第 31 回 エリカカップヨットレース T.YAMAMOTO

外洋東海

2018 レース公示

Part 1 本レース公示は下記すべてのレースに適用される
本レース公示は下記すべてのレースに適用される。
1.1 レーススケジュール
レース名

レース日程

クラス

第 26 回 三河湾周遊レース

4/1

IRC, TRS,
TRS WH

第 43 回 五ヶ所湾合同レース

5/3

IRC, TRS

開催場所・コース

距離(NM)
距離

係数

マリーナ東海

28

1.0

衣浦→五ヶ所湾

50

1.0

第 32 回 エリカカップ
エリカカップヨットレース
レース

5/19・20

TRS(IRC
IRC), WH

ラグナマリーナ沖

ショート

1.0

第 59 回 パールレース

7/26～29

IRC(ORC),
(ORC), WH

五ヶ所湾 → 江の島

180

1.5

8/26

TRS(IRC),
TRS(IRC) WH

ラグナマリーナ沖

ショート

1.0

ラグーナ・デニスコナーカップ
ラグーナ・デニスコナーカップ(第
第 29 回)
第 43 回 東海チャンピオンシップ

10/6～8

IRC

ラグナマリーナ沖

シリーズ

2.0

第 1 回 TRS ディスタンスカップ

10/7

TRS

ラグナマリーナ沖

ショート

1.5

ＩＲＣ、ＴＲＳ双方の部門設定するレースにおいて、ＩＲＣとＴＲＳのダブルエントリーは出来ない。
ＴＲＳ(ＩＲＣ
ＩＲＣ)のレースは、ＴＲＳで実施する。ＩＲＣ証書所有艇で希望する艇は、ＩＲＣの成績も算出し年間成績に反映す
のレースは、ＴＲＳで実施する。ＩＲＣ証書所有艇で希望する艇は、ＩＲＣの成績も算出し年間成績に反映す
るが、表彰は行わない
は行わない。
1.2 規則
20 (RRS)に定義された規則を適用する。
に定義された規則を適用する。
1.2.1 セーリング競技規則 2017－2020
1.2.2 IRC 規則 2018PartA,B
PartA,B 及び C を適用する。
1.2.3 TRS を適用する。
1.2.4 外洋特別規定 2018
8-2019 および OSR 国内規定
国内規定を適用する。
。
1.2.5 日没から、
から、日出までの間は
までの間は RRS Part2 に変えて国際海上衝突予防法及び国内規則を適用
に変えて国際海上衝突予防法及び国内規則 適用する。
1.2.6 本レース公示 Part.2 で示された場合 各レガッタ専用のレース公示を適用する。
各レガッタ専用のレース公示を適用する
*ただし本レース公示
ただし本レース公示 1.７ 年間レース成績は外洋東海登録艇にはすべて適用する。
年間レース成績は外洋東海登録艇にはすべて適用
1.3 責任の所在
全ての艇、参加
参加者は自分自身の責任で
者は自分自身の責任でレース
レースに参加する。主催団体は
に参加する。主催団体は
に参加する。主催団体はレース前後、期間中に生じた物
前後、期間中に生じた物
1.3.1 RRS.4 に基づき、全ての艇、
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。
1.3.2 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、その艇にのみある。
1.3.3 誓約書に艇長がサインをするということは艇における全ての参加者が誓約書に同意したことである。
1.4 参加資格
1.4.1 全部門共通
1.4.1.1 JSAF が発行する有効なセイルナンバーを有する艇
1.4.1.2 レース毎の乗員が 3 名以上である艇（ダブルハンド部門を除く）
名以上である艇（ダブルハンド部門を除く）
IRC 部門、TRS
TRS 部門共に、オーナー（共同オーナー艇は代表者）が乗艇している場合、特例として非会員 2 名を会員扱いと
する。
。
（ただしパールレースは除
（ただしパールレースは除く）
1.4.2 IRC 部門
1.4.2.1 本レース公示 Part.2 に示されてい
ている各レガッタの
る各レガッタの JSAF--OSR を満たしている艇
1.4.2.2 全ての乗員が
全ての乗員が外洋
外洋東海会員（もしくはそれに準ずる団体）
（もしくはそれに準ずる団体）
（もしくはそれに準ずる団体）であること
学生の JSAF 会員（県連等）は外洋東海会員と同様に扱う
1.4.3 TRS 部門
1.4.3.1 艇長は外洋
艇長は外洋東海会員であること
会員であること
1.4.3.2 本レース公示 Part.2 に示されている各レガッタの JSAF--OSR を満たしている艇
1.4.3.3 乗員のうち少なくとも 2 名以上が外洋加盟団体会員であること
学生の JSAF 会員（県連等）は外洋東海会員
会員（県連等）は外洋東海会員と同様に扱う
と同様に扱う
1.4.4 WH 部門
1.4.4.1 乗員
乗員は外洋東海会員であること
は外洋東海会員であること

