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2019年度 四季レース 
 

公示 
 

共同主催：三崎マリン株式会社・油壺ヨットクラブ・ＪＡＳF外洋三崎 

運  営：油壺ヨットクラブレース委員会 
 

１． 適用規則 

１－１ 国際セーリング規則 ２０１７－２０２０（RRS）に定義された規則を適用する。 

１－２ JSAF外洋特別規定２０１８-２０１９ 「付則Ｂインショアレース用特別規定」 

 

２． 参加資格 

２－１ 小型船舶検査機構の有効な船検証書を有する艇で、当該レース日を担保する有効

なヨット保険証券（賠償、捜索救助、搭乗者傷害人数分を含む）を有する艇。 

２－２  レース委員会が参加を認めた艇 （船検、保険を兼ね備えた艇） 

 

３．責任の所在 

主催・後援・協力の団体及び個人は、大会前後及び期間中に生じた物理的損傷または身体

障害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。 

 

４． エントリー受付期間 

本レースは年間４回開催されるシリーズレースです。 

  レース開催日の１週間前から当日 ０８：３０まで。 

第３戦は「うらりカップ 城ヶ島レース」のエントリー受付期間に準拠しますが、うらり

カップ 城ヶ島レースの申し込みの際に、四季レースへのエントリー希望欄にチェックを

入れることとします。 

 

５．レース日と予告信号の予定時刻 

第１戦（春）：       ２０１９年４月２１日（日）  １０：２５ 

第２戦（夏）：       ２０１９年７月２８日（日）  １０：２５ 

第１、２戦 予備レース ： ２０１９年８月１７日（土）  １０：２５ 

第３戦（秋）：       うらりカップ 城ヶ島レースに準拠 ※ 

 （２０１９年９月２２日（日）予定） 

第３戦予備レース：    ２０１９年９月２３日（祝）  １０：２５ 

第４戦（冬）：       ２０１９年１２月８日（日）  １０：２５ 

 

※ 第３戦（秋）は、うらりカップ 城ヶ島レースの所要時間を使用し、四季レース

レーティングで再計算を行った成績にて算出することとする。 
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６． 艇長会議  

  ６－１ 開催時間 

第１、２、４戦 ：      当日  ０９：００～ 

第３戦：          うらりカップ 城ヶ島レースに準拠 

第１、２、３戦予備レース： 当日  ０９：００～ 

  ６－２ 開催場所 

第１、２、４戦：      三崎マリン株式会社 １階会議室 

第３戦：          うらりカップ 城ヶ島レースに準拠 

第１、２、３戦予備レース： 三崎マリン株式会社 １階会議室 

 

７． レースの中止 

悪天候などやむを得ない事情により事前にレースを中止する場合は、レース前日の１

７：００迄にレース委員会が判断する。その通知は公式掲示板および三崎マリン株式

会社（AYH）ホームページ、油壺ヨットクラブ（AYC）ホームページに告知する。悪天

候予想の際は三崎マリン株式会社ホームページ・油壺ヨットクラブホームページにて

開催の有無を確認することを推奨する。なお、第４戦はレース中止の場合でもパーテ

ィーは予定通り開催する。 

なお、第３戦は うらりカップ 城ヶ島レースに準拠する。 

     三崎マリンホームページ：    http://www.misakimarine.com/ 

     油壺ヨットクラブホームページ： http://www.ayc-jp.com/ 

 

８． クラス分け 

８－１ レーサークラス： レーティングに応じクラスＡ・クラスＢにクラス分けを 

行なう。 

８－２ クルーザークラス： 

 クルーザークラスの定義は、参加艇種がレース委員会が認

めたクルージング艇であることとする。 

艇種がレーサークルーザー型でクルーザークラスにエン

トリーを希望する場合は、スピンネーカーを除く全てのセ

ールはダクロンセールを使用する事が条件であり、かつレ

ース委員会が決定する特別レーティングを適用する事を

承諾した艇となる。 

 

９． レースコース 

小網代湾沖付近及び南西の海面を使用する約４～１７マイル程度のコースを設定す

る。 

詳細は帆走指示書に記載する。 

第３戦は うらりカップ 城ヶ島レースに準拠する。  

http://www.misakimarine.com/
http://www.ayc-jp.com/
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１０．帆走指示書の配布 

帆走指示書は第３戦を除き共通とする。 

    第１戦のレース開催日１週間前より三崎マリン株式会社ホームページ、油壺ヨットク

ラブホームページからのダウンロード、もしくは三崎マリン株式会社事務所にて受け

取ることができる。 

第３戦は うらりカップ 城ヶ島レースに準拠する。 

 

１１．レーティングとボーナスポイント 

１１－１： レーティングは SCANDICAPをﾍﾞｰｽとして算出する。これに油壺ヨットク 

ラブ特別ハンディキャップを加味する。 

（例：レース毎に、優勝艇：3%、2位艇：2%  を次回以降のレーティング

に加算する） 

１１－２： 所要時間に対して次のボーナスが与えられる。 

（参加申込書に自己申告にて記入することにより適用） 

ショートハンド：乗員３名以下：    １％ 

スピネーカー（非対称含む）非使用：  ２％ 

      ファーリングメインセール：      １％ 

      ファーリングジブセール：       １％（レーサークラスは非適用） 

 

