
２０１７ 第１３回「中島ヨットレース」レース公示（日程変更）

【組織及び大会役員】
■主　催／日本セーリング連盟外洋西内海

■運　営／日本セーリング連盟外洋西内海 松山フリート

■協　力／中島漁業協同組合・中島七志開・（株）アンカレッジマリーナ・（株）中島汽船

　           ◎大会会長　　山下文徳　日本セーリング連盟外洋西内海 会長　     

               ○レース実行委員長　田内敬三　 ○運営委員長　小掠英則　○レース委員長　相原誠二　　

　　　   ○プロテスト委員長　外洋西内海レース委員  上原正勝     

１．適用規制　

　　１）ＲＲＳ２０１７～２０２０に定義された規則

　　２）本レースのレース公示及び帆走指示書による（※一致しない場合は、帆走指示書を優先）

２．日程　

　　１）レース日程

　　　　１１月４日（土）     出艇申告受付／姫ヶ浜荘レース本部　 １７：００～１８：３０　　艇長会議　１８：３０　

　　　　　  　     　  　  前夜祭パーティー ／ 姫ヶ浜荘中庭   　 １９：００～２１：００　

　　　　１１月５日（日） 　ＢＷクラス　　　　  レース予告信号　 ９：１５　

                     　 　       　  ＯＲＣ・ＩＲＣクラス　   レース予告信号　 ９：２５

　　２）場所　レース本部　松山市中島長師　姫ヶ浜荘

　　３）コース及びレース数

　　　　１１月５日（日）　 松山市中島大浦港沖スタート　ロングコース（島廻り）１本※詳細は帆走指示書に記載　

　　　　　　　　   　   ◎コース／中島大浦港沖スタート→北条鹿島→小安居島（全て反時計廻り）

　　４）表彰式　帰りの回航時間を考慮し行いません。（ゴール後随時解散）成績発表は、外洋西内海

　　　　　　　 ホームページにて掲示。賞品は、優勝各艇オーナー宛に直接送らせて頂きます。

３．参加資格　

　　１）全長２０ｆｔ以上のモノハル・クルーザーヨットであること。

　　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）外部と交信できる有効な通信機器を有する艇（携帯電話も可）

