アクサス杯
第 48 回 阿波踊りヨットレース
2021 年 8 月 14 日
共同主催

JSAF 外洋内海・徳島ヨットクラブ

大会運営

阿波踊りヨットレース実行委員会
レース公示（2021.5.25）

1. 規則
1-1 セーリング競技規則（RRS）2021-2024 に定義された規則を適用する。
1-2 「IRC」クラスについては、以下も適用する。
1-2-1
IRC Rule 2021 Part A,B,C（ただし，以下を変更する）
艇に搭載するセールを変更すことができる（21.1.5（d）の変更）。
証書記載のクルーナンバーによる乗員制限をしない（22.4 の変更）。
Part D は適用しない。
1-3 JSAF 外洋特別規定（JSAF-OSR）2020-2021 附則 B インショアレース特別規定並びに OSR
国内規定を適用する。
2.

帆走指示書
帆走指示書は 2021 年 7 月 10 日（土）以降にホームページから入手できる。
帆走指示書に対する質問は、7 月 10 日（土）～31（土）の期間にメールにて受け付ける。
E-mail : tokushima.yachtclub@gmail.com

3. コミュニケーション
3-1 レース委員会は VHF74ch により、リコール等のアナウンスを行うことがある。
3-2 [DP] 艇は、レース中 VHF74ch での無線送信をしてはならない。それ以外のいかなる通信形
態・情報も制限しない。これは、RRS41 の「外部の援助」に該当しないものとする。
4. 参加資格および申し込み
4-1 共通事項
全長 20 フィート以上のキャビン付きクルーザーで、有効な船舶検査証を有し、ヨット保険
（賠償責任、搭乗者傷害、遭難捜索救助費保険）に加入していること。
乗員は 2 名以上とする。
4-2 追加事項
「IRC」クラス
有効な 2021 年 IRC 証書（ノーマルまたはエンドースド）を有する艇。乗員の 2/3 以上
が JSAF 会員であること。ただし外国籍の乗員は、当該各国協会の有効な会員証を提示
することで可とする。
4-3 クラス分け
4-3-1 全参加艇を A・B・C のクラスに区分し、レース委員会の定める独自の TCF により順位を
決定する。
4-3-2 「IRC」クラスは、上記クラスとのダブルエントリーとし、TCC により IRC 順位を決定
する。
4-3-3 各クラス（IRC も含め）の成立要件は、5 艇以上とする。
4-4 参加申込期限
受付開始日
2021 年 7 月 1 日（木）0：00
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受付締切日
2021 年 7 月 30 日（金）17：00
※申し込み締め切り後の乗員の追加は認めない。ただし、レース当日に体調不良、その他
の理由で登録済みの乗員を削除することはできるが、乗員登録料の返金は行わない。
4-5 艇数については、次の制限が適用される。
4-5-1 先着順に最大 40 艇まで受け付ける。
4-6 参加申込手順
1）参加費（艇参加料と乗員登録人数分）を振り込み、振込人欄には「艇名」を必ず記名。
2）大会 HP にある「参加申込書」と「乗員登録リスト」に必要事項を入力
大会 HP : http://www.tokushima-yachtclub.com/
5. 参加費
必要な参加費は次の通りとする。
①艇参加料 1 艇 20,000 円（ただし、2021 年 JSAF 登録艇は、1 艇 15,000 円）
②乗員登録 1 名につき 2,000 円
【振込先】

阿波銀行 昭和町支店 普通 1346878
阿波踊りヨットレース実行委員会 会長 岡田 祥久（オカダ
※振込人の欄には「艇名」を必ず記名すること。
※振込手数料は各自ご負担ください。

ヨシヒサ）

※艇参加料および乗員登録（人数分）の合計金額を 7 月 30 日（金）までにお振込みください。
※全ての書類の提出およびお振込確認をもって受付を確定とする。
※振り込まれた参加費は返却しない。ただし、コロナ緊急事態宣言または感染拡大のため徳
島県独自の制限の発出等により、または台風等の天災により、大会を中止、延期せざるを得
なくなった場合はこの限りではなく、参加費の一部を主催団体の裁量により返却することも
ある。
6. 広告
6-1 艇は、主催団体によって選択され、支給される広告を表示するよう要求されることがある。
7. 日程
7-1 日程
2021 年 8 月 14 日（土）
7：00～8：00
出艇申告（アクアチッタ）
8：10～8：30
艇長会議（アクアチッタ）
9：55
予告信号
17：00
タイムリミット
※艇長会議ついては「新型コロナウイルス感染症」感染防止のため実施方法を変更す
る場合がある。
7-2 ウエルカムパーティおよび表彰式
「新型コロナウイルス感染症」感染防止のため実施しない。
8.

