
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第23回横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース 

実 施 要 項 
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横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース実行委員会 事務局 
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ＴＥＬ ０４５－７７６－７５９９  ＦＡＸ ０４５－７７６－７５９１ 
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23nd Yokohama Bay Side Marina Open Yacht Race 
 



第 23回横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース 

実施要項（レース公示） 

 

（はじめに） 

日頃より横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレースにご参加下さいまして誠にありが

とうございます。 

今年は新型コロナウイルス影響により、本レースは艇長会議、安全講習会、表彰パーティ

ーは中止とし、レースのみの実施で開催を予定しております。 

また、感染拡大を防ぐため、参加艇の呼びかけを横浜市内にあるマリーナ及びヨットハ

ーバーに限定し、横浜ベイサイドマリーナビジターバースの利用を制限しての実施とさせ

て頂きますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

なお、参加される選手は、別紙に定める横浜ベイサイドマリーナヨットレース感染症対

策規定を充分に理解し、ご参加頂きますようお願い申し上げます。 

今後の社会情勢により、レース開催を中止する可能性もございますので、どうぞご了承く

ださいますよう合わせてご案内申し上げます。 

 

１． 共同主催 

横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース実行委員会 

ＪＳＡＦ加盟団体外洋東京湾 

神奈川県セーリング連盟 

横浜市ヨット連盟 

横浜港ボート天国推進連絡協議会 

 

２． 後援 

横浜市 

横浜ベイサイドマリーナ株式会社 

 

３． 協力 

横浜海上保安部 

藤木企業株式会社 

横浜ベイサイドクラブ 

横浜ベイサイドヨットクラブ 

横浜ベイサイドマリーナヨットクラブ 

横浜ベイサイドマリーナフィッシングクラブ 

横浜ベイサイドマリーナボートクラブ 

横浜ベイサイド・クルージングクラブ 



４． 開催期日  

２０２０年１０月１７日(土) 

 

５． 開催場所 

横浜市金沢区横浜ベイサイドマリーナ沖海面（東京湾）にて開催する。 

大会本部、公式掲示板は横浜ベイサイドマリーナセンターハウス及び横浜ベイサイドマリーナ

ホームページに設置する。 

陸上信号ポールは横浜ベイサイドマリーナセンターハウス前のポールを使用する。 

 

６． ヨットレース 

① 日 程 １０月１７日（土） ＩＲＣクラス ・ オープンクラス 

予告信号の予定時刻      １０：５５                                                                    

タイムリミット            １５：００ 

＊艇長会議、安全講習会、表彰パーティーは実施しない。 

＊レース結果は、横浜ベイサイドマリーナホームページにて発表とする。 

 

②コース 

      横浜ベイサイドマリーナ沖―八景島沖の周回コース（詳細は帆走指示書にて） 

 

③適用規則   

本レースは下記規則を適用する。 

１． セーリング競技規則２０１７-２０２０（RRS）に定義された規則 

２． IRC クラスは、IRC規則２０１７、パートＡ、ＢおよびＣが適用される。  

但し、規則 22.4.2は適用しない。 

したがって、クルーの数もしくは体重の制限 はない。 

 

④ク ラ ス 

１．ＩＲＣクラス 

２．オープンクラス 

＊エントリーの状況によってグループ分けを行い、スタート時刻を分けることがある。 

その場合のスタート時刻は 10分間隔とする。 

 

⑤参加資格 

１． ＩＲＣクラス：ＩＲＣの有効な証書を有する艇。 

２． オープンクラス：有効な船舶証書を有するセーリングクルーザーで、横浜ベイサイド

マリーナオープンヨットレース委員会が認めた艇。 

ＩＲＣクラスは、それぞれ５艇以上の参加で成立するものとする。 

５艇に満たない場合、そのクラスの参加艇は、オープンクラスに組み込まれるもの



とする。その場合、当該艇は横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース実行委員

会の定めるレーティングが採用される。 

３． 横浜市内にあるマリーナ及びヨットハーバーをホームポートとする艇でレース当日に

ホームポートより出港し、レース終了後に自身のホームポートへ帰港できる艇。 

なお、抗議が発生した場合は横浜ベイサイドマリーナビジターバースに係留できるも

のとする。 

 

