
２０１２  第２３回 「くらはし杯 安芸灘ヨットレース」

レース公示

組織及び大会役員

主催   日本セーリング連盟外洋西内海呉フリート

協賛   ㈱ムロオ、(有)室尾商会、北吉水産(有)、日本フルハーフ、海洋電波㈱、倉橋島海産、

クレイトンベイホテル、マリンサービスようそろ、山電㈱、㈱市林鉄工、

     (有)アイルマリン、シーホース㈱、呉金属熱錬工業㈱、マリンクラフト風の子

     笹子島ビーチ、シーサイド桂ケ浜荘、倉橋温泉館

大会会長  岩田行史  日本セーリング連盟外洋西内海 会長

大会副会長 山下文徳  日本セーリング連盟外洋西内海 副会長

    実行委員長  永沼勝也    運営委員長 藤井達也

    レース委員長 藤本直樹    会計委員長 吉森裕人

    泊地委員長  野上伸夫    安全委員長 浜本久志

    広報委員長  藤本直樹    レセプション委員長 小山 悟

     通信委員長  山本有一    プロテスト委員長 上原正勝

１．適用規則

１）RRS２００９～２０１２に定義された規則

２）本レースのレース公示及び帆走指示書による

３）レース公示と帆走指示書が一致しない場合は、帆走指示書を優先する。

２．日程

１）レース日程

１０月７日（日） ０９：００～０９：５０ 第１レース 出艇申告受付

           ０９：３０～０９：４５ 艇長会議

                １０：５５ 第１レース 予告信号

          １７：００～１８：００ 第２レース出艇申告受付

               １８：００ レセプションパーティー

    １０月８日（月）      ０８：２５ 第２レース 予告信号

                 １５：００ 表彰式（時間変更することがあります）

  ２）場所   倉橋島笹子島ビーチ

  ３）コース及びレース数

    ・ＩＲＣ・ＯＲＣＣ クラス

      １０月７日ロングコース(島周り)１本・１０月８日ソーセージコース２本

      帆走すべきコースは、帆走指示書に示すソーセージコース２本とロングコース１本とします。

    ・ＢＷ クラス

      １０月７日ロングコース(島周り)１本

      ＊（各レース共帆走指示書に定める）

  ４）艇長会議 説明及び質疑応答を、下記の日程で行います。

      日時 １０月７日（日）０９：３０～０９：４５

      場所 笹子島ビーチ桟橋



  ５）表彰式及びレセプション  ＢＷ クラス 表彰式及びウエルカムパーティー

   １０月７日１８：００

                 ＩＲＣ・ＯＲＣＣ 表彰式   １０月８日１５：００

                    （どちらも時間変更することがあります）

３．参加資格

１）全長２０ft以上のモノハル・クルーザーヨットであること。

２）第三者賠償責任保険（ヨット保険等）に加入している艇

３）外部と交信できる有効な通信機器を有する艇（携帯電話も可）

４）有効な船検証、小型船舶操縦士免許を取得していること

５）レーティングを基準にレース委員会が決定したクラス分けを承認する艇

６）レース委員会が決定するレーティングを承認する艇

４．クラスの成立

4.１ ３艇以上の参加をもつて成立とする

4.2  また、参加艇数によっては、Å／Bクラスを設定する。

５．クラス分類

ＯＲＣＣ、ＩＲＣ、ＢＷの各クラスに分類する。尚、クラス分けはレース委員会において決定する。

６．順位及び修正時間システム

１）各クラスとも修正時間の少ない艇を上位とし、修正時間が同じ場合、ORCC・BW はTＣF の小さい艇を

上位とする。ＩＲＣはＴＣＣの小さい艇を上位とする、

修正時間の算出方法は、公式掲示板に掲示する。

２）得点方法はRRS付則A4.1の低得点方法を適用する。

３）行われたレースすべての（最も悪い得点は除外しない）修正時間による得点を合計し各クラス内分類別総

合順位を決定する。

７．シリーズの成立

予定されている３レース中、１レースの成立をもってシリーズの成立とする。

８．表彰

・各クラス共 総合１～３位とする。

９．帆走指示書・公式掲示板

１）帆走指示書は、外洋西内海支部ホームページで公開する。

  http://www.rr.iij4u.or.jp/~nishinai/f-top.html
２）変更等があれば外洋西内海ホームページで更新する。

３）正式な帆走指示書は１０月７日の艇長会議にて配布する。

４）公式掲示板は笹子島ビーチに設置する。

１０．レセプション

  １０月７日１８時より笹子島ビーチにて行う。 このレセプションは、各参加艇の親睦交流を目的としておりま

すので、各艇、最低１名以上の参加をお願いします。



１１．係泊地

笹子島ビーチ（TEL0823-53-1515）、運営委員会の指定する」係留場所で泊地委員の指示を受ける事。

１２．宿泊・弁当・温泉券

宿泊は船内泊となります。シーサイド桂ケ浜荘で宿泊できますが、部屋数に限りがありますので、

９月２９日（土曜日）までにお申込み下さい。

（注） １０月８日 うどんの朝食が用意できませんので各艇ご用意下さい。

倉橋温泉館の団体割引温泉券を発行いたしますので、御利用の方はお申込み下さい。（８；３０最終入館）

昼食弁当の希望者は参加申し込み用紙に記入の上申し込む事。

１３．駐車場及び駐車料金

