
第60回小網代カップレース
関東トラディショナルシリーズ（KTS）第4戦

【開催日】2022年11月5日(土) ～ 6日(日)
【開催地】三浦半島小網代沖及び伊豆大島周辺海域
【主催】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
【協力】株式会社リビエラリゾート

帆走指示書



[SP]の表記はその規則の違反に対するペナルティーを審問なしに艇に付加することができる規則を
意味する。

[NP]の表記は、艇は、他艇の規則違反に対し抗議できないことを意味する。（RRS 60.1(a)変更）
[DP]の表記は、その規則の違反に対するペナルティーをプロテスト委員会の裁量により、失格より

軽減することが出来ることを意味する。

1.適用規則と規定

1-1. 『セーリング競技規則2021-2024』（以下RRS）に定義された規則
ａ)日没から翌日日の出までの夜間はRRS第2章に代わって、海上衝突予防法を適用する。

公式日没時刻17:00
公式日出時刻06:00

ｂ) RRS 20.4「声かけの追加要件」として、昼間は腕信号を、夜間および視界不良時には
光による信号を代替手段とする。

1-2. 『セーリング装備規則2021-2024』（以下ERS）[ＤＰ]

1-3. 各クラスにクラス規則[ＤＰ]
ａ) IRCクラスには、『IRC規則2022』および『日本セーリング連盟IRC規程』

IRCルール22.4.2は適用されない。クルーナンバーもしくはクルーの重量制限は適用され
ない。但し最大乗員数は船舶検査証書に記載された最大搭載人員内とする。

ｂ) ORCクラスには、『ORC Rating Systems 2022』および『International Measurement System IMS
2022』最大乗員数は船舶検査証書に記載された最大搭載人員内とする。

1-4. 『外洋特別規定2022-2022』（以下OSR）および『OSR国内規定』[DP]
ａ) 3.29.1船舶用トランシーバーは、レース海域ほぼ全てで通信可能な衛星電話でも可とする。

(3.29.1変更)防水対策・予備バッテリー又は艇内の電源からの充電できる設備が搭載されて
いること。

ｂ) 3.29.13 AISトランスポンダーの搭載は、推奨とする。(3.29.13変更)

1-5. 『感染症対策規定』[ＮＰ][ＤＰ]

2.帆走指示書の変更

帆走指示書の変更は2022年11月5日 06:00までは公式掲示板に掲示する。
上記以降の変更は公式掲示板に海上で本部船より変更のある旨を通知する。

3.競技者に対するコミュニケーション

3-1. 公式掲示板は大会WEB上に設定する。URLは下記の通り。
https://koazirocup.wixsite.com/website

https://koazirocup.wixsite.com/website


3-2. レース当日のレース委員会との通信は音声による衛星携帯電話・携帯電話の使用を基本とする。
また、国際VHF海岸局“みさきヨット”（71ch）を平行運用する。

3-3. レース委員会は国際VHF71chにてリコール、フィニッシュ、その他の通知を行うことがある。
但し通知の有無、内容については救済の要求の根拠とならない。

4.日程

2022年
10月23日（日）17：00 提出書類締切
11月 3日（木）60回記念パーティー ( 詳細は連絡責任者に連絡する )
11月 5日（土）08：00 出艇申告書締切 レース本部開設

09：00～ 09：45    ラジオチェック
09：45～ 10：15 チェックイン
10：25 予告信号予定時刻

11月 6日（日）08：00 タイムリミット
10：00     レース本部閉鎖

5.開催地

5-1. レース本部 小網代ヨットクラブ クラブハウス2階（住所：三浦市三崎町小網代1385-18）
レース本部開設時間 2022年11月5日8:00～6日10:00

5-2. 海域 神奈川県三浦市、伊豆大島および周辺海域

6.コース・公式距離

小網代沖スタート→伊豆大島（右に見て）→網代崎灯浮標（右に見て）→小網代湾口フィニッシュ
公式距離：67NM

7.レース旗 [ＳＰ]

参加艇はレース中、JSAFレース旗を船尾付近の見やすい位置に掲揚し続けなければならない。



8.ラジオチェック[ＳＰ]

8-1. 9:00までに各艇AISを稼働（推奨）
8-2. 9:00までにスマホでヨットレースにチェックイン
8-3. 9:00-9:45 ラジオチェックレース本部から各艇に架電・呼び出し

通信内容：AIS、スマホでヨットレースの各ビュワーの確認結果を伝える。
※レース本部がAISで確認できない場合、参加艇は定時連絡が必要
※レース本部がスマホでヨットレースで確認できない場合、参加艇は航跡図の提出
が必要

