２０１９
第１8 回 ノルウェー フレンドシップ ヨットレース
クルーザー部門

レース公示
期 間 ： 2019 年 4 月 20 日（土）～4 月 21 日（日）
主 催 ： 一般社団法人 江の島ヨットクラブ
場 所 ： 神奈川県藤沢市 江の島ヨットハーバー沖

1

規則
1.1

本大会には、『セーリング競技規則 2017-2020』に定義された規則が適用される。

1.2

IRC クラスには、IRC Rule 2019 が適用される。

1.3

和文と英文とが矛盾する場合は、英文が優先する。
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参加資格および申込み
2.1

本大会には、以下のクラスの艇が参加できる。
1) IRC クラス

：2 日間のシリーズレースに参加のクラス

2) ワンデザインクラス ：2 日間のシリーズレースに参加のクラス
3) オープンクラス

：2 日目のショートオフショアレースのみに参加のクラス

各クラスとも 4 艇以上のエントリで大会は成立する。
2.2

参加資格
1) IRC クラスは、2019IRC レーティングを所有する艇であり、かつ乗艇者は JSAF の会員であること。
外国籍の場合は、各国連盟の認めるヨットクラブの会員であること。
2) ワンデザインクラスは、JSAF 登録艇またはクラス協会登録艇であり、かつ乗艇者は JSAF 会員であ
ること。ただし、これを満たさない艇または乗員であっても、大会実行委員会が認めた場合は、指定
された参加料を支払えば参加資格が得られる。
3) オープンクラスは、参加自由とする。

2.3

レース期間中、クルーザーは有効な船検証を有すること、キールボートは、クラスルールで定められた
安全備品を搭載すること。

2.4

防水対策を施した携帯電話を搭載していること。

2.5

申込み方法
江の島ヨットクラブより所定の参加申込書を取り寄せの上、下記宛に PDF、JPEG 等 e-mail に添付し
て申し込むこと。郵送も可。参加申込書は、江の島ヨットクラブ・ウェブサイト（http://www.eyc.jp/nfy/）
からもダウンロードできる。
【提出書類】

① 参加申込書(振込証貼付のこと)
② 乗員登録書（艇オーナーの署名があるもの）

【申込先】

e-mail：nfyr.cruiser@gmail.com
メールの送付タイトル：NF クルーザー部門参加申込
FAX：0466-23-2378
【申込締切日】
4 月 12 日(金) 17:00 とする。

オープンクラスのみレイトエントリーを認める。
レイトエントリー締切日は、4 月 18 日（木）15:00 までとする。
【乗員の変更】

申込後、乗員登録の内容に変更が生じた場合は、以下を実施すること。
・乗員数に変更がある場合は、変更した乗員登録書を江の島ヨットクラブに e-mail
または FAX（0466-23-2378）で提出のこと。
なお、レース当日は会議室 A にて変更を受け付ける。
・乗員数を追加した場合は、追加人数分の料金を指定口座に振り込むこと。なお、減員の場合は
返金しない。
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参加料
艇参加料

IRC クラス
ワンデザインクラス

30ft 以上

JSAF 登録艇

\10,000

30ft 未満

JSAF 登録艇

\7,000

30ft 以上

JSAF 登録艇

\10,000

JSAF 非登録艇

\13,000

30ft 未満

JSAF 登録艇
JSAF 非登録艇

乗員登録料

\10,000

オープンクラス

\7,000

オープンクラスのレイトエントリー時の追加料

\3,000

ウェルカム・パーティー参加料を含

JSAF 会員

1 名 \3,000

む。

JSAF 非会員

1 名 \4,000

ウェルカム・パーティーのみ参加者（当日会場にて徴収）
その他

\7,000

1 名 \2,000

レース旗（ノルウェー国旗）所持している場合は新規購入不要

\2,000

リコールナンバー（セールナンバーが無い艇は必要）

\1,000

・レース旗、リコールナンバー購入艇には、大会事務局から郵送する。ただし、レイトエントリーの場合は、
大会当日レース本部まで、またはレース前日までに大会事務局まで取りに来ること。
・IRC クラスとワンデザインクラスのダブルエントリーの場合は、艇参加料をクラスごとに支払うこと。
・参加料は納入後はいかなる理由においても返金されない。ただし、ワンデザインクラスが不成立の場合を
除く
【参加料振込先】

横浜銀行 片瀬支店 普通口座 0001414
一般社団法人 江の島ヨットクラブ

＊振込名は、艇名、振込者名の順で記入すること。

【振込締切日】は、申込締切日と同一である。
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日程
4.1 レース日程
4 月 20 日(土)