　　４）有効な船検証、小型船舶操縦士免許を有して いること。

　　５）ＯＲＣＣ・ＩＲＣクラスは、２０１７年度の有効なレーティング証書を有していること。

　　　 ＩＲＣクラスは「エンドースド（Ｅｎｄｏｒｓｅｄ）」「ノーマル（Ｎｏｒｍａｌ）」のどちらも可。

　　６）レーティングを基準にレース委員会が決定したクラス分けを承諾する艇

　　７）レース委員会が決定するレーティングを承認する艇

４．クラス

　　ＯＲＣＣ・ＩＲＣ・ＢＷの各クラスに分類する。ＯＲＣＣクラスとＩＲＣクラスのダブルエントリーが可能。

　　また、参加艇数によっては、Ａ／Ｂクラスを設定する。尚、クラス分けはレース委員会において決定する。

５．クラスの成立

　　３艇以上の参加をもって成立とする。

６．順位及び修正時間システム　

　　各クラスとも修正時間（ＣＴ）の少ない艇を上位とし、修正時間が同じ場合、ＯＲＣはＴｉｍｅ ｏｎ Ｔｉｍｅ値

　　の小さい艇を、ＩＲＣはＴＣＣの数値の小さい艇を、ＢＷはＴＣＦの小さい艇を上位とする。修正時間の

　　算出方法及びスクラッチシートは、基本的にＪＡＳＦ外洋西内海年間ポイントレースに準じる。



７．表彰　

　　１）各クラス共１位とする

８．責任の所在

　　レース中・回航中を問わず、本大会の主催・関係団体及びレース委員会は、人員及び物件に対する

　　いかなる責任も負いません。また、スタートするか、あるいはレースを継続するかどうかを決める責任は

　　各艇にあります。

９．帆走指示書・公式掲示板

　　１）帆走指示書は、外洋西内海支部ホームページで公開する。

　　２）公式掲示板はレース本部姫ヶ浜荘に設置し、艇長会議までに更新する場合がある。

　　３）変更の場合、正式な帆走指示書は１１月４日（土）１８時３０分からの艇長会議にて配布する。

１０．レセプション（第６３回瀬戸内海横断レース表彰式・第１３回中島レース前夜祭）

　　１１月４日（土）１９時００分より姫ヶ浜荘にて行う。レセプションは、各参加艇との親睦交流を目的として

　　おります。参加可能な場合は、できるだけ多くの方の参加をお願いいたします。

　　（中島レース当日回航し、レースに参加いただく艇に義務づけるものではありません。）

１１．係泊地

　　中島大浦港、中島長師港。運営委員会の指定する係留場所で泊地委員会の指示を受ける事。

　　申し込み締め切り後、参加各艇にそれぞれ泊地の指定をご連絡いたします。

１２．宿泊・弁当

　　松山市中島長師姫ヶ浜荘及び島内民宿施設。参加申込み前に、宿泊・朝食・弁当希望数を別紙に

　　記入しＦＡＸにて予約・お申し込みをお願いいたします。（予約確認後、参加費用と合わせて振り込み）

１３．交通機関・駐車場

　　中島まで公共交通機関で来島される場合、中島汽船（高速船・フェリー）への乗船港・運行時間・

　　料金等詳細は、事務局まで（Ｇファクトリー・小掠／ＴＥＬ０８９‐９１５‐１９６０・０９０‐４３３９‐３１０４）。

　　ヨットレース期間中、車は姫ヶ浜荘駐車場、または大浦港駐車場に駐車すること。島内路上は、指定

　　場所以外駐車禁止。泊地との移動は、車を手配いたしますので、ご連絡ください。

１４．参加申し込み

　　◎書類送付・お問い合わせ先
　　　　　　　　　  松山フリート事務局：〒７９０‐０００２ 　松山市二番町３丁目２‐１０

　　　　　　　　　　　　　　　　　川又二番町ビル３０１　Ｇファクトリー内　小掠英則宛

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ ０８９‐９１５‐１９６０    ＦＡＸ ０８９‐９１５‐１９６１
                               　　　　　　　　  ｇ.ｆａｃｔｏｒｙ＠ｔｕｎｅ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ

　　◎申し込み期限　１０月３０日（月）必着厳守、ＦＡＸ可

　　◎参加費用　　  エントリー費／ＪＳＡＦ登録艇  ５，０００円  ・  その他の艇  １０，０００円

　　　　　　　　　  ＯＲＣ・ＩＲＣダブルエントリー費  ８，０００円 

                                  ※年間ポイントレースエントリー艇は、ダブルエントリーの場合も５，０００円　

　　　                          レセプション参加費　ＪＳＡＦ外洋支部会員  ３，０００円　　　非会員   ４，５００円　

　　　　　　　　　  （注）エントリーフィー等振込み金は、準備の都合もあり、一切払い戻し出来ません

　　　　　　　　　          のでご了承願います。

         ◎提出書類　     １）参加申込書　　２）参加費用等の銀行振込のコピー    　３）ヨット保険のコピー　

　　　　　　　　      ４）本年度有効なＯＲＣ・ＩＲＣレーティング証書のコピー　　   ５）ＢＷクラスの年間

                                          ポイントエントリー艇以外は、レーティング算出のため別紙添付ＢＷチェックリスト

                                          を提出　 ※年間ポイントレースエントリー艇は、３）４）５）項目は省略可



《お願い》宿泊（朝・昼食含む）ご希望の艇は、参加お申し込み（費用振込）前に宿泊の予約（別紙にて、

事務局・Ｇファクトリー小掠まで）確認をお願いいたします。予約状況によって、ご希望の部屋が

取れない場合がありますので、必ず前もって確認をお願いいたします。予約受付時に部屋変更

をお願いする場合には調整後、すぐにご連絡いたします。※予約の変更は、受け入れ準備の

都合上１１月１日（水）までとさせていただきますので、予めご了承ください。

◎費用振込口座　愛媛信用金庫　道後支店　普通預金１６８１１６　永井誠
　　※振込み者名の前に艇名を必ず付記して下さい。　　例）スケアクロウ　林  靖

第１３回　中島ヨットレース参加申込書

レース中・回航中を問わず、艇と乗組員の全ての責任が自艇にあり、セーリング競技

規則および本大会に適用されるその他の規則に従うことに同意します。

２０１７年　　月　　　日

（オーナー署名） （エントリークラス）

　ＯＲＣ　　 ＩＲＣ　　 ＢＷ

艇名

連絡者名

住所

自宅ＴＥＬ ＦＡＸ 携帯

セール番号 艇種

〒

（         ）        ‐ （         ）         ‐  ‐           ‐

Ｅ‐ｍａｉｌ

（緊急連絡先）※上記と同じ場合は、記入不要。緊急連絡等確実に連絡のとれるクルー代表者を選任の上ご記入ください。

ＴＥＬ（         ）        ‐ ＦＡＸ（         ）        ‐

携帯  ‐           ‐Ｅ‐ｍａｉｌ

（参加費用）

（添付書類）

ＪＳＡＦ登録艇　５，０００円　※Ｗエントリーは「１３.参可申し込み」確認
その他の艇　 １０，０００円

ＪＳＡＦ会員　　３，０００円　　　　　名　　　　　　　円

ＪＳＡＦ非会員　４，５００円　　　　　名　　　　　　　円

円
◎艇参加費

◎パーティー費

●宿泊（朝食）・昼食弁当は、別紙添付申込書で、お申し込みください。

１）参加費用等の銀行振込のコピー　　　２）ヨット保険のコピー　　

３）本年度有効なＯＲＣクラブレーティング証書のコピー

４）オープン参加のＢＷクラス（年間エントリー艇以外）は、ＢＷチェックリスト

※年間ポイントレースエントリー艇は、２）３）４）項目は省略可



　宿泊・朝食・昼食（弁当）申し込み書

■ご希望のタイプにご記入ください（姫ヶ浜荘・約１２０名収容）※室料＋宿泊人数分の朝食

注１）姫ヶ浜荘が満室の場合は、中島島内の民宿（各艇でご予約ください）のご利用または自艇での宿泊となります。
注２）前夜祭に参加されない場合の夕食は、各艇でご準備願います。中島島内の飲食店は、大浦（徒歩２５分）になります。
注３）レース中止の場合、宿泊費用は返却いたしますが、朝食・昼食（弁当）代金は準備の都合上返却できません。
注４）宿泊先（姫ヶ浜荘）の部屋の選択は、先着順申し込みとさせていただきます。

○宿泊予約はレース参加費用をお振込前に、メール添付またはＦＡＸにて申込書をお送
りください。空室状況等確認後、すぐに折り返しご連絡いたします。宿泊等費用は予約確認後、エントリー費用・前
夜祭参加費と一緒に参加費振込口座にお振込ください。（姫ヶ浜荘が満室となる場合がございます。当日の予約追

加は、手配できない場合がありますので、宿泊はお早めにご予約をお願いいたします）

Ａタイプ （ビーチ本館和室４．５畳２部屋続き／１室定員６名） 一室料金１６，０００円（１名追加に付きふとん代１組７００円追加）
全４室※２名追加可能、但しかなり窮屈です　　　　   朝食６００円

                              　　　　　　　　　　　  （　　　室＋朝食６００円×　　　名）＝合計                       円

Ｂタイプ  （ビーチ別館和室４．５畳／１室定員４名）　一室料金１０，０００円（１名追加に付きふとん代１組７００円追加）
全４室※２名追加可能、但しかなり窮屈です　　　　   朝食６００円

                              　　　　　　　　　　　  （　　　室＋朝食６００円×　　　名）＝合計                       円

Ｃタイプ  （ビーチ別館和室／１室定員８名）　       　一室料金２１，０００円（１名追加に付きふとん代１組７００円追加）
全２室※２名追加可能、但し多少窮屈です　　　　   朝食６００円

                              　　　　　　　　　　　  （　　　室＋朝食６００円×　　　名）＝合計                       円

Ｄタイプ  （ビーチ別館和室／１室定員１０名）　       室料２４，０００円（１名追加に付きふとん代１組７００円追加）
全４室※相部屋をお願いする場合もあります 　    　  朝食６００円