9.チェックイン[ＳＰ]

参加艇は10:15までにＬ旗を掲揚している本部船の船尾を右に見て通過し、艇名、乗員数を伝え、
確認を受けなければならない。同時に本帆走指示書16項に定める動作をしなければならない。

10.スタート

10-1. レースはRRS26を用いて、予告信号をスタート信号の5分前とし、スタートさせる。
予告信号旗には小網代ヨットクラブ旗を使用する。

10-2. スタートは全クラス一斉スタートとする。
10-3. スタートラインは本部船のオレンジ旗を掲揚したポールと網代崎灯浮標（赤白ブイ）の間

とし、本部船を右に見てスタートする。
10-4. レース委員会はVHF71chでカウントダウンを行う場合がある。又、リコール艇の読上げを

行う場合がある。それらの場合、読み間違え等については救済の要求の根拠とならない。
10-5. スタートラインはスタート信号後、20分で消滅する。スタートライン消滅時までにスター

トできなかった艇は、審問なしにDNSと記録される。これは付則A5.1とA5.2を変更している。

11.フィニッシュ[ＳＰ]

11-1. フィニッシュしようとする艇は網代崎灯浮標到着のおおよそ1時間前に、音声により衛星携
帯電話・携帯電話・VHF71ch（みさきヨット局）の何れかの方法でレース本部に報告しな
ければならない。

11-2. フィニッシュ・ラインは本部船の青色旗を掲揚したマストとフィニッシュマークの間とする。
日没後は本部船のマストにフラッシュライト縦２個を点滅し、フィニッシュマークにはフ
ラッシュライトを設置する。

11-3. 夜間のフィニッシュはフィニッシュ後に本部船に口頭又はVHF71chで自艇の艇名とセールナン
バーを申告すること。

11-4. 荒天などにより本部船の設置が出来ない場合、網代崎灯浮標を180°に見た時刻を速やかにレ
ース本部に報告する。

11-5. 上記の場合、フィニッシュ１時間前コール時にレース本部より本部船がいない旨を伝える。



12.ペナルティー方式

12-1. OCSと記録されるべき艇には、失格に代わる罰則として所要時間の5%がタイムペナルティー
として加算される。

12-2. RRS第2章およびRRS31の規則違反についてはRRS44.1､44.2を適用する。（回転ペナティー）

13.タイムリミット

2022年11月6日 08：00以降フィニッシュ艇はDNFと記録される。
スタート時刻が延期された場合でも延長しない。

14. 帰着申告・航跡図[ＳＰ]

14-1. フィニッシュをもって帰着申告とする。
14-2. 航跡図の提出はフィニッシュ後60分以内にEメールに写真添付で提出すること。

ラジオチェックからフィニッシュまで継続して、スマホでヨットレースで自艇の位置情報を
発信している艇は、航跡図の提出を不要とする。
Eメール koazirocup@gmail.com

15.抗議と救済の要求

15-1. レース中に発生したインシデントに対し、抗議の意思がある場合にはフィニッシュ時に
本部艇に口頭又はVHF71chでその旨を伝えなければならない（RRS61.1の変更）

15-2. 抗議の締切時間は自艇のフィニッシュ後１時間以内とする。
15-3. 抗議書の提出はEメール又は抗議書の写真添付（判別可能なもの）でも可とする。

16.インスペクション[ＳＰ]

16-1. 艇は本帆走指示書9項に定めるチェックイン時にライフジャケットの着用とハーネスの携帯の
確認を受けること。

16-2. チェックイン完了後からフィニッシュ直後までの間、任意にインスペクションを行う場合が
ある。

17.出艇申告・乗員の変更[ＳＰ]

17-1. 出艇申告書はレース当日のみ受け付ける。E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。

mailto:koazirocup@gmail.com


17-2. 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。
Eメール koazirocup@gmail.com

18.支援艇[ＤＰ]

18-1. 支援艇は事前に支援艇使用申告書を提出した艇とする。
18-2. 支援艇識別旗を見やすい位置に掲揚すること。

識別旗はレース当日にスタート海面にて運営艇 (インフレータブルボート)から受け取ること。
18-3. 支援艇は予告信号以降、レース終了または延期、中止となるまで全ての参加艇に近づくこ

とを禁止する。

19.レース本部への連絡[ＳＰ]