1.5 参加申し込み
参加申し込み（DP.NP）
1.5.1 参加資格のある艇は、下記の書式を完成させ、必要な参加料とともに 1.5.2 の書類を Part
Part.2 に示される期限までに
に示される期限までに
外洋東海 帆走委員会 sailing@tosc.jp へ送付することにより参加申し込みをすることができる。

1.5.2 提出書類
書類一覧

書類の種類

提出時期

乗員登録書

レイトエントリー締め切りまでに

JSAF 会員証
会員証(コピー)または会員証明書
または会員証明書

レイトエントリー締め切りまでに

JSAF 外洋特別規定申告書（
外洋特別規定申告書（IRC 部門のみ）

レイトエントリー締め切りまでに

出艇申告書

出艇申告時

誓約書

出艇申告時
*外洋東海会員は会員証のコピーは不要
外洋東海会員は会員証のコピーは不要
*参加申し込み期限、参加料は本レース公示
参加申し込み期限、参加料は本レース公示 Part.2 に記載される
る。

1.5.3 振込先
三菱東京 UFJ 銀行 大津町支店 普通預金 1486375
ｼﾞｴｲｻﾌｶﾞｲﾖｳﾄｳｶｲ ｲｯﾊﾟﾝｶｲｹｲ ｶﾜﾁﾐﾁｵ JSAF 外洋東海 一般会計 河内道夫
1.6 帆走指示書（
（NP）
帆走指示書は各レースのエントリー締め切りの翌日に
は各レースのエントリー締め切りの翌日に Web サイトに案内される。
サイトに案内される
1.7 年間レース集計
集計
1.7.1 下記の年間レース
年間レース 基本点表 に基づき本レース公示 1.1 に示された各レースの係数を掛け算出する
に示された各レースの係数を掛け算出する。
基本点表に含まれないペナルティが発生した場合は外洋東海にて決定する。
順位

得点

順位

得点

1

10

以降

3

2

8

3

7

DNF/RET

2

4

6

DSQ/DNS

2

5

5

OCS/BFD

2

6

4

DNC

1

1.7.2 IRC 部門
1.7.2.1 本レース公示 1.1 に示された全てのレースの得点を集計する
に示された全てのレースの得点を集計する。
レースの得点を集計する
1.7.2.2 総合得点が同一の場合、東海チャンピオンシップレースの結果により順位を確定する。
総合得点が同一の場合、東海チャンピオンシップレースの結果により順位を確定
。
1.7.3 TRS 部門
三河湾周遊レース、五ヶ所湾合同レース、エリカカップヨット
三河湾周遊レース、五ヶ所湾合同レース、エリカカップ ヨットレース、ラグーナ・デニスコナーカップ
ラグーナ・デニスコナーカップ、TRS
ラグーナ・デニスコナーカップ TRS ディスタンスカップの計
ディスタンスカップ
5 レース
を集計する。
1.7.4 WH 部門
三河湾周遊レース、エリカカップレース、ラグーナ・デニスコナーカップ
ラグーナ・デニスコナーカップ、TRS ディスタンスカップ
ディスタンスカップの計 4 レースを集計する。

