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友達にページへの「いいね︕」をリクエスト

6,609⼈が「いいね︕」しました
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ました
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BULKHEAD magazine バルクヘッドマガジン

ヴェンディグローブで外部援助を受け、DSQ（失格）となったバーナー
ド・スタムは、フィニッシュ後の再審を希望してレースを続⾏。仲間、陸上
からの応援もあって⼤事件に発展しています。ただいまスタム⾃⾝は、混戦
の中ケープホーンを回航中です。
事件の経緯については、ジュリーで活躍されている⼭岡さんのブログで詳し
く紹介されています。で、本⽇は、スタムの艇に取り付けられていた
「hydorgenerators」がひとつの焦点になっている感じ。。。⻑引きそうで
すね。

2013年1⽉9⽇ · 

VENTOORIENTALE.COCOLOG-NIFTY.COM

http://ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/

1616 コメント11件

コメント シェアする

 · 返信する · 6年前

BULKHEAD magazine バルクヘッドマガジン はhydorgenerators

はこち問題その︖ということでいいのでしょうか電機」発「⽔⼒
。らに

hydrogenerator.../-stamms-http://www.vsail.info/.../bernard

いいね︕

 · 返信する · 6年前

BULKHEAD magazine バルクヘッドマガジン べるほど調べれば調
＋他艇選⼿スタム、は式図ただいまの。かもしれません問題い深奥

じで感インターナショナルジュリーとなっているvs ⼤勢ファン＋
づいて基ルールに、と険冒・戦挑の⼈間レベルとなる。世界最⾼す

でおこなわれるのが下なルールの。公平されるヨットレース争競
しいのかも正は断判ジュリーの、であれば件条必須ヨットレースの

⺠国うフランスの払を尊敬の最⼤へ者険、冒しかし。しれません
たしてどうなるのでしょ。果にはいきませんね純単はそう性、世論

︖うか

いいね︕

 · 返信する · 6年前

Takatsuki Kazuhiro の、外部んでみたけど読ちょっと、すいません
にしたというの失格けたということでジュリーがスタムを受を援助

。がよくわかりません拠根とする不服それを、かるけど分は

いいね︕

 · 返信する · 6年前

BULKHEAD magazine バルクヘッドマガジン 外からの船ロシア「
んでき込り乗が船員らずに（知だった不可抗⼒けたのは受を部援助

。ではないでしょうか理由の再審請求が）」た

いいね︕

 · 返信する · 6年前

BULKHEAD magazine バルクヘッドマガジン 、本⽇、ったら思と
れてきまし流というプレスリリースが、にリタイアした正式が本⼈

。た
1いいね︕

 · 返信する · 6年前

Takatsuki Kazuhiro ってアンカリングして⼊に江り⼊のために修理
単。簡ったってことでしょ貰けて助に船の、別しちゃって⾛錨たら

(^_^;)。ダメじゃんね。にいえば

いいね︕

いいね︕

メッセージを送るいいね︕ フォローする シェア

BULKHEAD 

magazine バルク
ヘッドマガジン
@bulkheader

ホーム

ページ情報

写真

動画

投稿

コミュニティ

ページを作成

BULKHEAD 

magazine バルク
ヘッドマガジン
@bulkheader

ホーム

ページ情報

写真

動画

投稿

コミュニティ

ページを作成

BULKHEAD 

magazine バルク
ヘッドマガジン
@bulkheader

ホーム

ページ情報

写真

動画

投稿

コミュニティ

ページを作成

BULKHEAD 

magazine バルク
ヘッドマガジン
@bulkheader

ホーム

ページ情報

写真

動画

投稿

コミュニティ

ページを作成

BULKHEAD 

magazine バルク
ヘッドマガジン
@bulkheader

ホーム

ページ情報

写真

動画

投稿

コミュニティ

ページを作成

BULKHEAD magazine バルクヘッドマガジンBULKHEAD magazine バルクヘッドマガジンBULKHEAD magazine バルクヘッドマガジンBULKHEAD magazine バルクヘッドマガジンBULKHEAD magazine バルクヘッドマガジン Sen YamaokaSen YamaokaSen YamaokaSen YamaokaSen Yamaoka ホームホームホームホームホーム 友達を検索友達を検索友達を検索友達を検索友達を検索 作成作成作成作成作成 33333 33333 1010101010

1/5 ページ(13) BULKHEAD magazine バルクヘッドマガジン - 投稿

2019/12/16https://www.facebook.com/bulkheader/posts/355715317859781/



 · 返信する · 6年前

BULKHEAD magazine バルクヘッドマガジン す要約を動騒の今回
。ってるかもしれないけど違チョット。じでしょうか感るとこんな

うけた、君、外部援助あったけど連絡から会委員レース「ジュリー
」です。失格でしょ

けちゃっ抜アンカーが、してたら直を電機発。⽔⼒うよ「違スタム
船員ロシア、そしたら。にぶつかりそうになったんだ船ロシア、て
不可これ。にもやいとっちゃんだんだよ、勝⼿ってきて乗に勝⼿が

」してよ。再審だって抗⼒
みんなの。れてるし壊も電機発⽔⼒おれの。かわいそうだよ他艇「

」い悪調⼦も電機発
」い悪メーカーが電機発。そうだ、そうだ他艇「

な失格なんてすごいことしてるのに「世界⼀周ファン・サポーター
」ジュリーはひどい。んてかわいそー

し尊重を誉名の、彼だし険冒の⻑「世界⼀周会会協フランスヨット
」ようよ

」します再審いので悪が分なんだか「ジュリー
れた壊がまた電機発⽔⼒して衝突かに何で⼿前の岬ホーン「スタム
リタ。してもらったけどやっぱりダメ海上給油に友達の。昔みたい

」イアしまーす

いいね︕

 · 返信する · 6年前

Takatsuki Kazuhiro to serve as an Bernard Stamm decides 「
」VHF.anchor of the ship and the crew informed of the decision by 

断判の⾃⾝わりにするってのはスタム代をアンカー船この、だから
にあたるってことで援助の外部が⾃体それ︖なんじゃないのかね

にはしな失格とりあえず、してないから審問かって向と⾯︖しょ
することにしたのかもしれないけ再審で後いでフィニッシュした

。ど

いいね︕

 · 返信する · 6年前

Takatsuki Kazuhiro のアンカーが、⾃分にいえば単簡もうちょっと
りたことになる借に間接的のアンカーを船この、かなかったから効

︖にあたるんじゃないの援助の外部なく⽂句やっぱ。よね

いいね︕

 · 返信する · 6年前

BULKHEAD magazine バルクヘッドマガジン だ報告この、うーん
リタイアしちゃった、でも。もありますね部分しかねる断判けでは

。。。しなぁ

いいね︕

 · 返信する · 6年前

Takatsuki Kazuhiro レースコミティーもジュリー、いずれにしても
じるしか信を分い⾔の。選⼿ているわけじゃないもんね⾒を現場も

(^_^;)りだとするとアウトだってことでしょ分通い⾔その、なくて
そのロシ。もするしなぁ気になりそうな会⼤訳い⾔けても続先この

。にもなっちゃうんだろうし話みたいな、するのか証⼈喚問を船ア

いいね︕

コメントする…

10時間前 · 

タイブレイクで〈⽉光DIANA〉が勝利︕第6回J/24関東フリート
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