レース当日は下記の通り連絡を行わなければならない。
各コールは参加艇よりレース本部を呼び出すこと。

Eメール koazirocup@gmail.com

件名：定時連絡
本文：セールナンバー、緯度、軽度、風向、風速

【例】セールナンバー (スペース) 3432 (スペース) 13808 (スペース) 200 (スペース) 13

音声

電話 090-3092-0952  ( レース本部 )
VHF     71c ( みさきよっと )

mailto:koazirocup@gmail.com
mailto:koazirocup@gmail.com


20. エンジンの使用と報告義務[DP]

20-1. 落水者救助・遭難艇(船舶)救助・濃霧による視界制限状態かつ無風による操舵不能状態にお
いて緊急かつ切迫した事態に対処するため(対船舶衝突回避のため)、または岩礁・大謀網な
どから離脱するためにエンジンを使用することができる。

20-2. エンジンを推進力に使用した場合は、フィニッシュ後60分以内にEメールでレース委員会に
報告しなければならない。

使用日時： 日 時 分～ 日 時 分
使用場所：（詳細に記入すること）
気象・海象：（天気風向風速波高潮流）
使用理由：（詳細に記入すること）
Eメール koazirocup@gmail.com

21. 成績算出の計算方式

21-1. IRCクラス：TCCによるTime on Time方式
21-2. ORCクラス：パフォーマンスカーブシステム(PCS OFFSHORE)
21-3. KFRクラス：TAによるTime on Distance方式

22. 賞

ファーストホーム賞
各クラス１位～3位

23. 表彰式

関東外洋四団体共同主催忘年会にて表彰を行う。

24. ゴミの処分

本レースにおいて、主催・運営者は環境責任についての基本原則に従う。レース参加者は故意
にゴミを水中に捨ててはならない。この規則は水上にいる間は常に適用される。（RRS47）これ
にはセールをセットするときのゴムまたは毛糸のバンドも含まれる。

25. 問い合わせ

公式掲示板内 問い合わせフォームから問合せること。
https://koazirocup.wixsite.com/website

mailto:koazirocup@gmail.com
https://koazirocup.wixsite.com/website


識別旗等

本部船 JSAFエンサイン

運営艇リブボート リビエラリゾート旗

支援艇識別旗 ＩＳＡＦ１００周年旗

スタート予告信号 小網代ヨットクラブ旗

レース旗 ＪＳＡＦレース旗



感染症対策規定[ＮＰ][ＤＰ]

乗員は以下の全てを満たしていること。

1. 乗員登録リストに掲げられている項目全てが記入済であること。

2. 以下の環境確認および健康確認を確実に実施し、出艇申告書に全項目が記入済みであること。

2-1.環境確認
レース前10日以内に以下の事項に該当していること。
ア）新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がない。
イ）同居の家族や身近な知人で感染が疑われる方がいない。
ウ）政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航または

当該在住者との濃厚接触がない。

2-2. 健康確認
a) レース前10日以内に以下の事項に該当していること。
ア）平熱を超える発熱がない。
イ）咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状、嗅覚や味覚の異常がない。
ウ）体が重く感じる（だるさ、倦怠感）、疲れやすい、息苦しい（呼吸困難）等がない。

b) レース当日に体調、体温を確認し。
ア）2-2.a).ア）イ）ウ）の3項目を含め、体調に異常がない。
イ）体温の検温を行い、平熱を超える発熱がない。

3. レース前10日以内に艇を開催地へ回航時に、レース乗員登録リスト以外の者が乗艇していた
場合は、当該者も前記2.の乗員の義務と同じ確認を実施すること。

乗員登録リストおよび出艇申告書はレースのみに使用される。ただし、感染症経路調査のため、
行政から参加者情報の提供依頼があった場合は、該当者の情報を行政に伝達する場合がある。

以上

【レース参加者への注意とお願い】

・感染症対策規定の項目にかかわらず、体調に異変を感じる場合は自主的に参加を見合わせてくだ
さい。

・感染症対策規定以外にも、レース参加のための移動中や宿泊施設などの陸上においても感染症対
策に留意してください。

・各艇においては、各乗員の緊急連絡先（乗員の家族など）リストを作成しておくことを推奨しま
す。

・感染症対策に関しては、各関係官庁やおよび日本スポーツ協会、日本セーリング連盟などから公
開されている。全ての情報は随時更新されるので、常に最新情報を入手するように心がけてくだ
さい。

・レース終了後10日以内に乗員に新型コロナウイルス感染症陽性とされた方があった場合は、レー
ス事務局に連絡を入れてください。
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