1.8 参加艇の制限
参加艇の制限（DP.NP）
通信：レース中いかなる通信形態・情報内容も RRS.41 の外部の援助には該当しないこととする。
1.9 賞
各レース・各部門とも 1 位～3
位～ 位を表彰する。但し参加艇が少数の場合減ずる場合がある。
1.10 保険（DP.NP
DP.NP）
有効な第三者賠償責任保険をかけていること。
有効な第三者賠償責任保険をかけていること
問い合わせ先
JSAF 外洋東海 帆走委員会
E-mail:sailing@tosc.jp
mail:sailing@tosc.jp

JSAF 外洋東海

2018 レース公示

Part.2
Part.2-1

第 26
2 回 三河湾周遊レース
【主 催】JSAF
JSAF 外洋東海
【協 力】幡豆フリート
力】幡豆フリート、㈱マリーナ東海
、㈱マリーナ東海
【開催日】201
【開催日】2018/04/01
【開催地】マリーナ
【開催地】マリーナ東海・三河
・三河湾
2.1 レースは 本レース公示 Part1、およ
および Part2--1 に従い行われる。
2.2 参加資格
：

IRC

外洋特別規定はモノハルカテゴリー
外洋特別規定は
モノハルカテゴリー4
4 及び OSR 国内規定とする。
国内規定とする。

TRS・
・WH： 外洋特別規定は付則
外洋特別規定は
B インショアレース特別規定及び
インショアレース特別規定
OSR 国内規定とする
とする。
2.3 部門および参加料
び参加料
IRC、
、TRS、WH
各部門の合計が 10 艇以上参加でレースを開催する。
参加料：全部門共通

10,000
,000 円 レイトエントリー 15,000 円

2.4 レース日程
3月

5 日（月）

エントリー受付開始

3 月 26 日（月）

エントリー締め切り

3 月 28
8 日（水）

レイトエ
レイトエントリー締め切り
ー締め切り

〃

書類提出期限

4 月 1 日 （日）06:45
06:45～07:15
07:15

出艇申告：マリーナ東海

4 月 1 日 （日）07:00
07:00～

艇長会議：マリーナ東海

4 月 1 日 （日）08:55
08:55

スタート予告信号

4 月 1 日 （日）17:00
17:00

タイムリミット

2.5 レースエリア
レースエリアおよびコース
びコース
スタートエリア：
スタートエリア：マリーナ東海
東海沖
フィニッシュエリア：
フィニッシュエリア：マリーナ
マリーナ東海沖
コースはスタートエリアから豊橋マーク、佐久島を回るコースとします。
コース詳細は帆走指示書で示され、当日の天候により 4 月 1 日((日) 07:00 までに
までにレース本部の
レース本部の
公式掲示板に
公式掲示板に掲示される
掲示される。
2.6 表彰式
成績はレース終了後、
成績はレース終了後、Web 上に掲示する
上に掲示する。
表彰式は
表彰式はエリカカップヨットレース前夜祭
エリカカップヨットレース前夜祭
エリカカップヨットレース前夜祭(5/19)において行う
において行う

JSAF 外洋東海

2018 レース公示

Part.2-2
Part.2

第 43
3 回 五ヶ所湾合同
五ヶ所湾合同レース
レース
【主

催】JSAF 外洋東海

【協 力】衣浦武豊フリート、衣浦ヨットクラブ、
力】衣浦武豊フリート、衣浦ヨットクラブ、㈱
㈱志摩ヨットハーバー
志摩ヨットハーバー
【開催日】
【開催日】2018/05/02/
8/05/02/～2018/05/03
2018/05/03
【開催地】衣浦湾～五ヶ所湾
2.1 レースは 本レース公示 Part1 および
およ Part2-2
2 に従い行われる。
2.2 参加資格
IRC

