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２０１１年神奈川県民セーリング大会    

 

東日本大震災被災地セーリング復興支援チャリティーレース 
 

 

東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）により、被災された皆様およびご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し

上げます。 

２０１１年神奈川県民セーリング大会は東日本大震災被災地セーリング復興支援チャリティーレースとし、今大会の参加料の

一部を震災で被害を受けられた地域の方々のセーリング復興に役立てて頂きたく、被災地域の岩手県・宮城県・福島県・３

県のセーリング連盟に寄付させて頂きます。 一日も早い復旧と復興をお祈り申し上げます 。    

神奈川県民セーリング大会は約１５０艇の多種ディンギーヨットが集まって開催される日本最大のヨットの祭典です。 

県民以外の方も参加でき、初心者から元オリンピック選手まで、一緒にセーリングする大会です。 
 

期    間 ： 

場    所 ： 

競 技 種 目 ： 

平成２３年６月５日（日）  

神奈川県藤沢市 湘南港(江の島ヨットハーバー沖) 

キールボート、ウィンドサーフィンを除く全てのディンギークラス 

大会組織 

共 同 主 催 ：  

後   援 ： 

 

 

協   力 ： 

協   賛 ： 

 

神奈川県セーリング連盟  （株）湘南なぎさパーク 

神奈川県  神奈川県教育委員会、藤沢市、藤沢市教育委員会、県藤沢土木事務所、逗子ヨット

協会、葉山町セーリング協会、平塚市ヨット協会、三浦市ヨット協会、横須賀ヨット協会、横浜市ヨット

連盟、鎌倉市セーリング協会  

 (社)江の島ヨットクラブ    藤沢市ヨット協会  湘南海上保安署 

大塚製薬㈱  ㈱キタムラ  キリンビール㈱横浜統括支社  スターモア化粧品㈱  ㈱スミノ 

 ㈱ノースセール・ジャパン ㈱横浜シーサイドピア ヤマザキナビスコ㈱ ㈱リビエラリゾート  （５０音順）  

 

大会役員 

大 会 会 長  

大 会 委 員 長  

レ ー ス 委 員 長  

プロ テス ト委 員 長  

実 行 委 員 長 

 

貝道 和昭 

末木 創造 

京黒 太郎 

佐藤 百一 

藤田 時彦 

 

（神奈川県セーリング連盟 会長) 

（神奈川県セーリング連盟 理事長） 

（神奈川県セーリング連盟 理事・レース運営委員長） 

（神奈川県セーリング連盟 理事・ルール委員長） 

（神奈川県セーリング連盟 理事・県連総務委員長） 

 

レース公示（NOTICE OF RACE） 

 

1.規則 

セーリング競技規則 2009～2012（RRS）、日本セーリング連盟規定、各クラス規則を適用する。但し、いずれの規則も 

帆走指示書によって変更されたものは除き、帆走指示書と矛盾する場合は帆走指示書を適用する。 

2.広告 

艇は主催団体により選択され提供された大会広告を表示するよう要求されることは無い。 

3.資格及び参加 

3.1  レース委員会が認めた艇（神奈川県民以外の方でも参加できます） 

3.2  当日大会本部にて登録受付。 

3.3  レース参加艇数は、登録受付先着順で 200 艇までとする。登録受付時間内でも 200 艇のエントリー完了次第、登録受

付を終了するので、ご了承下さい。 

4.参加申込み先 

  参加申込は、当日大会本部（湘南港２階大会議室）にて登録受付できる。 

5.参加料 

必要な参加料は次の通りとする （参加料には復興支援義援金が含まれます） 

高校生以下 ２,000 円/1 名 

一般 ３,000 円/1 名 
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6.レース方法 

   ヤードスティックナンバー別に 4 グループに分け、レースを行う。 (グループ詳細は添付図１を参照下さい。) 

