JSAF外洋西内海

広島フリート・年間ポイントレース

大会名
主催
レース運営
期日
場所

2022年度 広島フリート・年間ポイントレース
JSAF外洋西内海
下記,日程表のとおり（各ラウンド担当）
2022年4月25日（日）〜11月6日（日）
広島湾・（詳細は帆走指示書に記載）

＜レース公示 ・ NOR＞

1. 適用規則
1.1 国際セーリング競技規則(RRS 2021-2024)に定義された規則。
1.2 2022 ORC Rules（ORCCクラス）、2022 IRC Rule（IRCクラス）。
2. 帆走指示書帆走指示書は、4月18日以降にJSAF外洋西内海ホームページ上に
掲載し、申込者へメール送付する。

http://www.nishinaikai.com

3. コミュニケーション
!!!!!!!!!"#$%&'()*+,-./01$234566789:;<=:>:?@!

4. 参加資格及び申し込み
申込期限 2022年4月12日（月）必着でお願いします。
4.1 全長6m 以上のモノハル・クルーザーヨットで、乗員が2名以上であること。
4.2 有効な船検証、小型船舶操縦士免許を取得していること。法定備品を積載してい
る こと。
4.3 ヨット保険（賠償・搭乗者傷害・レース中も担保）に加入していること。
4.4 ORCCクラス及びIRCクラスは、2022年度の有効なレーティング証書を有してい
ること。IRCは「エンドースド（Endorsed）」「ノーマル (Normal) 」のどちらでも可。
BWクラスはできるだけレイティングの取得をお願いします(任意)。
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5. 日程表
5.1 全11ラウンド .18レース※日程変更の場合があります。詳細は各帆走指示書を確

!!!!!!!!!!!! 認のこと。
CD.!EFGH&-IAAJAKG-.LGMNO$PQRQSTUVW$XQYZ[\]^^
^^^^!_`,:abcd,ef.TUVWg?hi@jQXQY&klhmn@!

!!!!!!!!!
※ 年間ポイントレース艇長会議は行いません。
No

ラウンド名

日

程

レース運営

1

ソーセージ

4月24日(日)

広島F

2

ソーセージ

5月15日(日)

広島F

3

クレイトンベイカップ

5月28,29日(土日)

4

宮島一周レース

7月18日(祝)

宮島F

5

ソーセージ

7月31日(日)

広島F

6

河上徹太郎ヨット競技大会

9月11日(日)

宮島F

7

瀬戸内海横断レース

9月18日(日)

西内海

8

松山オレンジカップ

9月19日(祝)

松山F

9

ソーセージ

10月9日(日)

広島F

10

くらはし杯

10月30日(日)

呉F

11

ソーセージ

11月6日(日)

広島F

予備日

ソーセージ

11月13日(日)

広島F

予備日

ソーセージ

11月20日(日)

広島F

呉F

6. コース
各ラウンドのコースの詳細は、帆走指示書に明記します。ソーセージラウンドについて
は、上下合計4レグのソーセージコースとして、全クラス一日、最大2レースを行う予定
です。

7. クラス
7.1 クラスは、ORCCクラス・IRCクラス・BWクラスとします。
7.2 各クラスの成立は参加3艇以上とします。また、参加艇数によっては、A・Bクラス
分けすることがあります。その場合は、独立したクラスとして順位・得点を付与し
ます。
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7.3 ORCCクラスとIRCクラスのダブルエントリーが可能です。

8. 順位および時間修正システム・得点・大会の成立
8.1 シリーズは、11ラウンドで計18レースで構成される。3ラウンドの完了をもってシ
リー ズの成立とします。
8.2 各ラウンドは1レースの完了をもって成立する。
8.3 年間ポイントレースに参加していない艇（スポット参加）が参加したレースについ
て は、各レースの得点計算を行った後、年間ポイントレースに参加していない艇
のフィニッシュ順位を除外して、そのレースの得点を決定します。これは付則A4を
変更している。
8.4 シリーズの合計得点は、成立したレースの得点の合計から、付則A2に基づき成立
したレース数に0.3を乗じたレースの数だけ、悪いものから得点を除外し決定しま
す。
8.5 シリーズの各レースの得点は、付則A5.3を適用します。
スタートエリアに来た艇････････････スタートエリアに来た艇数 +1
スタートエリアに来なかった艇･･････年間ポイントレース参加艇数+1
8.6 レースの順位は、各クラス毎に修正時間を算出し順位を決定します。
a) ORCC クラスは、 Time On Time による修正時間（秒単位）により順位を決定しま
す。 同修正時間の場合は､Time On Time 値の小さい艇を上位とします。
b) IRC クラスは、各艇の所要時間にTCCを乗じた修正時間（秒単位）により順位を決定
します。 同修正時間の場合は､ TCC値の小さい艇を上位とします。
c) BW クラスは、レース委員会が定めたレーティングを各艇の所要時間に乗じた修正
時間（秒単位）により順位を決定します。同修正時間の場合は､レーティング値の小
さい艇を上位とします。
8.7 中止となったラウンドがある場合、シリーズ終了後に中止となったラウンド数に応じ
て、合計得点に各ラウンドにボーナスポイントを与えてシリーズ得点を算出し、総
合成績を決定します。詳細については、シリーズ完了までにホームページにアップ
します。
※参加艇の都合で、年間ポイントレースと異なったクラスに参加した場合「DNC」としま
す。