外洋特別規定はモノハルカテゴリー
モノハルカテゴリー4 及び OSR 国内規定とする。
とする。

TRS

外洋特別規定は
外洋特別規定は付則
B インショアレース特別規定
インショアレース特別規定及び OSR 国内規定
国内規定とする。

2.3 部門および参加料
び参加料
IRC およ
および TRS
各部門の合計が 10 艇以上参加でレースを開催する。
参加料：全部門共通

20,000
,000 円

参加料に懇親会費用 3 名分を含んでいる。追加は
名分を含んでい 。追加は 1 名あたり 3,000 円
2.4 レース日程
4月

3 日（火）

エントリー受付開始

4 月 26 日（木）

エントリー締め切り

〃

書類提出期限

5月

2 日（水）19:30
19:30～20:00
20:00

出艇申告：
出艇申告：衣浦ヨットクラブ
衣浦ヨットクラブ

5月

2 日（水）20:00
20:00～

艇長会議：
艇長会議：衣浦ヨットクラブ
衣浦ヨットクラブ

5月

3 日（木）01:55
01:55

スタート予告信号

5月

3 日（木）16:30
16:30

タイムリミット・懇親会
タイムリミット・懇親会：志摩ヨットハーバー
：志摩ヨットハーバー

※今回
※今回レイトエントリー
レイトエントリーは受け付けない
は受け付けない
帆走指示書は 4/27(金)に案内
4/27( に案内する。これは本公示
する。これは本公示 Part1.6 を変更している。
2.5 レースエリア
レースエリアおよびコース
びコース
衣浦港沖（スタート）→五ヶ所湾口（フィニッシュ） 約 50 海里
安全のため、沖の瀬浮標 東側並びに伊良湖水道は通過禁止とする。
東側並びに伊良湖水道は通過禁止とする
帆走指示書にて規定する定置網より内側への進入も禁止とする。
2.6 公式掲示板
衣浦ヨットクラブ並びに Web
eb 上に公式掲示
上に公式掲示する。
2.7 表彰式
成績はレース終了後、
成績はレース終了後、Web 上に掲示する。
表彰式は
表彰式はエリカカップヨットレース前夜祭
エリカカップヨットレース前夜祭
エリカカップヨットレース前夜祭(5/19)において行う
において行う

JSAF 外洋東海

2018 レース公示

Part.2
Part.2-3

第 32 回 エリカカップヨットレース
【主

催】JSAF 外洋東海

【後

援】蒲郡市

【協

力】㈱ラグナマリーナ
ナマリーナ・ラグナマリーナヨットクラブ
・ラグナマリーナヨットクラブ

【開催日】
【開催日】2018/05/19
8/05/19～05/20
05/20
【開催地】三河湾
2.1 このレースは
このレースは本公示 1.2.7 に基づき『第 32 回 ERIKA CUP YACHT RACE レース公示』に従い行われる。
*以下 エリカカップ専用レース公示
2.2 エリカカップ専用レース公示はレース開催の大よそ 1 ヵ月前に Web 上で公開される。
2.3 レース日程（
レース日程（*正式な内容
正式な内容はエリカカップ専用レース公示にて確認してください
はエリカカップ専用レース公示にて確認してください
はエリカカップ専用レース公示にて確認してください。）
5月