7.日程  

7.1 登録受付 ６月５日（日） ８：３０～９：３０ 登録受付 （湘南港 2 階大会議室）  

                    ９：３０～  艇長会議 

7.2  レース日程・レース数   

           レース数     最初のレースのｽﾀｰﾄ予告信号予定時刻 

           ２         １０：２５ 

7.3 その他の日程 

６月５日（日）     １６：００～ パーティー・表彰式・閉会式 

       （閉会式の開始時刻に変更のある場合は当日公式掲示板に掲示します。） 

8.帆走指示書 

受付時に配布されるが、レース 1 週間程前に大会ウェブサイト及び神奈川県セーリング連盟ウェブサイトにて入手できる。 

9.レース・エリア 

神奈川県藤沢市 江の島ヨットハーバー沖 Ａ海面に設置する。 

10. コース 

下図に、通過すべきマークの順序および各マークの通過する側を示す。 

 

 

           
                                                                                                                             

11. 得点方法 

11.1  艇の得点はレース所要時間をヤードスティックナンバーで除去した修正時間により順位を決定し、ＲＲＳ付則Ａの低得

点方式を適用する。（表にない艇種は受付時に申し出て下さい） 

11.2  ヤードスティックナンバーで同一修正時間の艇はヤードスティックナンバーの大きい方を上位とし、得点を与える。これは

付則Ａ７を変更している。 

11.3  シリーズの成立には 1 レースを完了する事が必要である。 

11.4  艇のシリーズの得点は次の通りとする。 

艇のシリーズの得点は、すべてのレース得点の合計とする。これは付則Ａ２を変更している。 

12. 支援艇 

12.1  支援艇はレスキューボートとみなされ、以下の条件を満たす場合のみ使用を許可する。 

12.2  (a)常時は支援艇として航行範囲の制限を守り、レース委員会からレスキューボートとしての要請があれば、いつでもこれ

に応じること。この要請があった場合のみ制限範囲内への進入を認める。 

(b)支援艇は、ヨットモータボート保険（対人対物賠償責任保険及び搭乗者傷害保険）に加入していること。 

13. 無線通信 

緊急の場合を除き、艇は、レース中の無線送信も、すべての艇が利用できない無線通信の受信もしてはならない。ま

たこの制限は携帯電話にも適用する。 

第 1 グループのコース 
  Start－１－２－３－１－２－３－Ｆinish （２周） 
  但しＹＮ７５以下（Ｉ－１４及び４９ｅｒ） 

Start－１－２－３－１－２－３－１－２－３－Ｆinish （３周） 
 
 

第２・３グループのコース 
  Start－１－２－３－１－２－３－Ｆinish （２周） 
 
 

第４グループのコース  
Start－１－２－３－Ｆinish （１周） 

 



Kanagawa Sailing Federation 

 

14. 賞 

14.1 １位に賞状、神奈川県知事賞、湘南なぎさパーク杯、豪華賞品 を授与する。 

14.2 ２位～６位に賞状を授与する。 

14.2 参加艇数１０艇以上のクラスはクラス別１位に賞状を授与する。 

14.3 ユースクラス高校生以下ダブルハンド、シングルハンドの各 1 位に神奈川県教育委員会教育長賞を授与する。 

14.6 ジュニアクラスの OP 級クラス 1 位に神奈川県教育委員会教育長賞を授与する。 

15. 責任の否認 

このレガッタの競技者は自分自身の責任で参加する。規則４[レースすることの決定]参照。主催団体は、レガッタの前

後、期間中に生じた物理的損害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。 

16. 保険 

各参加者は、各自、傷害保険に加入し、有効な第三者賠償責任保険に加入していなければならない。 

17. 追加情報 

17.1  艇の搬入搬出手続きは各チームで行うこと。ハーバー使用料は各自負担とする。 

      湘南港  ・・・ （株）湘南なぎさパーク tel：0466-25-2211  http://enoshima-yacht-harbor.jp/index4.htm 

