第 59 回小網代カップレース
帆 走 指 示 書
主 催
（公財）日本セーリング連盟
加盟団体 三浦外洋セーリングクラブ

運営
小網代フリート
小網代ヨットクラブ
第 59 回小網代カップ実行委員会
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１． 適用規則
(1) セーリング競技規則 2021－2024
(2) JSAF 外洋レース規則 2009
第 6 条に定める航跡図の提出を、「スマホでヨットレース」の利用に代えることができる。
(3) 外洋特別規定 2020-2021（モノハル・カテゴリー３）および付随する OSR 国内規定 5．01．1（d）
は適用しない。
(4) クラスルール
(a) IRC クラス：IRC Rule 2021 Part A,B,C Rule22.4 は適用しない。
(b) ORC-C クラス：ORC RatingSystems Rule2021 Ｒｕｌｅ 200.1 201.2 は適用しない。
(c) KFR クラス：小網代フリートレースルール
(5) 第 59 回小網代カップレース公示
(6) 本帆走指示書
(7) 海上衝突予防法（夜間）
(8) 第 59 回小網代カップレース感染症対策規定

２． 競技者への通告
(1) 競技者への通告は小網代ヨットクラブホームページに設置された公式掲示板に掲示される。
(2) 海上において本部艇より音声にて通告を行う場合がある。

３． 帆走指示書の変更
(1) 帆走指示書の変更は 11 月 6 日（土）08:00 までに掲示する。
(2) 海上にて帆走指示書の変更を行う場合には、本部艇にＬ旗を掲揚し口頭により各艇に通告す
る。

４． 出艇申告書（乗艇者リスト） [DP] [NP]
(1) 出艇申告書はレース当日のみ受け付ける。メールにて送付すること。内容が判読可能な出艇申
告書を撮影した写真でも可とする。2021 年 11 月 6 日（土）6:00～8:00 出艇申告受付。
(2) 乗員登録の追加及び乗員の変更は 11 月 6 日（土）8:00 まで認める。乗員の環境確認、健康確
認を確実に行い、必要事項全てを出艇申告書に記入してあること。
提出先アドレス koazirocup@gmail.com

５． 海上確認 [DP] [NP]
レース当日 10:00－10:15 にＬ旗を掲揚した本部艇船尾を本部艇を右側に見て通過し海上確認を
受けること。確認の際には乗員はデッキ上にて人数確認を受けなければならない。
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６． 日程
2021 年 11 月 6 日(土)
07:30 レース本部開設
09:30－10:00 ラジオチェック
10:00－10:15 海上確認
10:25 予告信号(全クラス)
15:00 ロールコール
17:00 公式日没時刻
20:00 ロールコール
2021 年 11 月 6 日(日)
01:00 ロールコール
06:00 ロールコール
06:00 公式日出時刻
09:00 タイムリミット
13:00 表彰式 (オンライン)

７．クラス分け
クラス分けはレース公示の通り。

８．レース旗 [DP] [NP]
レース中、ＪＳＡＦレース旗を船尾付近の見やすい位置に掲揚すること。

９．コース
網代崎沖灯浮標～大島（右にみて）～網代崎沖灯浮標（右にみて）～小網代湾口 65 マイル

１０．スタート
(1) スタートは、ＲＲＳ規則２６に従い、全艇同時に行う。
(2) 予告信号には小網代ヨットクラブ旗を用いる。
(3) スタートラインは本部艇の JSAF エンサインを掲揚したポールと網代崎沖灯浮標の間とし、本部
艇を右に見てスタートする。
(4) スタートラインはスタート号砲後 20 分で消滅する。
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１１．フィニッシュ
(1) フィニッシュラインは本部艇の JSAF エンサインを掲揚したマストとマークの間とする。
(2) レース艇はフィニッシュ予定時刻の６０分前に VHF 無線機又は電話にてレース本部へ連絡を
する。 [DP]
(3) 日没後、フィニッシュラインを構成する本部艇には上下 2 連の白色フラッシュライトを掲揚し、マ
ークにも白色フラッシュライトを点灯する。

１２．ペナルティ方式 [DP]
(1 ) リコールに関わる規則遊反はＯＣＳに代わる罰則として、所要時間の５％がタイムペナルティとし
て加算される場合がある。
(2) 前記以外の規則違反はプロテスト委員会の判断により、失格または失格に代わる罰則として所
要時間の 5％をタイムペナルティとして加算することが出来る。

１３．タイムリミット
(1) タイムリミットは 2021 年 11 月 7 日（日）09:00 とする。タイムリミットの延長は行わない。
(2) タイムリミットまでにフィニッシュしなかった艇は DNF と記録される。