7 日（月）
〃

エントリー締め切り
書類提出期限

5 月 12 日（土）

レイトエントリー
レイトエントリー締め切り

5 月 19 日（土）1
14:00～15:00
:00

出艇申告

5 月 19 日（土）15
15:00～

艇長会議

5 月 20 日（日）09
09:55

スタート予告信号

5 月 20
0 日（日）レース終了後
レース終了後

表彰式

2.4 泊地
無料係留期間を設定する予定
エリカカップ専用レース公示を確認してください。
エリカカップ専用レース公示を確認
ください。

JSAF 外洋東海

2018 レース公示

Part.2
Part.2-4

第 59 回 パールレース
【共同主催】 公財)ＪＳＡＦ、
【共同主催】(公財
ＪＳＡＦ、JSAF 外洋東海、外洋湘南
【協

力】㈱志摩ヨットハーバー・ヴィーヴルオーシャンクラブ
（一社）江の島ヨットクラブ
（一社）江の島ヨットクラブ

【開 催 日】2018/07/26
8/07/26～07/29
07/29
【開 催 地】五ヶ所湾～利島→江の島
2.1 このレースは
このレースは本公示 1.2.7 に基づき『第
に基づき
59 回 パールレース レース公示』に従い行われる。
*以下 パールレース専用レース公示
2.2 パールレース専用レース公示はレース開催の大よそ 1 ヵ月前に Web 上で公開される。
2.3 レース日程（
レース日程（*正式な内容
正式な内容はパールレース専用レース公示にて確認してください
はパールレース専用レース公示にて確認してください
はパールレース専用レース公示にて確認してください。）
7 月 13
3 日（金）
〃

エントリー締め切り
書類提出期限

7 月 26
6 日（木）13:30
13:30～14:30
14:30

出艇申告

7 月 26
6 日（木）14:30
14:30～

艇長会議

7 月 27
7 日（金）1
10:55

IRC・
・ダブルハンドクラス
ダブルハンドクラス スタート予告信号

JSAF 外洋東海

2018 レース公示

Part.2
Part.2-5

ラグーナ・
ラグーナ・デニスコナーカップヨットレース
デニスコナーカップヨットレース （第 29
9 回）
【主

催】JSAF
JSAF 外洋東海

【協

力】㈱
㈱ラグナマリーナ、
ナマリーナ、ラグナマリーナヨットクラブ
ラグナマリーナヨットクラブ

【開催日】201
2018/08/26
【開催地】三河湾
2.1 このレースは
このレースは本公示 1.2.7 に基づき『ラグーナ・デニスコナーカップヨットレース
に基づき『ラグーナ・デニスコナーカップヨットレース 2018 レース公示』に
レース公示
従い行われる。
*以下 ラグーナ・デニスコナーカップヨットレース専用レース公示
2.2 ラグーナ・デニスコナーカップヨットレース
グーナ・デニスコナーカップヨットレース
グーナ・デニスコナーカップヨットレース専用レース公示はレース開催の大よそ
専用レース公示はレース開催の大よそ 1 ヵ月前に Web 上で
公開される。

JSAF 外洋東海

2018 レース公示

Part.2
Part.2-6

第 43 回 東海チャンピオンシップ
【主 催】JSAF
JSAF 外洋東海
【協 力】㈱ラグ
ラグナマリーナ
ナマリーナ ラグナマリーナヨットクラブ
【開催日】
【開催日】2018/10/
8/10/06～08
08
【開催地】三河湾
2.1 レースは本レース公示 Part1 および
び Part2-6 に従い行われ
に従い行われる。
る。
2.1.1 レース公示の追加
1.2.2 IRC Rule 201
2018Part A,B および
およ C に下記を追加する
に下記を追加する。これは
これは IRC Rule 21.1.5(d)
21.1.5(d)を変更している
を変更している。
。
『艇に搭載するセイルの変更を認める』
2.2 参加資格

