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ヨットレースを愛される皆様へ 

新レース開催の案内 

                              2022 年３月２日 

                                大阪北港ヨットクラブ 

                                   会長 森村圭一朗 

 

 大阪湾を吹く風にも春の兆しを感じる時季となり、皆様には準備に余念のないことと存じます。 

さて、大阪北港ヨットクラブ（OHYC）から今春の新たなレース開催の案内をさせていただきます。 

 

先ず、開催への経緯ですが、先日大阪湾にある主なクラブや団体等の間で一つの意見がまとまりました。 

それは「春に開催される各地のヨットレースで遊び尽くせるように互いに協力しよう」というものでした。 

 この合意を受けて、OHYC では、ゴールデンウイークの最後に新たなレースを開催することとしました。 

 新たなレースは、一言で申しますと、淡輪から大阪北港へのレースとなります。 

 大阪湾水域では下記表のとおり、４月の舵杯レースから５月の神戸まつりレースまで各地でレースが開催 

されます。これらの大会を上手く結びつけることができれば、各大会への参加艇は、淡輪から須磨まで 

大阪湾を一周して遊び尽くせることとなります。 

OHYC では、その一つとして今回のレースを計画いたしました。 

 

コロナ禍の行方は必ずしも楽観視できませんが、海に集う我々が、自ら大阪湾水域を元気にしましょう。 

多くの参加をお待ちしております。 

尚、OHYC の新レースについてはレース公示をご覧ください。 

 

記 

４月から５月に開催される各大会 

４月２４日 (一財)大阪府マリーナ協会 

(淡輪ヨットハーバー)、 

大阪ベイ淡輪ヨットクラブ他 

舵杯ヨットレース 

５月 ３日 岬町長杯ヨットレース 

５月 ４日 関空一周レースヨットレース 

５月 ５日 大阪北港ヨットクラブ 新レース：淡輪－北港スプリングレース 

５月 ７日 (一社)関西ヨットクラブ 

（従来の３月から変更されます） 

ジョイントカーニバル・イベント 

〃     ・レース ５月 ８日 

５月１５日 (特非)須磨ヨットクラブ 神戸まつりヨットレース 

                                              

以上 
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第１回 淡輪-北港スプリングヨットレース 

 

レース公示（ＮoＲ） 

                                      ２０２２年３月２日 
大会組織 

主催（運営）  ＮＰＯ法人大阪北港ヨットクラブ（OHYC）（運営：レース委員会） 

協力      一般財団法人大阪府マリーナ協会、大阪ベイ淡輪ヨットクラブ、一般社団法人関西ヨットクラブ  

 

１．適用規則 

１．１ 「セーリング競技規則 2021-2024(RRS)」に定義された規則を適用する。 

１．２  付則 T（調停）を適用する。 

１．３  外洋特別規定（OSR）2022-2023「付則 B インショアレース用特別規定」を艇用する 

１．４ 「ＪＳＡＦセーリング競技に関わる大会等再開時のガイドライン」に沿って開催します。 

 

２．参加資格 

２.１  当ヨットレース開催主旨（クルーザーによるレースの興隆とセーラー間の親睦）に賛同する艇とします。 

２.２  全長２０フィート以上のモノハルキャビン付きクルーザーヨットで、日本小型船舶検査機構の有効な船舶検査

証を有し、大会期間中(回航中、事前事後の係留期間を含む)の有効なヨット保険（賠償責任保険、搭乗者障害

保険、遭難捜索費用保険)に加入している艇とします。 

２.３  乗員登録は２名以上とします。（１名での参加は認めません） 

２.４  完記された申込書を提出し、且つ、正しく参加料を納付した艇とします。 

２.５  本レース実行委員会が決定したクラス分け、及びＴＣＦを承認する艇とします。 

 

３.レース概要 

大阪湾関西空港沖（淡輪沖）から大阪舞洲沖への大阪湾内とします。 

距離:約２５マイル。コース概略図 添付 

なお、大会当日の海況等により、スタート位置を北上させ、コースを短くすることもあります。 

 