9. ペナルティ-方式
RRS44.1を変更、2回ペナルティーを1回転ペナルティーに置き換えます。

10. 各ラウンドの・帆走指示書・成績発表
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o 各ラウンドの帆走指示書、ならびに レースに関する変更、追加及び績発表は、JSAF

外洋西内海ホームページに掲載及び申込者へメール送付いたします。
http://www.nishinaikai.com

11. レーティングの変更
• ORCC・IRCクラスにおいて、年度の途中でレーティング値に変更があった場合は、速

やかに新しいレーティング証書をレース委員会に提出して下さい。変更申請後、当該
レースまでに証書が間に合わない場合は、従前レーティングに収まる仕様にて参加し
て下さい。異なる仕様の場合は「DNC」となります。
• BWクラスは、仕様を変更した場合には速やかにレース委員会に変更点を連絡して

下さい。

12. 艇の変更
o 期間中における艇の買い換え等は、同一クラス（A・B分けを含む）に留まる場合はそ

れまでのポイントを有効とします。 ※ チャーター艇等での参加はポイントレース対
象となりません。

13. 表彰
13.1 年間の総合成績によって、各クラス毎に1位〜3位を表彰します。ただし、各クラ
ス共に、参加が3艇の場合は1位のみの表彰とします。
13.2 各ポイントレースのラウンドの表彰式は行わず、年間ポイントレースの表彰式を
2022年12月（未定）夕刻に広島観音マリーナ・オーナーズルームにて行う予定
です。

14. リスク・ステートメント
RRS 3 には『レースに参加するか、またはレースを続けるかについての艇の決定の責任
は、その艇のみ にある。』とある。大会に参加することによって、それぞれの競技者セー
リングには内在するリスクが あり、潜在的な危険を伴う行動であることに合意し、認める
ことになる。これらのリスクには、強風、荒れた海、天候の突然の変化、機器の故障、艇
の操船の誤り、他艇の未熟な操船術、バランスの悪い不安 定な足場、疲労による傷害
のリスクの増大などがある。セーリング・スポーツに固有なのは、溺死、心的 外傷、低
体温症、その他の原因による一生消えない重篤な傷害、死亡のリスクである。
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15. コロナ感染関係に関して
15.1 「感染防止のためのチェックリスト」を遵守し、その申告書を出艇申告時に提出す
る こと。「感染防止のためのチェックリスト」は、後日、JSAF外洋西内海ホーム

ページより入手できる。
15.2 新型コロナウイルス感染状況により、JSAF外洋西内海ホームページにて参加
要件を追加することがある。

16. 問い合わせ
JSAF外洋西内海 広島フリート・村瀬哲也まで、できるだけE-Mailでお願いします。
E-Mail：jpn304bagus@gmail.com

・携帯：090-1184-1956

17. 参加申込み
17.1 提出書類
• a) 2022年度年間ポイントレース参加申込書
• b) 本年度有効なレーティング証書のコピー（ORCC、IRCは必須。BWは任意）
• c) ヨット保険証書（レース中も担保されること）のコピー

上記書類をE-Mail（ PDFまたはJPEGにして添付）で送って下さい。
E-Mail：jpn304bagus@gmail.com
17.2 参加料（振込人名に必ず「艇名」を明記して下さい。例→｢バグース ムラセ｣
• ORCC・IRC・BW 各クラス年間エントリー 15,000円
• ORCCとIRCのダブル年間エントリー

17,000円

※「ソーセージ」のスポット参加は@3,000円。その都度、運営艇に支払って下さい。

17.3 申込期限 2022年4月12日（月）必着でお願いします。
o ［注］ レーティング証書がレース前日までに間に合わない場合、当該レースは

「DNC」とします。

o 【参加費用振込口座】 送金手数料はご負担ください

広島銀行 安芸府中 支店 ・ 普通 3404299
ヒロシマセーリングスクール
以上
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＜2022年度 広島フリート・年間ポイントレース参加申込み書＞

2022年

月

日

私は本ヨットレースに参加するに当たり、公示・帆走指示書、及び本大会に適用される全
ての規則に従う事に同意します。艇並びに乗員の損傷については全て艇長（オーナー）の
責任において処理し、主催者及び関係者に何ら責任を追求しないことを誓約します。

qオーナー氏名 (署名)

Tel：

q住所；
q艇 名；
q艇 種；
q参加クラス ・ORCC ・IRC

・BW

（まるで囲ってください）

qSail No.
q成績送り先メールアドレス；
qご担当者の連絡先；
氏名

Tel (携帯)
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