏｔｉｃｅ ｏｆ Ｒａｃｅ」 の変更と追加
「Ｎｏｔｉｃｅ ｏｆ Ｒａｃｅ」の変更および追加等は、専用ホームページに掲載する。
（ http://www.geocities.jp/middleboat_kansai/championship/ ）
８． 「ＳＡＩＬＩＮＧ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮＳ」 の交付
「ＳＡＩＬＩＮＧ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮＳ」は２０１１年５月２３日（月）ＡＭ１０：００に専用ホームページへ掲
載する。（ http://www.geocities.jp/middleboat_kansai/championship/ ）
９． 得点およびシリーズの成立
9-1 ＲＲＳ 付則Ａ２を変更し、成立した全レースの得点合計をシリーズの得点とする。
9-2 本大会は１レースの完了をもってシリーズの成立とする。
１０． 無線の使用
10-1 レース委員会はＶＨＦ７２チャンネルによりレース艇にリコール等のアナウンスを行うことがある
が、アナウンスやその順番、聴き取りのあやまりは救済要求の根拠にならない。これは、ＲＲＳ規
則 ６２．１(a)を変更するものである。
10-2 参加艇は上記10-1を除き、レース中に無線送受信をしてはならない。また緊急時を除き、すべ
ての他艇が利用できない特殊な無線通信（携帯電話を含む）の送受信をしてはならない。
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１１． インスペクション
レース期間中はレース委員会の判断により海上、陸上においてインスペクションを行うことがある。
１２． 上架の制限と泊地
12-1 レース艇は各艇の最初のスタート後から、その艇の最終レース終了まで次の場合を除き上架し
てはならない。また、レース期間中は木場ヨットハーバー内の指定された場所に係留すること。
(１) レース委員会の事前の許可書があり、その条件による場合。
(２) 緊急の場合。但し、事後にレース委員会を納得させる義務があり、これができない場合
は、ペナルティーが課せられることがある。
12-2 ５月２１日（土）から６月５日（日）までの木場ヨットハーバー係留費は無料とする。
１３． 支援艇
13-1 支援艇は支援するレース艇の艇名を明確にし、支援艇の艇種、及び艇名を事前にレース委員
会に書面にて申告すること。
13-2 支援艇は支援するレース艇がフィニッシュ後、インスペクションを受けている間は接舷及び支
援活動を禁止する。
13-3 支援艇はレースに影響するエリアにいてはならない。これらの項に違反した場合、その支援艇
に関連するすべての艇に対してペナルティーが課せられることがある。
１４． 賞
14-1 総合第１位より第５位までの艇に賞を授与する。
14-2 ヨコヤマデザイン杯参加艇の最上位艇にヨコヤマデザイン杯を授与する。
14-3 上記 14-1、14-2 以外の艇の中から任意の特別賞を授与する。
１５． 責任の所在
本大会の競技者は自分自身の責任で参加する。ＲＲＳ規則４「レースをすることの決定」を参照。
主催団体等は、レガッタの前後、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対して
いかなる責任も負わない。
１６． レース本部及びその所在
16-1 「兵庫県姫路市木場１３９０－３」所在の「木場ヨットハーバー」内とする。
16-2 設置期間は、２０１０年５月２７日(金)から５月２９日(日)までの３日間とする。
１７． 問い合わせ先（参加申込先）
関西ミドルボートクラブ事務局
〒６７１-０１１１ 兵庫県姫路市的形町的形１９４０-５ コオラウパシフィック気付
Ｔｅｌ．０９０-９７０３-２２８４
Ｆａｘ．０７８-３３０-８０８０
Ｅｍａｉｌ．専用ホームページ内のお問合せ（メールフォーム）より
専用ホームページ http://www.geocities.jp/middleboat_kansai/championship/
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※参考資料（宿泊施設案内）
下記宿泊施設を参照のうえ、直接予約をお願いいたします。本大会実行委員会からの宿泊手配
は致し兼ねます。
（１） 木場周辺の宿泊施設
◇ ホテルアストンプラザ姫路
〒672-8035 姫路市飾磨区中島763-1
TEL：079-243-1500 FAX：079-243-0002
http://www.aston-plaza.com/
◇ 伊保ビジネスイン
〒676-0072 高砂市伊保港町1-9-23
TEL：079-447-0649 FAX：079-447-2188
http://www.iho-business-inn.com/
◇ ビジネスホテルハート・ワン
〒672-8021 姫路市白浜町宇佐崎中2丁目577
TEL：079-246-6970 FAX：079-246-6971
http://www.bh-heartone.com/
◇ビジネスホテルみゆき
〒672-8023 姫路市白浜町甲402-201
TEL：079-245-6784 FAX：079-245-8568
http://nttbj.itp.ne.jp/0792456784/
（２） ＪＲ姫路駅 南口付近の宿泊施設
◇ 姫路キヤッスル グランヴィリオホテル
〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町210番地
TEL：079-284-3311（代）
http://www.himejicastlehotel.co.jp/acco/
◇ フローラルイン姫路
〒670-0965 姫路市東延末3丁目56番地
TEL：079-222-8000 FAX：079-285-0306
http://www.floral-inn.com/
◇ ホテル姫路プラザ
〒670-0964 姫路市豊沢町158
TEL:079-281-9000 FAX：079-284-3549
http://www.himeji-plaza.co.jp/
◇ ホテル日航姫路
〒670-0962 姫路市南駅前町100番
TEL：.079-222-2231
http://www.hotelnikkohimeji.co.jp/
◇ 東横イン姫路駅新幹線南口
〒670-0962 姫路市南駅前町97
TEL：079-284-1045 FAX：079-284-1046
http://www.toyoko-inn.com/hotel/00080/
◇ ホテルヴィアイン姫路
〒670-0962 姫路市南駅前町33-1
TEL：079-286-6111 FAX：079-286-6112
http://himeji.viainn.com/
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【参加申込艇】
艇名（和文）

