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NOTICE 
 
 
 
 

GTF(ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾄｳｷｮｳ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ)プレゼンツ 

http://yacht.main.jp/ 



運   営   トウキョウズ・カップ２００7 ヨットフェスティバル実行委員会 

主   催   （財）日本セーリング連盟 加盟団体外洋東京湾、           

  後  援   東京都、東京都大島町、（財）日本セーリング連盟、大島町商工会、 

          （社）大島観光協会 

協  力   伊豆大島漁業協同組合、東京都島しょ農林水産総合センター大島事業所、（株）舵社 

  協  賛   東海汽船、中国塗料 

  特別提携  グレーター トウキョウ フェスティバル実行委員会 

 

１． 開催趣旨 

 夏休みのイベントのひとつとして、東京都伊豆七島大島町で外洋ヨットが集り、外洋

ヨットレースを通じて大島町と外洋ヨット愛好者たちの親睦を図り、海を通じて地元へ

の感謝の気持ちを大会を以って表し、積極的な地域交流を深め、海洋スポーツの振

興と地域経済の活性化並びに地域振興を両立させることを目的とし、今大会が開催さ

れていることを広く一般にも紹介する。 

 

2. 適用規則  

      A コース、B コース 

    セーリング競技規則(2005－2008)ＲＲＳと本大会レース公示及び本大会レースの帆走 

指示書。 

 本大会の広告カテゴリーは ISAF 規定２０及び IFSF 規定６により C である。 

 A コースのみORC-Club ﾙｰﾙ 2007 を適用する。 

 

3. 参加資格  

1)Ａコース(ORC-Club ｸﾞﾙｰﾌﾟ)は、JSAF ORC-Club２００7 の有効なレーティングを  

有する LOA7.5m 以上の艇で、且つ艇長を含む乗員の半数以上は外洋加盟団体

の会員であること、又、艇のオーナーが２００7 年度の会費を納入済みであり、 

有効な JSAF 外洋特別規定 2007 ｶﾃｺﾞﾘｰ４以上の宣誓書を有している艇であるこ 

と。 

 

2)Ａコース(オープンクラスグループ)は、外洋加盟団体登録艇であること。 

又、艇のオーナーが２００7 年度の JSAF 外洋加盟団体会員会費を納入済みで

あり、有効な JSAF 外洋特別規定 2007 ｶﾃｺﾞﾘｰ４以上の宣誓書を有している艇

であること。 

 

3)Ａコース、Ｂコースは、船舶安全法に基づく「限定沿海」以上の基準に合格してい 

る艇。且つ、レース経験のある４名以上の乗員を有すること。 

  Ｂコース 

１）参加艇は、乗員分のハーネスを搭載するものとする。 

２）船名はわかりやすく艇体に明記されていること。 

３）レース当日、海上出艇確認を受ける際、乗員全員がライフジャケットとハーネスを

着用して確認を受けなければならない。 

上記を具備していない艇はレース委員会から抗議の対象となり、失格になる。 

 

 



4． 参加料  

1)（Ａコース）：35 フィート以下の艇：１艇 30､000 円、35 フィートを超える艇：１艇 

35､000 円。 

2)（Ｂコース）：１艇 30､000 円。 

        ※尚、参加申込後は、参加費は返金できません。 

   

5. 日  程  

 ２００7 年 8 月４日（土）  

       

         Ａコース ９時００分 スタート(予定) （小網代沖） 

                 タイムリミット １６時３０分 

          

Ｂコース １１時 00 分 スタート(予定) （岡田港沖） 

           タイムリミット １６時００分 

B ｺｰｽ集合は8月3日（金）波浮港岸壁、１５時から１８時まで、又は8月４日７時から

８時００分までに大島波浮港の大会本部に出艇申告すること。 

 

A、B コースの表彰式並びに交流会  8 月４日(土)18：00 予定 

       

6.  帆走指示書  

帆走指示書は７月３０日(月)に行われる艇長会議で配布する。 

 

7.  コース         

1)Ａコース：トウキョウズ・カップ（暫定距離：約３０マイル） 

          小網代沖スタート、筆島沖フィニッシュ 

2)Ｂコース：トウキョウアイランズ・カップ（暫定距離：１０マイル） 

           岡田港沖スタート、大島東側通過、筆島フィニッシュ 

8.  インスペクション 

        レース委員会はレース参加艇が波浮港入港時から随時インスペクションを行う権限 

を有し、規則違反の艇や、著しく安全性を欠く場合は参加を認めない事も含めてペナ 

ルティを課す。 

 

9.  成績の算出    

 1)A ｺｰｽ ORC-Club ｸﾞﾙｰﾌﾟ :CT の算出はﾀｲﾑｵﾝﾀｲﾑ方式で行う。 

    2)A ｺｰｽ ｵｰﾌﾟﾝｸﾗｽｸﾞﾙｰﾌﾟ  :レース委員会が決めたﾚｰﾃｨﾝｸﾞにより計算する。 

    3)B ｺｰｽ              :レース委員会が決めたﾚｰﾃｨﾝｸﾞにより計算する。 

    4)レース委員会が決めたﾚｰﾃｨﾝｸﾞの数値に対しての抗議、救済要求等は認められ 

ない。 

    5)同修正時間の場合はﾚｰﾃｨﾝｸﾞの低い艇を上位とする。  

         

 

10． 停泊     

 （１）集合場所：Ｂコースの参加艇は出艇申告の締切時間までに各艇毎に波浮港に 

入港すること。艇長会議にて大会本部が渡す大会参加旗を掲げていない艇は波 

浮港に入港できません。 

(2)但し、大島波浮港の収容能力によりＡＢ両クラス合計で１５０艇になり次第締切と 

する。 

 

