2018 年 6 月 16 日
ＫＦＲ参加艇 各位
ＫＦＲ参加ゲスト艇 各位
小網代ヨットクラブ レース委員会
レース委員長 野村 政司

2018 年７月のＫＦＲについて
平素より、小網代フリートレースの運営に際しまして､多大なご協力を賜り、厚くお礼申
し上げます。
さて、7 月のＫＦＲは７月１5 日となり、
「S.Y.C.相模湾オープンヨットレース」との合
同レースとなります。
ダブルエントリー方式を採用いたしますので、S.Y.C.相模湾オープンヨットレースとＫＦ
Ｒの両方のレースに参加できることになります。レーティングについては、シーボニア レ
ーティング（エントリー後に決定通知されます）
、ＫＦＲは通常通り小網代レーティングを
使用いたします。両方のレースにダブルエントリーする艇はシーボニアレーティングと小
網代レーティングの二つを有し、それぞれ順位をつけ表彰の対象になります。また、S.Y.C.
相模湾オープンヨットレースでは、各クラス表彰があり、当日 17:00 から表彰式・パーテ
ィーがあります。(パーティー参加費はエントリー費に含まれております)ぜひ多数の艇にダ
ブルエントリーをしていただき、大会を盛り上げていただきますようよろしくお願い申し
上げます。
なお、
［ＫＦＲだけに参加の艇はスタート時刻とレースコースが変わるだけで、通常通り
の参加費で参加できます。順位は小網代レーティングにより算出します。
（帆走指示書は別
途 7 月 10 日頃までに KYC サイトに UP いたします。）
］
■タブルエントリー艇は下記へ連絡ください。
当日の混乱を避ける意味で、予め、ダブルエントリーか、ＫＦＲのみ参加かを確定してお
きたいので、S.Y.C.相模湾オープンヨットレース 2018 への正式エントリーとは別に、
７月 6 日（日）までに下記の

小網代フリートレース委員会

ますようお願いいたします。
（E メールでお願いいたします）
（小網代ヨットクラブ KFR 事務局

野村 政司）

Ｅ-mail：KFR_iinkai@koaziroyc.jp
E メールで連絡いただく際、以下の内容を含めてください
① 艇名
② セール No
③ 艇長名（連絡代表）

まで､申込みをしていただき

＜ 主な留意点＞
（１） レース参加費
ダブルエントリー艇 ※KFR 参加費含む
26 フィート以下：12,000 円

(1 名以上の JSAF 外洋系会員が乗艇する艇)

JSAF 外洋系 会員が乗艇しない艇は 15,000 円

30 フィート未満：15,000 円

(1 名以上の JSAF 外洋系会員が乗艇する艇)

JSAF 外洋系 会員が乗艇しない艇は 18,000 円

40 フィート未満：18,000 円

(1 名以上の JSAF 外洋系会員が乗艇する艇)

JSAF 外洋系会員が乗艇しない艇は 21,000 円

40 フィート以上：25,000 円

(1 名以上の JSAF 外洋系会員が乗艇する艇)

JSAF 外洋系 会員が乗艇しない艇は 28,000 円

相模湾オープンヨットレース実行委員会のご協力により KFR 参加 1 艇あたり
\2,000 の運営協力金がありますので、こちらを KFR 参加費に充当致します。
※参考：S.Y.C.相模湾オープンヨットレースのみ艇
２６フィート以下：(1 名以上の JSAF 外洋系会員が乗艇する艇)１２,０００円 会員が乗艇しない艇：１５,０
００円
３０フィート未満：(1 名以上の JSAF 外洋系会員が乗艇する艇)１５,０００円 会員が乗艇しない艇：１８,０
００円
４０フィート未満：(1 名以上の JSAF 外洋系会員が乗艇する艇)１８,０００円 会員が乗艇しない艇：２１,０
００円
４０フィート以上：(1 名以上の JSAF 外洋系会員が乗艇する艇)２５,０００円 会員が乗艇しない艇：２８,０
００円

ＫＦＲのみの参加艇 3,000 円（ＫＹＣ所属艇は 2,000 円）※7 月のみ
注）IRC/ORC のレーティングをお持ちの艇でも KFR 参加の場合にはシーボニア

レーティングでエントリーして下さい。クラス分けは A になる予定です。
なお、相模湾オープンヨットレース分にはクルー全員のパーティーフィーが含まれます。
＊ダブルエントリー艇は参加費を下記の口座に艇名でお振り込みください。
①相模湾オープンヨットレース参加費
東京三菱 UFJ 銀行 青山支店 普通 ４８４６４４６
エスワイシー相模湾オープンヨットレース実行委員会 財務委員長 黒岩 貴
＊ＫＦＲのみ参加艇は恐れ入りますが下記の②の口座にお振込みをお願いいたします。
②ＫＦＲ参加費（3,000 円、ＫＹＣ所属艇は 2,000 円）
みずほ銀行 大船支店 普通 ２５９８６８４ 小網代フリートレース委員会

（２） S.Y.C.相模湾オープンヨットレース 2018 へのエントリー
（ 公 示 な ど の 詳 細 、 用 紙 は 、 S.Y.C. ホ ー ム ペ ー ジ http://www.sagamiwanopen.net/よりダウロード、エントリー方法も参照ください）
① 締切り： 7 月 6 日 金曜日
② 必要書類：WEB 申し込みをお願いします。（メール、又はＦＡＸでも可）
（Mail 送付アドレス）info@sagamiwan-open.net 件名：相模湾申し込み（艇名）
（Fax 送付先） ０４６－８８１－６１２０ リビエラリゾートシーボニア
・ 規定の申込フォーム に従ってエントリーしてください。
・ エントリーフィーの振込み証の控え
・ 有効なプレジャーボート保険（賠償責任、搭乗者障害、捜索費用）の保険証の
コピー
（３）艇長会議は行わない。
質問はメールにて受け付ける、回答はホームページに掲載する場合もある。
以下の提出書類は、メール添付または FAX、郵送にて 7 月 12 日（木）18：00
までに提出する事。
1) 出艇申告書兼乗員登録書
2）有効なプレジャーボート保険（賠償責任、搭乗者傷害、捜索費用）の保険証のコ
ピー
3）IRC ならびに ORC ディビジョン：有効なレーティング証書のコピー
※ＫＦＲ艇はＩＲＣおよびＯＲＣクラスへのエントリーは出来ないため不要です。
※クラスフラッグは連絡責任者宛に郵送。7 月 13 日迄に届かない場合は御連絡下
さい。
（４）レーティング
①ダブルエントリー艇

相模湾オープンヨットレースはシーボニアレーティング、
ＫＦＲは小網代レーティングを使う

②ＫＦＲのみ参加の艇 通常の小網代レーティングを使う
（５）識別旗
①ダブルエントリー艇

相模湾オープンヨットレースのクラス識別旗および KFR
レース旗

②ＫＦＲのみの参加艇 KFR レース旗
（６）相模湾オープンヨットレースに参加する艇は「S.Y.C.相模湾オープンヨットレース
2018 公示」
、
「帆走指示書」をよくお読みください。
（http://www.sagamiwanopen.net/index.html に記載されます）
（７）スタート予定時刻
予定では、10 時 45 分第 1 グループ予告信号。
（第１グループの予定）S.Y.C.-Cup
の帆走指示書に準じます。
（８）コース シーボニアレーティング・クラスと同じ。
（９）帆走指示書
S.Y.C.相模湾オープンヨットレースの帆走指示書に準ずる。7 月 10 日ころ、S.Y.C.
ホームページにＵＰされる予定。

参考：7/15 の KFR 申し込み方法手順
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