艇名（英文）

艇種

ＳＡＩＬ Ｎｏ.

所属（フリート・ハーバー）

艇搭載の携帯番号

マリンＶＨＦ

搭 載
レーティング（ＩＲＣ２０１１）

全長 （ＩＲＣ証書のＬＨ）

・

非 搭 載

木場への入港予定日

TCC

月

日

【ヨコヤマのデザイン艇での参加艇】（SEAM31、SEAM33、VITE31 ・・・ ）
ヨコヤマデザイン杯

参加（別途 １艇 １,０００円）

・

不参加

【参加申込艇のオーナー】
氏名
住所

電話番号 （ 自宅・会社・携帯 ）
(〒

)

Ｅ-ＭＡＩＬ （またはＦＡＸ）

【申込責任者】（資料送付先、実行委員会からの連絡先）
氏名
住所

電話番号 （ 自宅・会社・携帯 ）
(〒

)

Ｅ-ＭＡＩＬ （またはＦＡＸ）

誓

約

書

私は本レースの「Notice of Race」に基づき、私の艇の参加を申し込みます。私の艇がスタ
ートするか否か、レースを続行するか否かは、私自身の判断に基づき決定致します。従って、
万一私の艇と乗員、あるいは他艇及びその乗員、海域の構造物との間で事故が発生した場合、
私自身が全ての責任を負います。また、その解決のためのあらゆる措置を独自で行い、当該
レース実行委員会並びに運営関係者にその責任が及ぶものでないことを確認します。
2011 年

月

日
オーナー署名

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

艇

名

氏

名

生年月日(西暦）

住

所

セイル番号

電話番号

※乗員の生年月日は必ずご記入ください。（レース参加保険の書類に必要です）

２０１１関西ミドルボート選手権大会 乗員登録書

ＪＳＡＦ会員番号

5/28

5/29

乗艇する日（乗艇：○）