⑥責任の所在 

艇と乗員の安全の確保は、オーナーまたは艇長の責任であり、レースに参加する者は、全 

て自己の責任において参加するものである。 

艇がスタートするか否か、あるいはレースを続行するか否かを決める責任は艇長にある。 

また、乗員も艇と乗組員の安全の確保に努めなければならない。 

主催、後援、協力の各団体等は、艇および乗組員に関わる人的事故ならびに物的事故に 

ついて、その責任を一切負わない。 

 

   ⑦安全基準 

・艇体および装備品は使用に足るレベルに充分に整備されていること。 

・船舶安全法に基づく「限定沿海」以上の基準を満たしている艇であること。 

・ヨット賠償責任保険に加入していること。 

・通信手段として正常に機能するマリンＶＨＦ、携帯電話の いずれか１つ以上を装備し 

ていること。 

 

⑧出艇申告  

   出艇申告・体調申告シートはレース当日のみ受け付ける。 

ビジター艇はＥメール及びＦＡＸにて送付すること。 

【提出期間】１０月１７日 ０７：００～０８：００ 

【提出先】  大会本部（横浜ベイサイドマリーナセンターハウス前に設置） 

        E-Mail ｙｂｍ-oyr＠ｙｂｍａｒｉｎａ．ｃｏｍ 

        ＦＡＸ  ０４５（７７６）７５９１ 

なお 出艇を取りやめる艇は、レーススタート前までに必ず大会事務局へ連絡のこと。 

                   

⑨順位の決定  

１． ＩＲＣクラスは、TCCに所要時間を掛けた修正時間により順位が決定される。 

２． オープンクラスは、横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレースレーティング値に所

要時間を掛けた修正時間により順位が決定される。 

３． レースは各クラスとも１レースのみとし、この成立をもって本大会は成立する 

 

 



⑩賞 

１． 各クラス ファーストホーム賞 

２． 各クラス １位～３位 

３． その他飛び賞など副賞を用意 

      ＊入賞者へはホームページに掲示し、事務局より連絡を行う。 

 

８．参加申し込み 

・参加申込書・出艇申告書は、横浜ベイサイドマリーナ及び横浜ベイサイドマリーナオープ 

ンヨットレースのホームページより規定の書類をダウンロードできます。 

（ｗｗｗ．ｙｂｍａｒｉｎａ．ｃｏｍ/及び www.ｙｂｍ－ｏｙｒ．ｃｏｍ）                                                

・参加申込書に必要事項をもれなく記入し、ＦＡＸ又はＥメールで事務局宛に送付のこと。 

・参加申込の受付は、９月１７日（木）から１０月１１日(日)までとする。 

（受付時間 １０：００～１７：００ （火曜日を除く）） 

・または、ＴＥＬ又はＦＡＸによる申込書類の申請も可能。申請者には、事務局より参加申込

書、出艇申告書、大会実施要項（レース公示）を送付する。  

・諸般の事情により、参加艇の隻数を制限する場合があります。 

 

９．参加費   

エントリー費      １艇 １０，０００円 

 

          振込先口座      横浜信用金庫 

   福浦支店 

                            普通預金 

口座番号 ０１００９５４  

                            口座名   横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース 

 

          ＊振り込みは艇名と代表者名を連記して１０月６日（火）より１０月１５日（木）迄に振込 

みのこと。                               

          ＊エントリー費はいかなる場合も返金できないのであらかじめ承知のこと。 

なお、新型コロナウイルス等の影響により大会が中止となった場合はエントリー費 

は全額返金とする。  

 

１０．帆走指示書  

帆走指示書は１０月１０日（土）に参加艇へＥメール又は郵送にて送付し、同時に横浜

ベイサイドマリーナ及び横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレースのホームページ

に掲載する。 

 

 



１１． 泊地 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ビジター艇の受入はしない。 

 

 

１２． その他  

  大会事務局へ提出する書類についての案内 

 

全クラス共通 ・参加申込書 

・出艇申告書 

・体調申告シート 

・ヨット賠償責任保険証のコピー 

 

            ＩＲＣクラス   ・ＩＲＣレーティング証書のコピー 

 