１２． 得点 

レース毎に１位１５点、２位１４点、３位１３点、以下１点ずつ減じ、１０位６点、

１１位以下は全て５点として計算する。 

ＤＮＳ（スタートしなかった）：        ２点 

ＤＮＦ（フィニッシュしなかつた）：      ２点 

ＯＣＳ（リコールされたが戻らなかった）：  ２点 

ＲＥＴ（リタイアした）：           ２点 

ＤＳＱ（失格となった）：           １点 

ＤＮＣ（不参加）：              ０点（RRS付則 A4変更） 

 

本部艇を担当する艇には他の参加レースの平均ポイント（小数点以下切上げ）＋１点

を付与する。但し、15点を超える事はない。中止となったレースはカウントしない。 

 

１３． 表彰 

１３－１： レース毎の優勝、２位 の艇に賞が授与される。 

１３－２： 年間総合成績は、１２月８日の最終戦の表彰式にて表彰することとし、 

優勝～３位に賞が授与され、優勝艇は優勝旗にサインの権利を得る。 

１３－３： 予備レースを含む４回のレースの内、２回以上の成立で大会の成立とす

る。 
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１４ ．エントリー費（パーティー費含む） 

  AYH契約艇もしくは AYC会員艇、かつ前日までに申込を済ませた艇 ：３０００円 

     AYH契約艇もしくは AYC会員艇で、当日申込をおこなった艇：    ３５００円 

AYH 契約艇もしくは AYC 会員艇で、レイトエントリー（受付締切後）となった艇： 

                                   ４０００円 

     上記に該当しない外来艇：                     ４０００円 

※ 第１戦、２戦の予備レースにおいては、都度決定する。 

※ うらりカップには参加せず、第３戦のみの参加は認めない。 

但し、うらりカップがレース中止となり、第３戦の予備レース開催となった場

合には、第３戦予備レースのみの参加を認め同日に表彰式をする。この場合、

上記エントリー費に準拠する。 

 

１５． 参加申込み手続き 

１５－１  事前申込 

所定の申込用紙に必要事項を記入の上、保険証券のコピーを添えて、以下

レース委員会宛提出する。提出方法は、E-mailのみとする。 

参加料支払はレース当日のレース本部受付にて支払うものとする。 

１５－２ 提出先： 

１） 油壺ヨットクラブレース委員会 

race@ayc-jp.com 

２） 油壺ヨットハーバー 

    aburatsuboYH@misakimarine.com 

１５－３ 当日申込ならびにエントリーフィー支払い： 

レース本部 

AYHポンツーン前 もしくは AYH事務所 1階 

第３戦は うらりカップ 城ヶ島レースに準拠する。 

 

１６． ビジター艇の参加 

油壺ヨットハーバー、油壺湾内に係留する艇以外のビジター参加艇に対しては、次

の例外を認める。 

１６－１ 本年に限らず２回目以降の参加については、レース当日の艇長会議への出席

は義務づけない。 

１６－２ 前項にかかわらず、艇長会議での変更、公式掲示板に掲示された通告を見な 

かったとしても、救済の対象にはならない。 

１６－３ 艇長会議への出席をしない場合には、申込用紙提出時にその旨を通達し、エ

ントリーフィーは海上本部艇へ直接手渡しすること。 

１６－４ 油壺ヨットハーバーにおける係留は、レースの 1日前からレース当日までを

無料とする。 

  

mailto:race@ayc-jp.com
mailto:aburatsuboYH@misakimarine.com
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１７． 表彰式およびパーティー  

日時： 各レース開催日の１５：００ 開宴 

    ただし、第３戦は、第４戦の表彰式にて合同表彰とする。 

    （第３戦が予備レースだった場合は当日に表彰式を開催する。） 

会場： 三崎マリン ２階  

但し、開始時間はレース進行具合等により変動することがある。 

 

１８． 問い合わせ先 

油壺ヨットクラブレース委員会： race@ayc-jp.com 

問い合わせはメールのみとします。 

 

１９．運営組織、本部艇 

大会会長：     三崎マリン株式会社 代表取締役専務取締役 

実行委員長：    油壺ヨットクラブ会長 

レース委員長：   原則として本部艇艇長、場合により AYC理事より選出 

プロテスト委員長： 都度選任 

（AYCレース委員会がＡ級もしくはＢ級ジャッジ資格者より） 

          プロテスト委員２名により「調停」を行うことがある。 

テクニカル委員長:  都度選任 

（AYCレース委員会がＡ級もしくはＢ級ジャッジ資格者より） 

運営責任者:     油壺ヨットクラブレース委員会 

 

本部艇担当（予定） 

第１戦 ：       BOW 11 

第２戦 ：       Century Fast GP 

第１、２戦予備レース： Grand Blue 

第３戦 ：       うらりカップ城ヶ島レースに準拠 

第３戦予備レース：   Maestrale（AYH契約艇） 

第４戦 ：       ランカ 

 

－ 以 上 － 

mailto:race@ayc-jp.com

