【 ２０１８ 春の関西ミドルボート選手権大会 】
≪ 参 加 推 奨 ≫
イチサンゴイースト・クァンタムジャパン・コオラウパシフィック・
ティーセーリングシステム・ノースセイルスジャパン・
マリンサービシーズ
（五十音順）
２０１８年５月２６日～２７日
兵庫県新西宮ヨットハーバー

Ｎｏｔｉｃｅ ｏｆ Ｒａｃｅ

( Ver.2 )

共同主催： 一般社団法人関西ヨットクラブ・ＪＳＡＦ加盟団体外洋内海・関西ミドルボートクラブ
協

力： 新西宮ヨットハーバー株式会社

協

賛： 株式会社ナイカイ

開 催 地： 新西宮ヨットハーバー（兵庫県西宮市西宮浜４－１６－１）
公 示 日： ２０１８年５月１０日改正版
１． 適用規則
1-1 「セーリング競技規則２０１７-２０２０（ＲＲＳ）」に定義された規則を適用する。
1-2 「ＩＲＣ Ｒｕｌｅ ２０１８」を適用する。但し、ＩＲＣ Ｒｕｌｅ ２１．１.５(ｄ)、および２２．４.２は適用しな
い。
1-3 外洋特別規定（OSR）2018-2019附則Bインショアレース用特別規定並びにOSR国内規定を適
用する。
1-4 ＲＲＳ、ＥＲＳ、及びＩＲＣ Ｒｕｌｅについては英文を正とする。
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 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。
2-3 ＩＲＣノーマル以上の２０１８年度有効なＩＲＣレーティング証書を所持していること。
2-4 乗員の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。
2-5 参加艇は本シリーズ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
入していること。
2-6 外部と交信できる有効な無線通信機器を有していること（携帯電話も可）。
2-7 レース参加艇の代表者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 レース海面は西宮沖の海域とする。
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。
４． クラス区分
4-1 クラスＡ、クラスＢの区分を実施する予定。尚、区分の基準はＴＣＣ値によるものとし、その値は
レース委員会の判断で行う。また、レース委員会の判断によりクラスＡとクラスＢの区分がなくな
る場合もある。
4-2 同型艇が３艇以上の参加があれば、ＴＣＣによるワンデザインクラスを実施する。
4-3 上記クラス区分を実施する場合は、レース初日のＡＭ９：００までに公式掲示される。
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５． 大会日程とレース概要
5-1 ５月２６日（土）