参加申込書・出艇申告書は、横浜ベイサイドマリーナのホームページから規定の書類を 

ダウンロードできます。（ｗｗｗ．ｙｂｍａｒｉｎａ．ｃｏｍ/及び www.ｙｂｍ－ｏｙｒ．ｃｏｍ/） 

          

 

    ＊参加申込書、出艇申告書、体調申告シート等はＥメール又はＦＡＸで送付してください。 

     尚、送付の際は、ＰＤＦ又は JPG（写真）等に変換し送付ください。 

 

 

１３．参加申し込み・問合せ先 

第２３回横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース実行委員会  

事務局 松尾、河野、田中 

（横浜市金沢区白帆１番地   横浜ベイサイドマリーナ（株）センターハウス内） 

            ＴＥＬ ０４５－７７６－７５９９   ＦＡＸ ０４５－７７６－７５９１ 

         Ｅ－Ｍａｉｌ：ｙｂｍ-oyr＠ｙｂｍａｒｉｎａ．com 

 （受付時間 １０：００～１６：００ （火曜日を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース感染症対策規定２０２０ 

 

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みであること。 

 

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１４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１４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）レース当日の体調、体温確認。 

   ア）２－２．ａ）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。計測した体温を出艇申告書に記入すること。 

 

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、感染症経路調査の為、行政から

参加者情報の提供依頼があった場合は、該当する艇の＜艇長の氏名・住所・電話番号＞の３情報を行政

に伝達する場合がある。 

 

 

【横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース参加者への注意とお願い】 

 

・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。 

・感染症対策規定の項目に関わらず、体調に異常を感じる場合は自主的に参加を見合わせること。 

・感染症対策規定以外にも、レース参加のための移動中や各施設内などの陸上においても感染症対策に 

留意すること。 

・レース終了後１４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ること。 

・レース開催にあたって、日本セーリング連盟の「セーリング競技に係る大会等再開時のガイドライン

（２０２０年９月版）」に沿って上記の感染症対策規定を定めた。 

・感染症対策に関しては、各関係官庁や日本スポーツ協会、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ること。 

・本大会は、新型コロナウイルスに対するワクチンや治療薬がまだない状況（レース公示公開時）で開 

催されることを忘れないこと。 



FAX：045-776-7596　　E-Mail：ybm-oyr@ybmarina.com

エントリーNo．

フリガナ

艇名

参加クラス セールNo．

補機 船外機 ・ 船内機 プロペラ

ファーラー メイン ・ ジブ ・ 無 スピンネーカー

ＩＲＣクラス レーティング

フ リ ガ ナ

氏　名

住　所

TEL FAX

フ リ ガ ナ

氏　名

住　所

TEL FAX

オーナー署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

艇長署名　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（オーナーと艇長が同一の場合には、艇長欄にご署名ください）

振込日

振込名義人

参 加 申 込 書

    第２３回　横浜ベイサイドマリーナ　オープンヨットレース

※ 必ず上記参加費欄をご記入の上、FAXもしくはE-Mailにてご提出ください。

オープン
クラス

スピンネーカー ・ ジェネカー ・ 無

ホームポート

オープンクラス　　・　　ＩＲＣクラス

製造会社
及び艇種

艇体色

通信手段（携帯番号またはコールサイン）

円　

YBM艇は区画番号

e-mail

〒

e-mail

〒

誓　約　書

第２３回 横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース実行委員会　御中

固定 ・ フォールディング ・ フェザーリング

オーナー

艇長

参　加　費

　私は「第23回 横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース」のレース公示に基づいて参加を申し込みます。本レース
の帆走指示書および関係法令を遵守し、私の艇がスタートするか否かの決定は私自身の判定に基づいて行い、決し
て他者にその決定を委ねません。主催・協力・後援などの各団体は、参加艇ならびに参加者の事故の一切の責任を
負うものではないこと、一切の事故に関しての責任は参加艇側にあることを基本原則と認識し、艇相互のマナーの実
践に努めることを誓約します。また、レース期間中の写真撮影とその版権はレース委員会に属し、掲載物に使用され
ても異議を申しません。

　　令和 ２年　　　月　　　日

振込金額
　　月　　　　　　　　日日


