
 

 

第25回横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース

２０２２年１０月１５日(土) 
 

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 

横浜港ボート天国推進連絡協議会 

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 

 

後  援 

横浜市港湾局 

横浜ベイサイドマリーナ株式会社 

 

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      横浜ベイサイドマリーナ・クルージングクラブ 

 

協  賛 （順不同） 

東亜建設工業株式会社、ダイナースクラブ、有限会社エヌ企画、 

株式会社横浜シーサイドピア、株式会社イチ･サン･ゴ･イースト、エスビー食品株式会社、 

株式会社海王、SINACOVA、ジャパンマリーナアライアンス、スループジョン B、 

中国塗料株式会社、株式会社ノースセール・ジャパン、ファーストマリーン株式会社、 

マリンサービス児嶋株式会社、ヤンマー舶用システム株式会社、株式会社横浜岡田屋、 

株式会社ロイヤルウイング、ＲｏｄｅｏＤｒｉｖｅ元町店、 

ＹＢＭＢＣ、横浜ベイサイドマリーナ株式会社 

 

 

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 

〒２３６－０００７ 横浜市金沢区白帆１番地 横浜ベイサイドマリーナ内 

ＴＥＬ ０４５－７７６－７５９９  ＦＡＸ ０４５－７７６－７５９１ 

E-ｍａｉｌ：ybm-oyr@ybmarina.com 

 



 

NOTICE OF RACE（レース公示） 

 
１． 開催地・レースエリア 

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および 

横浜ベイサイドマリーナ オープンヨットレース オフィシャルサイトに設置する。 

陸上信号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。 

 

２． 日程 

（１）１０月 ８日（土） １７：３０～１９：００ 艇長会議・出艇申告 

（会場：三井アウトレット横浜ベイサイド Ｃブロック３階「ベイサイドラウンジ」）  

 

（２）１０月１５日（土） １０：５５ 予告信号の予定時刻（ＩＲＣクラス）                                                                    

                     １１：０５ 予告信号の予定時刻（オープンクラス） 

                １５：００ タイムリミット 

                     １８：００ ホームページにて成績開示 

 ※表彰式は実施しない 

 

３．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を予定（詳細は帆走指示書にて開示） 

 

４．適用規則   

本レースは下記規則を適用する。 

（１）本大会はセーリング競技規則２０２１-２０２４（以下、RRS）を適用する。 

（２）IRCクラスは、IRC規則２０２１、パートＡ、ＢおよびＣが適用される。 

但し、規則２２．４．１および２２．４．２は適用しない。 

したがって、クルーナンバーおよび体重の制限はない。 

 

５．クラス 

（１） ＩＲＣクラス 

（２） オープンクラス 

 

６． 参加資格 

（１）ＩＲＣクラス：ＩＲＣの有効な証書を有する艇で、有効な船舶検査証書を有する艇。 

（２）オープンクラス：ＩＲＣの有効な証書を有しない艇で、有効な船舶検査証書を有する艇。

且つ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が認めた艇。 



 

なお、ＩＲＣクラスのエントリーが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、当該艇に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ものとする。 

 

７．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。また、乗員も艇と乗員の安全の確保に  

努めなければならない。 

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。 

主催、後援、協力の各団体等は、艇および乗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。 

 

８．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、

その艇にのみある。」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固有なものとして溺死、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傷害、死亡のリスクがある。 

 

 ９．安全基準 

（１）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。 

（２）船舶安全法に基づく「限定沿海」以上の基準を満たした艇であること。 

（３）ヨット賠償責任保険に加入していること。 

（４）通信手段として正常に機能するＶＨＦ無線、携帯電話のいずれか１つ以上を 

装備していること。 

 

１０．出艇申告  

   出艇申告は、艇長会議への参加およびレース当日の出艇･体調申告書の提出をもって 

完了するものとする。出艇･体調申告書は大会本部へ持参もしくはＥメールまたはＦＡＸ

にて送付すること。 

【提出期間】 １０月１５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 

※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すること。 

                   



 

１１．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。 

 

１２．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 

      ※表彰パーティは実施しない。 

※入賞者はホームページに掲示し、事務局より連絡を行う。 

 