５月２７日（日）

～
～

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）
オーナーズミーティング
ビアパーティ

０９：００ ～ ０９：１０
１０：２５
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

０９：００
０９：２０
１０：５５
１６：００
１６：３０

～ ０９：２０
～

5-2 本大会は６レースを予定したシリーズとする。
5-3 １日の最大レース数はレース委員会の裁量に委ねられる。
5-4 ５月２７日（日）は１３：３０以降の予告信号は発せられない。
６． 参加料
6-1 艇参加料 は１艇 ４５,０００円、乗員参加料（ビアパーティのみ参加者含む）は１名 ２,０００円と
し、支払われた参加料は返却されない。
6-2 レイトエントリーの艇の追加参加料は２０,０００円とする。
７． 「参加申込」および「提出書類」
7-1 申込方法： 参加料を振込み後、参加申込書&誓約書、乗員登録書、及び外来艇入港申込
書（外来艇のみ）を本書7-3「申込先」へ「ｅメール」での添付、又は「FAX」にて提
出しなければならない（郵送不可）。尚、乗員登録は出艇受付時、又は出艇申告
時に修正できるものとする。また、参加申込書類は参加申込書一式のExcelファ
イルとして大会ＨＰから入手可能。
7-2 申込期限： ２０１８年５月１４日（月）１７：００とする。レイトエントリーは２０１８年５月２０日(日)
7-3 申 込 先： 関西ミドルボートクラブ事務局
eメール: office@middleboat-kansai.com
Fax :079-244-1393
7-4 振 込 先： 三井住友銀行 西宮支店 普通預金 １２７８００２
一般社団法人関西ヨットクラブ（カンサイヨットクラブ）
※振込時には艇名、又はセール番号を必ず記載して下さい。
※振込手数料は各自でご負担ください。
7-5 提出書類： 次の書類を２０１８年５月２０日(日) 迄に「ｅメール」での添付、又は「ＦＡＸ」
にて提出しなければならない。尚、ＩＲＣ証書の提出が遅れる場合には、
ＲＲＳ７８.２に従う。（ＪＳＡＦ会員証のコピーは提出無用）
（1） ２０１８年度ＩＲＣ証書のコピー
（２） 船舶検査証、船舶検査手帳（最新の履歴のわかるもの）のコピー
（３） 保険証書のコピー
８． 「Ｎｏｔｉｃｅ ｏｆ Ｒａｃｅ」 の変更と追加
「Ｎｏｔｉｃｅ ｏｆ Ｒａｃｅ」の変更および追加等は、大会ＨＰに掲載する。
９． 「ＳＡＩＬＩＮＧ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮＳ」 の交付
「ＳＡＩＬＩＮＧ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮＳ」は２０１８年５月１３日（日）までに大会ＨＰに掲載する。
１０． 得点およびシリーズの成立
10-1 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。
10-2 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。
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１１． 無線通信
ＶＨＦ無線７２ｃｈは、レース委員会がレース運営に使用する。従って、レース艇はＶＨＦ無線７２ｃｈの
受信以外に使用してはならない。但し、緊急の場合はこの制限を除外する。
１２． メディアおよび電子機器
当大会においては下記のメディア規定を定める。
12-1 大会に参加することにより、参加者は、大会期間中の競技者の動画と録音、テープ、テレビ、
オーディオおよびその他の複製物を作成、使用、公開する権利を、対価なしに、大会実行委
員会およびスポンサーに自動的に供与するものとする。
12-2 この目的のため、艇はレースエリアで通信できるスマートフォン（ＧＰＳ機能付き）を搭載しなけ
れば ならない。
１３． 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。
１４． 上架の制限と泊地
14-1 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。
14-2 参加艇の新西宮ヨットハーバー係留費は５月１９日（土）～６月３日（日）の期間無料とする。
１５． 支援艇
レース艇は支援艇の使用を禁止する。
１６． 安全規定
16-1 個人用浮揚用具
16-1-1 参加艇は、OSR付則B インショアレース用特別規定 5.01.1およびOSR国内規定 5.01.1
に規定された個人用浮揚用具（ライフジャケット）を装備しなければならない。JSAF登録
艇に装備する個人用浮揚用具は、国土交通省型式承認TYPE Aか同等品 (認証・桜マ
ーク付き）またはISO12402-2(Level 275)、3(Level 150)、4(Level 100)、5(Level 50)いずれ
かの適合品でなければならない。
16-1-2 レースのためハーバーエリアから出港後、レース終了後ハーバーエリアに帰港する間、
個人用浮揚用具（ライフジャケット）を着用しなければならない。これは第 4 章前文を変
更している。個人用浮揚用具はすべての着衣の上に装着すること。 レース委員会また
はプロテスト委員会がこれに違反している艇を目撃した場合、警告を発する場合がある。
１７． 賞
17-1 総合第１位より第３位までの艇に賞を授与する。尚、クラスＡ・Ｂの区分が実施されな
かった場合は、総合第４位より第６位の艇にも賞を授与する。
17-2 クラスＡとクラスＢの区分が実施された場合は、クラスの第１位より第３位までの艇に
賞を授与する。
17-3 ワンデザインクラスが実施された場合は、クラス第１位の艇に賞を授与する。
１８． 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。ＲＲＳ４「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。
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１９． レース本部及びその所在
19-1 「兵庫県西宮市西宮浜 4-16-1」 所在の 「関西ヨットクラブ」 内とする。
19-2 設置期間は、２０１８年５月２６日(土)から５月２７日(日)までの２日間とする。
２０． 「問い合わせ先」および「大会ＨＰ」
関西ミドルボートクラブ事務局
Ｔｅｌ. 090-9703-2284 （ＫＭＣ事務局 田中宏昭）
ｅメール office@middleboat-kansai.com
大会ＨＰ http://middleboat-kansai.com/index.php/2018spr_cmp/
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