１４．帰着申告 [DP]
(1) 帰着申告は所定のレース報告書（帰着申告書）および航跡図（「スマホでヨットレース」利用の艇
は航跡図の提出は不要）に必要事項を記入し、フィニッシュ後 60 分以内に E メールにて提出
すること。
提出先アドレス koazirocup@gmail.com
(2) 帰着申告は帰着申告書を撮影した写真の送付でも可とする。

１５．抗議と救済の要求
(1) 抗議または救済の要求はＲＲＳ６１及びＲＲＳ６２に従い、所定の抗議書に記入しレース本部に提
出すること。
(2) 抗議又は救済の要求の締切り時間は当該艇フィニッシュ後 60 分とする。
(3) 抗議または救済の要求の提出は E メールに代えることが出来る。但し、審問の際は原本を提出
しなければならない。
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１６．ロールコール [DP] [NP]
(1) レース運営上以下の連絡を義務付ける。又、各種の通信は RRS４１外部の援助には該当しな
い。
(a) ＶＨＦ無線機又は携帯電話又は電子メールによるロールコール（別紙通信記録簿）。
(b) レース本部から各参加艇のあらかじめ申告されたＶＨＦ無線機にレース本部よりコールす
る。
(c) 通信不良等の際は各艇より電話または電子メールで報告しなければならない。
電子メールで報告する場合、各艇は通信記録簿記載の内容を送信する（フォーマットは問わ
ない）電子メールでの報告に対しては、レース本部から報告を受領した旨返信を行う。
(d) 6 日 15:00 及び 20:00
7 日 01:00 及び 06:00
(2) 各艇からの連絡状況,気象､海象の状況から遭難の可能性が高いとレース本部が判断した場合
は、海上保安庁に捜索要請を行う。
(3) 参加艇は定時のデータを別紙通信記録に記録するなどし、コール時に数値を報告すること。
(コール時の数値ではありません)
(4) フィニッシュ予定時刻 60 分前にレース本部に連絡を行った艇に対しては、レース本部はロー
ルコールを行わない。

１７．スタートしない艇、リタイアした艇
出艇申告しスタートしない艇またはリタイアした艇は、その旨を直ちにレース本部に報告しなければ
ならない。この報告は艇の責任者が行い、第三者に伝言を託してはならない。

１８．公式日出、日没時刻
第 59 回小網代カップレースにおける公式日の出時刻、日没時刻は以下の通りとする。
11 月 6 日 日没時刻 17:00
11 月 7 日 日出時刻 06:00
日没から日の出までの間は海上衝突予防法を適用し、RRS 第 2 章は適用しない。

１９．レース本部
小網代ヨットクラブクラブハウス
〒２３８－０２２５神奈川県三浦市三崎町小網代１３８５－１８
電話０９０－４７３２－０７２８
E-Mail koazirocup@gmail.com ＶＨＦ ７１ＣＨ みさきヨット
開設時間 11 月 6 日 07:30－レース終了後 90 分
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２０．公式掲示板
小網代ヨットクラブホームページに公式掲示板を設置する。 至急伝達の必要があるとレース委員会
が判断した場合は各艇へ連絡することがある。

２１．本部艇
JSAF エンサインを掲揚する艇
（スタートは和船田中丸、フィニッシュは 34 フィートヨット白色ハル「ネプチューン」を予定）

２２．支援艇 [DP]
(1)支援艇の使用については、あらかじめレース委員会に申告しなければならない。
(2)支援艇はレース中の艇を妨害してはならない。
(3)支援艇は白旗の標識を付けなければならない。

２３．レースの中止
レース開催の判断が必要な場合、レース委員会はレース当日 08:00 までにそれを決定しレース本
部にて確認に応ずる体制をとる。確認は各艇の責任において行う。レーススタート後においても、相
模湾にレース艇の安全に影響を及ぼす恐れのある気象警報等が発令された場合、レースを中止す
る。その場合、参加艇への連絡は使用可能な通信手段を使用する。 その後のスケジュール等の情
報は公式掲示板及び JSAF 三浦外洋セーリンングクラブホームページに掲示する。
http://www.jsaf.or.jp/miura/

２４． 責任の所在
艇と乗員の安全確保はオーナーの責任であり、かつレース艇がスタートするか否か、あるいはレース
を続行するか否かは全て各艇の責任で決定される。本レースのレース委員会はレースの公平な成
立のみに責任を担う。主催、運営、協力に関する団体・個人はレース参加艇の乗員および安全につ
いて何ら責任を負うものではない。

２５．「スマホでヨットレース」の利用について（推奨）
本レースではトラッキングシステムとして「スマホでヨットレース」を運用します。参加各艇が、保有する
スマートフォンに、スタートから帰着まで設定して下さい。（利用する艇は、帰着申告時に航跡図の
提出が不要になります）なお、バッテリーの消耗を鑑み、連絡用携帯電話とは別の端末を使用して
下さい。設定方法は下記 URL をご参照下さい。
https://yachtrace.jp/index2.html
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スタート及びフィニッシュ海面
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