４.クラス分け 

本大会は、艇の乗員数により２クラスに分けて実施します。 

  Ａクラス 乗員が２名（危険防止の為、１名での参加は認めません） 

Ｂクラス 乗員が３名以上 

 

５.大会の日程 

     ５月４日(水)  １６：００～１６：２５  出艇申告・乗員登録受付（淡輪ヨットハーバー内） 

              １６：３０〜       艇長会議 ＊前夜祭等のイベントは開催しません。 

 

     ５月５日(木)   ７：２５         予告信号 各クラス同時の一斉スタートとします。 

             １４：３０         タイムリミット 

 

注意 大阪北港マリーナ周辺の水深は極めて浅くなっております 

レース終了後に大阪北港マリーナへの入港は極力避けてください。 

本公示末尾の C.参加艇へのお願い 係留場所等について をご覧ください。 

 

     ５月７日(土)   表彰式は関西ヨットクラブのスプリングカーニバル(仮称)の中で行います。 

             １５時前後を予定 

 

６．大会の中止の条件 

本大会は、次のいずれかの場合には、主催者の判断により開催を中止します。 

なお、参加料は必要経費を控除して返戻します。 

・参加艇数の合計が１０艇未満の場合。 

・舵杯レース、岬町長杯レース、関空一周レースのいずれかが開催中止の場合。 

・主催者が、新型コロナウイルスの関連、その他事情により、開催が困難と判断した場合。 

 

７.参加申込手続き及び参加料 

７.１   参加申込方法 

          所定の参加申込書に必要事項を全て記入の上、電子メールにて送付ください。 

送付先 E-mail：ohyc_race@yahoo.co.jp 

mailto:ohyc_race@yahoo.co.jp
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７.２   提出書類 各クラスとも大会参加申込に必要な書類は、ＮｏＲ．２.２、６.１に記載のとおりとします。 

但し、２.２に記載の書類を事前に提出する必要はありませんが、大会期間中は、随時確認の為に提示を 

求めることがあるため、艇に保管してください。 

７.３  申込期間は２０２２年３月１５日（火）から同年４月１０日(日)までとします。 

それ以降のレイトエントリーは受付しない。また、参加費の入金確認をもって受付の確定とします。 

７.４  各クラス共参加料は次のとおりとし、全額を指定口座に振込んでください。 

参加料 ： １艇    １０，０００円 

乗員１名   １，０００円 

 参加費振込先指定口座   

      銀行名        三井住友銀行 港支店 

口座種別・番号     普通口座 Ｎｏ，１５８３７１２ 

口座名義         特定非営利活動法人大阪北港ヨットクラブ クラブレース委員会 

注意事項       ★振込時には振込人名の前に「艇名」を記載してください。 

      振込費用は申込者でご負担ください。 

７.５   先着順に受け付けますが、本レース前後の大会の状況等により参加申込をお断りする場合もあります。 

 

８.順位および時間修正システム 

８.１ 各クラスとも各艇の所要時間に T.C.F を乗じた修正時間（秒単位、小数点以下は切り捨て）に 

より順位を決定します。 

尚、TCF 値は当レース委員会が独自に決定します。（修正時間（秒） = T.C.F×所要時間（秒）。 

８.２ 各クラス等での順位は、修正時間が同一の場合は、T.C.F.値の低い艇を上位とします。 

８.３  リコールに関する規則違反については、OCS に代わる罰則として、所要時間に５％のタイムペナルティー 

     を適用する。これは RRS６４を変更している。 

 

９.帆走指示書等の配布 

     帆走指示書は、２０２２年４月１日(金)に OHYCの WEB サイトに掲載します。 

     参加各艇はダウンロードし持参してください。 

 