                              　　　　　　　　　　　  （　　　室＋朝食６００円×　　　名）＝合計                       円

Ｅタイプ  （ハウス洋室／ベッド使用１室定員２名）　 室料１０，０００円（１名追加に付きふとん代１組７００円追加）
全４室※床使用で、１名追加可能　　　　　　　　朝食６００円

                              　　　　　　　　　　　  （　　　室＋朝食６００円×　　　名）＝合計                       円

Ｆタイプ  （ハウス洋室／ベッド使用１室定員４名）　 室料２２，０００円（１名追加に付きふとん代１組７００円追加）
全１室※床使用で、２名追加可能、専用バス付き　　 朝食６００円

                              　　　　　　　　　　　  （　      室＋朝食６００円×　　　名）＝合計                       円

１１月５日（日）昼食（弁当）  ７００円×　　　名　　　　　　　　　　   合計　　　　　　  円

申込者名 ＴＥＬ（         ）        - ＦＡＸ（         ）         -

携帯  -           -Ｅ‐ｍａｉｌ

艇名

総合計　　　　　　　　　　　円

《お申し込み書送付先》

ＦＡＸ０８９‐９１５‐１９６１ 
Ｇファクトリー内 事務局／小椋
Ｅ‐ｍａｉｌ  ｇ.ｆａｃｔｏｒｙ＠ｔｕｎｅ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊｐ  携帯０９０‐４３３９‐３１０４



ＢＷクラスチェックリスト（年間ポイントレースエントリー艇以外は提出）

※該当項目の□にチェックをしてください。
２０１７年　　　月　　　日

（オーナー署名）（艇 名）

１． メインセールの素材

　　　□ダクロン　　　□ダクロン以外（ケブラー他）

２． ジブセールの素材

　　　□ダクロン　　　□ダクロン以外（ケブラー他）

３． メインセールにファーラー使用をしているかどうか

　　　□一般的な取付（ファーラーではない）　　　

　　　□マスト巻き込みのファーラー　　　□ブーム巻き込みのファーラー

４． ジブセールにファーラー使用をしているかどうか（ファーラーでは、ジブ1枚のみ使用可）

　　　□一般的な取付（ファーラーではない）　　　□ジブファーラーにしている

５． プロペラの形態

　　　□ソリッド　　　□フォールディング又はフェザリング　　　□船外機使用

６． 船体の主たる材質

　　　□ＦＲＰ又はアルミ　　　□木　　　□鉄　　　□フェロセメン

７． スピン・ジェネカー使用の有無

　　　□スピン・ジェネカーを持っていて、使う可能性がある　　　

　　　□スピン・ジェネカーを全く使用しない（または所有していない）

　　　□計測証書が既に「スピン無し」で算出されている

８． 船齢（満船齢は２０１６年１２月３１日時点での満経過年数とします）

　　　進水年［　　　　　年］　　　満船齢［　　　　　年］（＝２０１７－進水年）
９． 船形・装備（参考にします）

　　　艇種　［　　　　　　　　　　　　　　　］（例：ＴＡＫＡＩ-３１、ＹＡＭＡＨＡ-３０Ｓ、ベネトウ３５０）
　　　全長　［　　　　　ｍ］　　喫水（深さ）［　　　    .　　    ｍ］（下２桁まで記入）
　　　排水量［　　　　　ｋｇ］（無搭載状態の値。できるだけカタログ数値を記入のこと）
　　　□ランナーがある　　□タフラフを使っている

　　　□長距離クルージング使用である　　□かなりの重量級設計である

　　　□発電器を載せている　　□レーダーを取り付けている

　　　□ロングキール（セミロングキール）である　　□木のマストである

　　　□アンカーはフルチェーンで、かつ常時バウに付けたままである

　　　□その他の特記事項［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］



第１３回　中島ヨットレース
出艇申告書

２０１７年　　月　　　日

○氏　名

○住　所

（艇 名）

（セールＮｏ．） （クラス）

（非常時連絡先）

（乗員一覧表）

○ＴＥＬ

氏  名                                                 住  所          　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ

レース中・回航中を問わず、艇と乗組員の全ての責任が自艇にあり、セーリング
競技規則および本大会に適用されるその他の規則に従うことに同意します。