１３．参加申し込み 

（１）YBMオープンヨットレースオフィシャルサイトより、Ｗｅｂ申込が可能。 

   オフィシャルサイト www.ybmoyr.com 

（２）参加申込書は、オフィシャルサイトにてダウンロード可能。                                                

参加申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ又はＥメールで事務局宛に送付する。 

（３）参加申込の受付は、８月２６日（金）から９月３０日(金)までとする。 

（受付時間 １０：００～１６：００ （火曜日を除く）） 

※諸般の事情により、参加隻数を制限する場合がある。 

※参加申込書等の申込書類は、レース終了後に破棄する。 

 

１４．参加費   

エントリー費     １艇 １０，０００円  ※レイトエントリーは１５，０００円／艇 

 

      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 

 

      ※艇名と代表者名を連記して、８月２６日（金）～９月３０日（金）までに振込みのこと。 

      ※各参加艇に記念Ｔシャツ２着を進呈。艇長会議にて販売を予定（２，５００円／着） 

※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。 

ただし、新型コロナウイルスの影響により大会が中止となった場合、 

エントリー費は返金手数料１，０００円を差し引いた金額を返金する。  

※レイトエントリーについて、１０月１日（土）から１０月３日（月）までの振込は、 

レイトエントリーとして扱い、エントリー費に加え、レイトエントリー費５，０００円を支払う 

ことで申し込みが完了する。 



 

 

１５．帆走指示書  

帆走指示書は１０月８日（土）の艇長会議にて配布。 

※１０月８日以降、オフィシャルサイトよりダウンロード可能。 

 

１６．泊地 

ビジター艇（横浜ベイサイドマリーナがホームポートでない艇）について、事前の申請が

あった場合は、１０月９日（日）９：００ ～ １０月１６日（日）１０：００までに限り、横浜ベイ

サイドマリーナのビジターバースに、指定された位置および方法で係留することが可能

（７泊無料係留）。上記期間以外に係留を希望する場合は有料となるので、申込時に 

申告のこと。 

 

１７．その他     

大会事務局へ提出する書類について 

 

全クラス共通   参加申込書 ※Ｗｅｂ申込済みの艇は提出不要 

出艇･体調申告書 ※レース当日の朝に提出 

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 

 

オフィシャルサイトより、参加申込書、出艇･体調申告書をダウンロードできる。 

オフィシャルサイト www.ybmoyr.com 

          

 

     

 

参加申し込み・問合せ先 

第２５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  河野、田中、垣澤 

（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）） 

 

 

 

 

 



 

第２５回 横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース 大会役員 

■大会役員 

大会会長     鈴木 和宏  横浜ベイサイドマリーナ（株） 代表取締役 

副会長      沼田 昭司  （株）横浜シーサイドピア 会長 

実行委員長   貝道 和昭  神奈川県セーリング連盟 会長 

副委員長     藤木 幸太  藤木企業（株） 代表取締役 

副委員長     村澤 康弘  横浜ベイサイドマリーナ（株） 専務取締役 

副委員長     足立 利男  ＪＡＳＦ外洋東京湾 会長 

 

■ レース委員会 

レース委員長   末木 創造  神奈川県セーリング連盟 副会長 

副委員長     野村 徹郎  横浜ベイサイドクラブ 会長 

副委員長     袴田 喜夫  ＪＳＡＦ外洋特別加盟団体横浜ベイサイドヨットクラブ 会長 

副委員長     北田 克己  横浜ベイサイドマリーナヨットクラブ 会長 

運営委員長    松崎 浩一  ＶＭＧヨット 代表 

副委員長     山本 高靖  横浜市民ヨットハーバー 

副委員長     山本 正彦  横浜ベイサイドマリーナボートクラブ 会長 

副委員長     大原 正道  横浜ベイサイドマリーナフィッシングクラブ 会長 

ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ委員   角 晴彦   ＪＳＡＦ外洋計測委員会 

安全委員長    足立 利男 ＪＡＳＦ外洋東京湾 会長 

副委員長     松尾 晋   横浜ベイサイドマリーナ㈱ 

 

■ プロテスト委員会 

委員長        佐藤 百一  神奈川県セーリング連盟 理事 

副委員長      池見 好昭   神奈川県セーリング連盟 

副委員長      望月 巌    神奈川県セーリング連盟 

 

■ 広報委員会 

委員長       石井 力   横浜ベイサイドヨットクラブ 

副委員長     宮本 英雄  横浜ベイサイドマリーナヨットクラブ 

副委員長     田中 淳    横浜ベイサイドマリーナ㈱ 

 

■ 事務局 

事務局長     河野吉紀   横浜ベイサイドマリーナ㈱ 

スタッフ      垣澤優伍、鈴木せいら 

 