8:30～9:00

乗員登録変更受付（会議室 A）

(DAY1)

10:55

第 1 レース

インショア

予告信号

第 2 レース

インショア

第 1 レースに引き続き行う

17:30

ウェルカム・パーティー (ヨットハウス 2F)

4 月 21 日(日)

7:30～8:00

乗員登録変更受付（会議室 A）

(DAY2)

8:55

第 3 レース

15:00～

表彰式 (ヨットハウス 2F)

ショートオフショア

予告信号

4.2 レースの中止
天候によりレースを中止する場合は、DAY1（4 月 20 日）は 9:00 までに、DAY2（4 月 21 日）は 7:00 まで
に決定する。レース本部に問い合せのこと。
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帆走指示書
4 月 17 日(水)以降に江の島ヨットクラブのホームページ(http://www.eyc.jp/nfy/)に掲示される。
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レース･エリア
神奈川県藤沢市 江の島ヨットハーバー沖

7

コース
7.1

インショアレースは、ウインドワード・リーワードコース、4レグもしくは6レグとする。
ショートオフショアレースは、えぼし岩回航を含むオーシャンコースとする。
帆走するコースの詳細は、帆走指示書に示される。

7.2
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当日、天候によってコースを変更する場合もある。

得点
8.1

IRC クラス、ワンデザインクラスのシリーズの成立には、1 レースの完了が必要である。

8.2

IRC クラス、オープンクラスの各レースの順位は、各艇の所要時間から、IRC クラスは TCC、オープン
クラスは本レース委員会で決定するレーティングを乗じて秒単位で修正時間を算出（秒以下は四捨
五入）し、修正時間の小さい方を上位とし、順位に応じて得点を付与する。レーティングは、大会の前
日までに江の島ヨットクラブ・ウェブサイトに掲載される。
修正時間が同値の場合は、IRC クラスは TCC の、オープンクラスはレーティングの数値が小さい方の
艇を上位とする。

8.3

IRC クラス、ワンデザインクラスの得点方法は、RRS 付則Ａの低得点方式とし、シリーズの得点は、完
了したレースの種類毎に次の係数を掛け、その合計とする。
インショアレース ×１．0
オフショアレース ×１．3

8.4

4 艇以上のエントリのあったワンデザインクラスが複数艇種ある場合は、艇種ごとに得点を算出する。

無線通信
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緊急の場合を除き、レース中の艇は、音声やデータを送信してはならず、かつ、すべての艇が利用できない
音声やデータ通信を受信してはならない。
ただし、全レース艇が同じように利用できる情報（GPS、天気予報、海象気象に関する情報）は受信してもよ
い。

10 賞
賞は次のとおり与える。
1) ノルウェー王国大使杯（バイキングシップ・持ち回り杯） IRC クラス優勝艇
2) 湘南なぎさパーク杯

IRC クラス優勝艇

3) IRC クラスは、1～3 位を表彰する。
4) オープンクラスは、1 位を表彰する。
5) ワンデザインクラスは、1 位を表彰する。
6) ショートオフショアレースのファーストホーム艇に賞を与える（全クラス共通）。

11 責任の否認
この大会の競技者は、自分自身の責任で参加する。RRS４[レースすることの決定]参照。
主催団体、レース委員会またはこの大会に関わる運営役員、ボランティアは、大会前後、期間中に生じた
物的損傷または人身傷害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。
12 保険
レース期間中、有効なヨット損害賠償保険に加入し、大会期間中の事故に対して有効であることを
確認していること。

13 問合せ先
一般社団法人 江の島ヨットクラブ(江の島ヨットハウス 1 階)
〒251－0036 藤沢市江の島 1-12-2
TEL：0466-22-0261／ FAX：0466-23-2378
URL： http://www.enoshima-yc.jp/
e-mail：nfyr.cruiser@gmail.com
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その他

【艇の搬入出と繋留】
4 月 20 日 1 泊の係留については大会主催側にて負担する。
ただし、艇の搬出入のための上下架、レース期間前後の係留等については、各自の責任で湘南なぎさパー
クと取り決めることとし、費用は各自の負担とする。
なお、参加申込時係留の旨の申し出がある艇について、実行委員会は湘南なぎさパークへの調整を行う。
指定管理者 (株)湘南なぎさパーク
TEL：0466-22-2128
URL：http://www.s-n-p.jp/enoshima-yacht-harbor/
ｅ-mail：info@enoshima-yacht-harbor.jp