ヨットレース期間中、車は笹子島ビーチ駐車場に駐車となりますが、駐車料金として￥１，０００頂きます。

   （駐車券を受付にて発券しますので、大会期間中フロントガラスより見える位置に置いて下さい。）

   路上駐車は禁止となっておりますのでよろしくお願いいたします。

１４．参加申し込み

・ 書類送付先 737-1377 広島県呉市倉橋町５８６３－４ アイルマリン

呉フリート事務局（小山） TEL(0823) 53-1177 FAX(0823)53-1178
  ・申し込み期限  ９月２９日（土） 必着厳守 FAX可

  ・参加費用  艇参加費  JSAF登録艇       ７，０００円

               Ｗエントリー艇     １２，０００円

その他の艇       １２，０００円

         レセプション参加費          ３，０００円

         弁当代   一人前            ７００円

     （注）エントリーフィー等振込み金は、準備の都合もあり、一切払い戻し出来ませんのでご注意願います。

  ・提出書類 １．参加申込書

        ２．参加費用等の銀行振込のコピー

        ３．本年度有効なORCクラブレーティング証書、ＩＲＣレーティング証書

        ４．ヨット保険のコピー

        ＊「年間ポイント参加艇は、レーティング証書、保険証書の提出は省略可」

・ 費用振込口座

         広島銀行 呉支店  普通 １３５４４８０

         JSAF外洋西内海支部呉フリート

＊ 振込み者名の前に艇名を必ず付記して下さい。 例）MIMI 小山 悟

１５．実施要綱及び帆走指示書の変更・訂正

   レース委員会及び運営委員会は、公式通知を発表する事で、実施要綱及び帆走指示書に変更及び訂正を加える

事が出来る。

１６．問い合わせ先

   実施要綱に関するの問合せ先

   isle@mx4.tiki.ne.jp   ０８２３－５３－１１７７ アイルマリン  小山 まで



２０１２ 第２３回くらはし杯安芸灘ヨットレース

参加申込書
下記の通り第２３回クラハシ杯安芸灘ヨットレースに必要書類を添えて参加申込を致します。

レース中、回航中を問わず艇と乗員の全ての安全責任は各オーナー及び艇長にあり他に転嫁しない事と、レ

ース中、レース委員会の決定したレーティングを承諾する事を誓約いたします。

                             ２０１２年  月   日

・ＯＲＣ ・ＩＲＣ ・ＢＷ            署名              

艇  名                      レース当日の緊急連絡などの通信

                          手段として必ず記入してください。

セイルＮＯ                   携帯電話番号（           ）

                        ＦＡＸ番号 （           ）

連絡先  氏名                ＴＥＬ                

    住所                                    

    メールアドレス                               

  今後のレース等催物に関する資料送付の際の参考としますので、「確実に連絡のとれる（クルー等に情報伝

達が出来る方）」を選任の上ご記入下さい。

参加費用  艇参加費   ＪＳＡＦ登録艇  ７，０００円

             Ｗエントリ艇  １２，０００円

             その他の艇   １２，０００円             円

      パーティー費         ３，０００円 ╳   名＝       円

      弁   当  １０月７日      ７００円 ╳   個＝       円

             １０月８日      ７００円 ╳   個＝       円

      宿泊費・朝食代               合計金額              円

倉橋温泉館入浴券           ５５０円 ╳   名       円

                       合    計            円

添付書類 ① 参加費用等の銀行振込書のコピー

     ② ＯＲＣクラブレーティング証書のコピー

     ③ 保険証書のコピー



シーサイド桂ケ浜荘宿泊申込書

締め切り日  ９月２９日（土曜日）厳守

個室： １泊朝食付き：￥５，５００

２人部屋：２室、４人部屋：１室、５人部屋：３室、６人部屋：１室

             

大部屋 ： １泊朝食付き：￥４，５００

２０人部屋、１２人部屋

艇  名             

申込者              

連絡先（携帯）              

宿泊費  （  人部屋希望）  

     ５，５００×  人＝       円

     （大部屋希望   人）   

     ４，５００×  人＝       円

           合計         円

申込み先 ＦＡＸ：０８２３－５３－１１７８

問い合わせ先：０８２３－５３－１１７７ アイルマリン 小山  

（車で来られる方は駐車場がありますのでご利用下さい。）

          申込み日    月  日

申込み順となりますのでご了承下さい。


