2016 福岡ヨットレース 実施要項
第 17 回メイヤーズカップ （ロングコース）

帆走指示書

第 24 回マリノアズカップ （ショートコース）

１. 日程
平成 28 年 10 月 30 日 （日）
８ ： ３０～９ ： ００ 受付 ・ ・ ・ ・ 研修室１

１．適用規則
・The Racing of Rules of Sailing 2013-2016(RRS)
・帆走指示書

14．順位の決定
ﾒｲﾔｰｽﾞｶｯﾌﾟ、ﾏﾘﾉｱｽﾞｶｯﾌﾟともに、マリノアレーティングを採用し、
修正システムで順位を決める。

2．参加者への通告
マリノアハーバーハウスに設置された公式掲示板に掲示される。

15．安全規則
a．出艇申告及び帰着申告は、レースオフィス前にある"Check-In/
Check-Out"Formに、艇長自らが署名することによって行う。
ｂ．出艇申告は艇長会議開始時刻から受け付ける。
出艇申告は遅くとも出艇前には完了させなければならない。
ｃ．帰着申告は帰着後速やかに行われなければならない。
ｄ．レースからリタイヤした艇は、できるだけ早くその旨をレース委員
会に伝えなければならない。
ｅ．予告信号以前にY旗が音響信号1声とともに掲揚された場合、競
技者はライフジャケットまたはその他の適切な個人用浮力体を
着用しなければならない。

９ ： ００～９ ： ３０ 艇長会議
１１ ： ３０～

メイヤーズカップスタート

１１ ： ４０～

マリノアズカップスタート

3．帆走指示書の変更
帆走指示書の変更はその事項が発効する当日の出艇申告受付開始
前に公式掲示板に掲示する。

～１6 ： ００ 帰着申告 ・ ・ ハーバーハウス

4．陸上で発せられる信号
ａ．マリノアハーバーハウス横のポールに掲げられる。
ｂ． APが掲揚（音響信号2声）された時は「レースは延期された。予告
信号は、AP旗降下（音響信号1声）後、６０分以降に発せられること
を意味する。（レース信号・AP旗の変更）

１５ ： ３０～１７ ： ００ 表彰式 ・ ・ ・ メンテナンスハウス
２. 種目

ロングコース ・ ショートコース

３. レース水域

博多湾
5．レース日程（予告信号）
ａ．レースの日程は次の通りとする。

４. 乗員制限

参加する船舶の定員内。

５. 適用規則

国際ヨット競技規則及び、 本レース規定 「帆走指示書」 を適用する。

ﾒｲﾔｰｽﾞｶｯﾌﾟ

10月30日（日） 11:25

マリノアレーティングを採用し、 修正時間を出しておこなう。

ﾏﾘﾉｱｽﾞｶｯﾌﾟ

10月30日（日） 11:35

６. 得点方法

７. 帆走指示書の変更

帆走指示書の変更はスタート前の艇長会議でおこなう。

6．クラス旗
・配布された参加旗をバックステイに付けなければならない。
ﾒｲﾔｰｽﾞｶｯﾌﾟ…黄ﾌﾗｯｸﾞ ﾏﾘﾉｱｶｯﾌﾟ…ﾏﾘﾉｱﾌﾗｯｸﾞ

８. 参加対象者及び参加資格
クルーザーヨット愛好家すべてを対象とし、 船舶安全法に基づく日本小型船舶検査機構の安全検査を受検合格

7．コース及びスタートエリア(フィニッシュエリア)
コースは別添「コース図」に示す通りである。

した艇で、 本レース委員会が決定するレーティングによってエントリーを認めた艇。 乗員は定員以内とする。
９. 賞

コース別に１位から３位まで （その他。 特別賞、 参加賞を設ける）

10. 表彰式及びパーティー

8．マーク
ａ．マリノアズカップのコースマークは、円筒形黄色のマークとする。
これを左側に見て回航しなければならない。
ｂ．スタートマークは、スターボードの端にいるレースコミッティーシグナ
ルボートと、ポートの端にある円筒形黄色のマークとする。フィニッ
シュマークはポートの端にいるレースコミッティーシグナルボートと
スターボードの端にある円筒形黄色マークとする。