外洋特別規定 モノハルカテゴリー 4 及び OSR 国内規定とする。

2.3 部門および参加料
び参加料
IRC
参加料：
参加料：LH
〃
〃
〃

8ｍ
8ｍ
10ｍ
12ｍ

未満
未満
以上 10ｍ未満
以上 12ｍ未満
未満
以上

33,000 円
37,000 円
41,000 円
49,000 円

*レイトエントリーは
レイトエントリーは 5 割増

2.4 レース日程
9 月 07 日（金） エントリー受付開始
9 月 28 日（金） エントリー締め切り
〃
書類提出期限

10 月 01 日（月）
レイトエントリー締め切り
10 月 06 日（土）07:30～08:00
日（土）
08:00 出艇申告：ラグナマリーナ
10 月 06 日（土）08:00～
日（土）
艇長会議：ラグナマリーナ
10 月 06 日（土）09:55
日（土）
スタート予告信号（インショアレース）
10 月 07 日（日）07:45～08:15
日（日）
08:15
出艇申告
10 月 07 日（日）08:15～
日（日）
スキッパーブリーフィング
10 月 07 日（日）08:55
日（日）
スタート予告信号（ディスタンスレース）
10 月 08 日（月）07:30～08:00
日（月）
08:00
出艇申告
10 月 08 日（月）07:45～
日（月）
スキッパーブリーフィング
10 月 08 日（月）08:55
日（月）
スタート予告信号（インショアレース）

およびコース
2.5 レース数およ
インショアレース 最大 7 レース、ディスタンスレース
レース ディスタンスレース 1 レース
コースは三河湾から佐久島もしくは梶島沖のマークを回るコースとする。
コース詳細は帆走指示書で示され、当日の天候により 10
1 月 7 日 7:45
45 までに公式掲示板に掲示され
までに公式掲示板に掲示される。
。
2.6 得点
得点係数 インショアレース:1.0
インショアレース:1.0 、ディスタンスレース
ディスタンスレース:1.25
ディスタンスレース
シリーズは 2 レース以上で成立とする。
レース以上で成立
インショアレースが 5 レース以上成立した場合は
レース以上成立した場合は、各艇のインショアレースにおける最も悪い得点を
各艇のインショアレースにおける最も悪い得点を
除外した合計とす
除外した合計とする
る。
2.7 停泊
第１レース終了後から最終日の出航までは指定されたバースに係留すること
第１レース終了後から最終日の出航までは指定されたバースに係留
2.8 上架
修理などで
修理などでやむを得ず上架する場合は
やむを得ず上架する場合は、事前にレース委員会の許可を得ること
やむを得ず上架する場合は 事前にレース委員会の許可を得ること
2.9 表彰式
表彰式は年末パーティーで行う

JSAF 外洋東海

2018 レース公示

Part.2
Part.2-7

第 1 回 TRS ディスタンスカップ
【主 催】JSAF
JSAF 外洋東海
【協 力】㈱ラグ
ラグナマリーナ
ナマリーナ ラグナマリーナヨットクラブ
【開催日】
【開催日】2018/10/0
2018/10/07
【開催地】三河湾
2.1 レースは本レース公示 Part1 および
び Part2-7 に従い行われる。
2.2 TRS・WH
WH：外洋特別規定は
：外洋特別規定は付則
付則 B インショアレース特別規定
インショアレース特別規定及び
及び OSR 国内規定
国内規定とする。
。
2.3 部門および参加料
び参加料
TRS 部門および WH 部門
各部門の合計が★艇以上参加でレースを開催する。
参加料：
参加料：TRS15,000
000 円
、WH
WH 部門 5,000
000 円 、レイトエントリーは
レイトエントリーは 5 割増
2.4 レース日程
9 月 07 日（金）
9 月 28 日（金）
〃
10 月 01 日（月）
10 月 07 日（日）07:
07:45～08:15
15
10 月 07 日（日）08:15
08:15～
10 月 07 日（日）0
09:20
10 月 07 日（日）16:30
16:30

エントリー受付開始
エントリー締め切り
書類提出期限
レイトエントリー締め切り
出艇申告
艇長会議
スタート予告信号（ディスタンスレース）
タイムリミット

2.5 コース
コースは三河湾から佐久島もしくは梶島沖のマークを回るコースとする。
コース詳細は帆走指示書で示され、当日の天候により 10 月 7 日 7:45
45 までに公式掲示板に掲示され
までに公式掲示板に掲示される。
。
2.6 表彰式
表彰式は年末パーティーで