レースコース
ディスタンスレース・南コースを予定している。帆走指示書にて示す。

9. 安全規定・個人用浮揚用具
9-1 レース海域で使用できる 2 台以上の携帯電話を携行しなければならない。
9-2 参加艇は、OSR 付則 B インショアレース用特別規定 5.01.1 および OSR 国内規定 5.01.1
に規定された個人用浮揚用具（ライフジャケット）を装備しなければならない。
9-3 JSAF 登録艇に装備する個人用浮揚用具は、国土交通省型式承認 TYPE A か同等品 （認証・
桜マーク付き）または ISO12402-2（Level 275）、3（Level 150）、4（Level 100）、5（Level
2

50）いずれかの適合品でなければならない。
9-4 JSAF 非登録艇に装備する個人用浮揚用具は、国土交通省型式承認 TYPEA か同等品（認
証・桜マーク付き）の「小型船舶安全規則に規定する小型船舶用救命胴衣）」でなければな
らない。
9-5 レースのためハーバーエリアから出港後、レース終了後ハーバーエリアに帰港する間、個人
用浮揚用具（ライフジャケット）を着用しなければならない。これは第 4 章前文を変更して
いる。個人用浮揚用具はすべての着衣の上に装着すること。レース委員会またはプロテスト
委員会がこれに違反している艇を目撃した場合、警告を発する場合がある。
10.

リスク・ステートメント
RRS3 には『レースに参加するか、またはレースを続けるかについての艇の決定の責任は、
その艇のみにある。』とある。大会に参加することによって、それぞれの競技者は、セーリ
ングには内在するリスクがあり、潜在的な危険を伴う行動であることに合意し、認めること
になる。これらのリスクには、強風、荒れた海、天候の突然の変化、機器の故障、艇の操船
の誤り、他艇の未熟な操船術、バランスの悪い不安定な足場、疲労による傷害のリスクの増
大などがある。セーリング・スポーツに固有なのは、溺死、心的外傷、低体温症、その他の
原因による一生消えない重篤な障害、死亡のリスクである。

11.

賞
上位艇にそれぞれ賞が授与されるほか、遠来賞などを準備している。

12. メディア権・カメラおよび電子機器
12-1 主催団体は、参加艇の一部または全部に対して、スマートフォンその他の機器による航跡
追跡およびそのデータ取得等のための機器の搭載を要請する場合があり、要請を受けた競
技艇はこれを拒むことができない。また、航跡追跡のデータにかかる所有権、著作権、そ
の他一切の権利は、すべて主催団体に帰属するものとし、レース参加者は、その利用につ
いて一切の異議を述べない。機器類は主催団体が準備する。
12-2 主催団体はレース準備中ならびにレース中に、無人ヘリコプターその他の機器による映像
の撮影を行うことがあり、レース参加者はこれを承諾する。また、撮影された映像の権利
はすべて主催団体に帰属するものとし、レース参加者は，肖像権その他の権利を行使せず、
また、当該映像の複製、上映、その他の利用について一切異議を述べないものとする。
13. 連絡先（阿波踊りヨットレース実行委員会）
〒770-0025
徳島県徳島市佐古五番町 4 番 17 号 ㈱阿部建設内
担当 岡田 祥久
TEL 090-3187-2280
FAX 088-625-6050
E-mail: tokushima.yachtclub@gmail.com
大会 HP: http://www.tokushima-yachtclub.com/
【コロナ感染関係に関する重要なお知らせ】
レースの参加者および関係者に対し、関連ガイドに従い準備、開催をいたします。
レース参加者の皆様に対しては、レース 2 週間前からの健康チェックなどいくつかの参加要件を
設けます。また、レース前日より停泊利用地での感染対策、禁止事項についてのご案内もありま
す。“コロナ関係参加要件”をご確認ください。
その他追加情報
1. 開催中止の判断について
参加者の皆様においてご心配されていますコロナ禍関連による中止の判断は、国または徳島
県独自の緊急事態宣言等の発出を目安にいたします。
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～提出書類 URL～
●参加申込書

https://ws.formzu.net/fgen/S73890844/

●乗員登録リスト No1

https://ws.formzu.net/fgen/S46499405/

●乗員登録リスト No2

https://ws.formzu.net/fgen/S17946883/
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