17.2  「県民レースを海上で身近に観戦してみましょう」 

大会中、（株）湘南なぎさパークレスキュー艇がレース観覧艇として出港する。 

    「県民レースを海上で身近に観戦してみましょう」 

    出港予定時間（当日のレース状況により、変動有） 

１回目 １０：１５ ～ １０：４５ 10 名 

     ２回目 １１：００ ～ １１：３０ 10 名 

     ３回目 １１：４５ ～ １２：１５ 10 名 

      ４回目 １３：００ ～ １３：３０ 10 名 

    使 用 艇 ： （株）湘南なぎさパーク 「レスキューSNP」 

                
     

募 集 人 数 ： １０名/１回 （小学生以下は２名で１名分） 合計４０名 先着順にて定員になり次第締切させて頂

きます。（定員に満たない場合やキャンセルがあった場合に限り、当日の９：３０まで受付）   

    乗 船 料 金 ： ５００円～/１名  乗船料金はすべて被災地のセーリング連盟に寄付されます。乗船料金は 500 円

以上であればおいくらでも結構です。 

    申込み方法： 締め切り日までに E-mail または電話で参加申し込みをすることができる。 

    申 込 み 先 ： （株）湘南なぎさパーク 湘南港管理部 

               E-mail： info(@)enoshima-yacht-habor.jp   Tel   ： 0466-25-2211 
※迷惑メール対策のため、＠に（ ）を入れてあります。メールを送る際には（ ）を取ってください。 

※件名に【2011 年県民レース観覧艇申込みの件】とご記入下さい。 

    ライフジャケット（救命胴衣）は当方で用意致しますが、靴・カッパ等は各自で用意の事。また当日の気象状況によりレー

ス時間に変動し、乗船予定時間が変更される事がある。また荒天の場合は中止になるので、ご了承下さい。 

 

18. 大会問い合わせ先 

大会事務局 

 ２０１１年神奈川県民セーリング大会 実行委員会 

実行委員長 藤田 時彦 

E-mail: tofujita(@)cocoa.ocn.ne.jp    
※迷惑メール対策のため、＠に（ ）を入れてあります。メールを送る際には（ ）を取ってください。 

※件名に【2011 年県民レース の件】とご記入下さい。 
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添付図１ 
グループ・ヤードステックナンバー一覧 

第１グループ ３周 第２グループ ２周 第３グループ ２周 第３グループ １周 

艇種 YN 艇種 ＹＮ 艇種 ＹＮ 艇種 ＹＮ 

水中翼モス 56 シーホース 87 レーザーＶＯＲＴＥＸ 87 レーザー４．７ 110 

４９ｅｒ 60 テーザー 87 モス 89 Ｐ－１５ 110 

トーネード 62 スナイプ 90 フィン 90 Ｒ１７ 110 

ＲＳ８００ 67 Ｂ１４スモールリグ 92 バレオ 92 アクアミューズ 110 

ナクラ５．２ 67 ＦＪ 94 シーホッパー 94 ミラー１４ 110 

国際１４ 71 ＲＳ２００ 94 レーザー 94 シーマーチン（１枚帆） 112 

ＲＳ７００ 72 カシオペア 94 Ｂ１４斉藤スペシャルリグ 100 ミニホッパー 113 

ＦＤ 75 シーラーク 94 ヨーロッパ 100 デイセーラ 115 

第１グループ ２周 ウィンドコール 95 ＯＫディンギー 101 Ａ級ディンギー 120 

５０５ 77 ヤマハ１５ 95 シーホッパーＳＲ 101 Ｋ１６Ｃ 120 

ホビー１６ 78 ビジョン 97 レーザーラジアル 101 アクセスディンギー 120 

２９ｅｒ 80 Ｙ１５ 98 フィーバＸＳ 109 シースパロー 120 

４７０ 80 ウィンドジョイ 99     トッパー 126 

ＲＳ500 80 Ｋ４２０ 100     ＣＪ 129 

セーリング・スピリッツ 80 シーマーチン（２枚帆） 100     ミラー 129 

ファイアボール 81 シカーラ 102     ダックリング 140 

Ｂ１４ 82 フィーバＸＬ 103     ＯＰ 144 

Ｋ１６ 84 フィーバＸＭ 106         

ホビー１４ 84 国際４２０ 108         

シードスポーツ 86 ＯＫＩ 109         

 