１５ ： ３０からメンテナンスハウス前

11. 参加申込方法
※締切までに申込書の提出 （FAX 可）、 参加費振込み締切までに振込みを完了していること。
１） 申込先 〒819-0001 福岡県福岡市西区小戸２-１１-１ 西福岡マリーナ内 福岡ヨットレース実行委員会
TEL.０９２－８８５－２２８８
２） 提出書類
３） 締切日
４） 参加料

FAX.０９２－８８５－２２８９

9．スタート
ａ．レースはRRS 26を用いてスタートする。
ｂ．スタートラインはスターボードの端となるレースコミッティーシグナルボ
ートのオレンジ旗を掲げたポールと、ポートの端となるスタートマーク
を結ぶラインとする。
ｃ．スタート信号4分以降はスタートしてはならない。スタートする艇は
DNCと記録される。
ｄ．マリノアズカップに参加する艇は、先にスタートするクラスの予告信号
からスタート信号まで、スタートエリアから離れなければならない。

所定の参加申込書
参加申込書 ・ ・ 平成 28 年 10 月 16 日 ( 日 ) 参加費振込み ・ ・ 平成 28 年 10 月 20 日 ( 木 )

１名４,０００円 × 乗員人数

（パーティーのみ参加１名 2,０００円で参加賞なし）

悪天候による大会中止の場合、 艇長会議時に参加賞をお渡しします。
※いかなる場合でも参加料は返金できませんのでご了承ください。
５）

振込口座

福岡銀行

姪浜支店 （普通） １９５９７３１

株式会社ササキコーポレーション

組織・大会役員・実行委員会紹介
主催

福岡ヨットレース実行委員会
( 株式会社ササキコーポレーション )
共催 福岡県セーリング連盟
後援 福岡市
【大会役員】
大会会長
福岡市長 髙島 宗一郎
大会名誉顧問
博多港開発株式会社 代表取締役社長 角原 孝
大会副会長
株式会社ササキコーポレーション代表取締役社長 佐々木 勝吉
幹事
福岡県セーリング連盟会長 秋山 雄治

【実行委員会】
実行委員長
西福岡マリーナ マリノア支配人
実行委員
株式会社ササキコーポレーション常務取締
西福岡マリーナ マリノアﾊｰﾊﾞｰﾏｽﾀｰ
西福岡マリーナ マリノア運営課長
西福岡マリーナ マリノア
レース委員長
福岡県セーリング連盟理事長
レース委員
福岡市ヨットハーバーハーバーマスター
プレみやざき 代表

吉井 健
佐々木 露子
長﨑 俊次
山口 英樹
高瀬 智之
岡村 勝美
鬼塚 清隆
宮崎 正弘

10．フィニッシュ
フィニッシュ･ラインは、スターボードの端となるレースコミッティーボート
の青色旗を掲げたポールと、ポートの端となるフィニッシュマークを結ぶ
ラインとする。
11．回転ペナルティー及びリタイヤの報告
RRS31.2または44.1に基づき回転ペナルティーを行った艇またはリタイ
ヤした艇は、報告書を、抗議締切時刻までにレースオフィスに提出しな
ければならない。
12．タイムリミット
ａ．メイヤーズカップはスタート後180分とする。
マリノアズカップは150分とする。
ｂ．先頭艇がタイムリミット内にフィニッシュした場合、先頭艇フィニッシュ
後60分以内にフィニッシュしない艇はＤＮＦと記録される。
13．スタート後の短縮
ａ．コースが短縮された場合は、図示された位置でフィニッシュすること。
ｂ．コース短縮の場合は音響信号2声と共にS旗を掲揚する。

16．責任の放棄
レースに参加するか、またはレースを続けるかについての艇の決
定の責任は、その艇にのみある。(RRS4参照)
主催団体は、大会前、大会中または大会後と関連して受けた物的
損傷または個人の負傷もしくは死亡に対する責任を否認する。
17．レース本部の所在地
所在地 マリノア
連絡先 ℡．０９２－８８５－２２８８