 



11． 通信手段    

参加艇(Ａコース、Ｂコース共)は通信手段として、大会本部に電話番号を届けでた

水密(ビニール等)のケースにいれた携帯電話を２台(２系統)所持すること。 

 

12.  賞         

     Ａコース: 

1)ORC-Club グループ    ： ファーストホーム賞 

           優勝（トウキョウズ・カップ） 

２位、３位（５艇未満の場合は１位のみ表彰） 

  2)オープンクラスグループ ： ファーストホーム賞 

           優勝 

２位、３位（５艇未満の場合は１位のみ表彰） 

           3)Ａコースの各グループの参加艇の数によりクラス分けを行う場合がある 

           4)Ａコースの各クラスの参加艇が１０艇未満の場合は 2位まで表彰とする 

 

       Ｂコース：  艇種又は、レーティングにより２～３クラスに分ける予定。 

     総合優勝（トウキョウアイランズ・カップ） 

     ファーストホーム賞 クラス別１位,２位,３位 

 

13.  保険    

Ａコース、Ｂコース参加艇は、レース期間中レースを担保する①賠償責任保険 

搭乗者障害保険（乗員分）③捜索救助費用保険に加入していること。（艇長会 

議時にも加入できます。） 

   

 

 

 

14.  申込み方法  

（Ａ、Ｂコース）：JSAF 加盟団体外洋東京湾事務局へ FAX により申し込みをすること。 

外洋東京湾事務局 FAX 番号 047-449-3331 

申込書類： 

           下記の JSAF 加盟団体外洋東京湾のホームページからレース公示、関係書類

をダウンロードし、下記の銀行口座に決められた参加費を振り込み、銀行振り

込み済証を参加申し込み書に貼り付け申し込むこと。 

           その他の必要書類は郵送により配布する。 

FAX による提出書類 

１）Ａ、Ｂコース参加申込み書（銀行振り込み済証を貼り付け済みのも

の）。 

２）ＡコースＯＲＣクラブクループは有効な ORC-Club207 証書。 

４）A コースオープンクラスグループ参加艇はＡコースオープンクラス申告 

書。 

5）Ｂコースはエントリーレーティングフォーム。 

※「JSAF 加盟団体外洋東京湾ホームページ」 http://tokyowan.yacht.jp/ 

※Ａ、B コース参加料振込先：みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店（普）1799234 

        JSAF トウキョウズカップ委員会 

（注）参加艇名、セール番号のみで振込みのこと 



15.  参加申込み締め切り  

Ａコース、Ｂコース共、７月２５日（水）１７時まで。 

 

16.  艇長会議 

日時  ７月３０日（月）１９時 30 分から  

場所  大井町『きゅりあん』６階大会議室 

     品川区大井 5-18-1 TEL 03-5479-4100 

     

参加艇は艇長ないし責任ある代理の人が必ず出席し、艇長会議時提出 

書類表紙に決められた提出書類を必ず持参すること。 

提出書類は左端をホッチキスでとじて提出すること。 

１． 申込み原本表紙 

２． Ａ、Ｂコースはレース参加申込書原本 

３． Ａ、Ｂコースはレース期間中有効な第３者賠償責任保険証書コピー。 

４． ＡコースはＪＳＡＦ外洋会員証コピー用紙。 

５． Ａコースは有効なＪＳＡＦ外洋特別規 2007 ｶﾃｺﾞﾘｰ 4 以上の定宣誓書 

のコピー。 

６． Ａコースは有効なﾚｰﾃｨﾝｸﾞ証書コピー（オープンはオープンクラス 

申告書）。 

７． Ｂコースはエントリーレーティングフォーム。 

         

配布物 大会参加旗、パンフレット、オリジナルＴシャツ。 

  

 

 

 

17.  出艇申告並びに乗員登録料 

           1)Ａコース：参加艇は参加費の他に乗組員の乗員登録料が必要です。 

          2)乗員登録料、乗組員１人に付き 

JSAF 外洋加盟団体会員：無料 

JSAF 会員         ：2,000 円 

JSAF 非会員       ：4,000 円 

3)Ａコース参加艇は現地での出艇申告は行いませんので、参加費の他に 8 月 1

日（水）１２時までに指定の銀行口座に乗組員分の乗員登録料の入金を済ま

せ、１６時までに指定の用紙に銀行振り込み済証を貼り付け、指定の FAX 番

号へ FAX することで出艇申告とし、エントリーは有効となります。 

4)出艇申告提出書類（左側をホッチキスでとじて提出すること） 

5)出艇申告乗員登録用紙 

6)乗員登録リスト  

7)ＪＳＡＦ外洋会員証貼付用紙 

          なお、以後の追加乗員に関しては、レース終了後なるべく速やかに大島波浮港

の大会本部のＡコース受付にて追加乗員の清算をお願いいたします。 

参加料申し込み時に乗員登録料も含めてお支払いの艇は、ご面倒ですが再度 

FAX による出艇申告をお願いいたします。 

          指定口座：みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店（普）1799234 

             JSAF トウキョウズカップ委員会 



指定 FAX ：０４７－４４９－３３３１ 

 

                宿泊施設：大島の旅館、民宿に宿泊を希望する人は各艇毎に下記にて申し

込みできます。 

大島観光協会  ０４９９２―２―２１７７     

 

18.  問い合わせ並びに募集先： 

      

     ＪＳＡＦ加盟団体 外洋東京湾事務局   野口隆司 

     Ｅ－ｍａｉｌ     vzm02425@nifty.com

     ＦＡＸ       047-449-3331 

       問い合わせの場合は必ずメールアドレスか、リターンＦＡX 番号のご記入をお願い致しま

す。 

 

mailto:vzm02425@nifty.com