１０.安全規定 

１０.１  レース予定海域で使用できる２台以上の携帯電話を携行しなければならない。申込時届出ください。 

     予備の携帯電話、予備のバッテリー、水密パックの搭載を強く推奨します。 

１０.２ レース参加艇は、レースの為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 

するまでの間、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。 

１０.３ ＪＳＡＦ登録艇が使用するライフジャケットは、「付則 B インショアレース用特別規定」5.01.1 

に規定されたものでなければならない。 

１０.４  ＪＳＡＦ非登録艇が使用するライフジャケットは、前項の機能を備えた「小型船舶安全規則に 

規定する小型船舶用救命胴衣（認証済・桜マーク付）でなければならない。 

１０.５ ★★Ａクラス（乗員が２名）参加艇はジャックラインを取り付けて、レース中はハーネスでもって 

ライフジャケットと繋がなければならない。★★ 

１０.６ 各艇において、電動ウインチ、オートパイロット、ウインドベーンの使用を認めます。 

 

１１.無線の使用 

１１.１ レース委員会は、出艇申告時に、各艇に GPS 端末等を艇に搭載することを求める場合があります 

１１.２ レース委員会はＶＨＦ７４ｃｈにより参加艇に運営事項等のアナウンスを行う場合があります。 

１１.３ レース中に携帯電話等による SNS 等への投稿・発信を認めます。また、いかなる形態の電子航海機器 

の使用も認めます。従って、これらの情報機器の使用は抗議・救済の根拠にはならないものとします。 

 

１２.賞と表彰式    

１２.１ ＡＢ各クラスの艇にカップを授与します。   

１２.２ 各クラスでカップの授与は次のとおりとします。 

     ・参加艇が６艇以下の場合は、     第１位のみとします。 

     ・参加艇が７艇以上１２艇以下の場合は、第１位と第２位とします。 

     ・参加艇が１３艇以上の場合は、    第１位、第２位と第３位とします。 

１２.３  本大会の成績発表は、当クラブのホームページへの掲載により行います。 

１２.４ 表彰式は、５月７日（土）に新西宮 YH で開催の KYC スプリングカーニバル（仮称）で行います。 

     尚、表彰式への参加が難しい艇へは、後日、オーナー様宛にカップを送付いたします。 
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１３.責任の所在 

     この大会の競技者は自分自身の責任で参加するものとします(RRS３参照)。主催団体は、この大会 

     の前後、期間中に生じた物理的損傷、又は身体傷害もしくは死亡によるいかなる責任も負いません。 

１４.著作権（本大会においてのメディア規定を定める） 

１４.１  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及び 

         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 

できないものとします。又、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、全て主催 

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のべれないものとします。 

機器類は主催団体が準備する。 

１４.２  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ものとします。また、撮影された映像の権利は全て主催団体に帰属 

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、又、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します。 

１５．広告 

参加艇は、主催団体により提供される広告を表示するよう要求されることがあり、拒否できないものとします。 

 

***** その他追加情報 ***** 

 

A.大会事務局   大会期間中の事務局およびレース本部は大阪北港マリーナ内のメルボルンハウスに置きます。 

         〒554-0052  大阪市此花区常吉２丁目１３番１８号 

大阪北港ヨットクラブ レース委員会 

      担当  田渕秀博   ０７０－８９５２－１６２４ 

              宇都宮則夫  ０９０－５４６４－２４２３ 

B.大会 WEB サイト  大阪北港ヨットクラブ  ホームページ内に開設します。 

C.参加艇へのお願い  

１ 係留場所等について 

  淡輪ヨットハーバー 本大会の前日には「関空一周レース」が開催され多くの参加艇が見込まれています。 

            同ハーバーからは、本大会のみへの参加艇への係留は難しい旨の意向が届いています。 

            本大会への参加をご検討の場合には、是非、関空一周レース等への参加もご検討ください。 

 

  大阪北港マリーナ  大阪北港マリーナ周辺の海は極めて浅くなっており、緊急時以外での入港はお薦めできません。 

本大会検討の際にも、レース後の係留場所の確保が大きな課題となりました。 

しかしながら、関西ヨットクラブ様からご協力のお申し出をいただき、例年３月に開催されて 

いる「ジョイントカーニバル」の日程を変更することで、係留場所への途が開かれることと 

なりました。 

是非、本大会の翌々日に開催されるジョイントカーニバルへの参加もご検討ください。 

 

  尚、各大会での係留条件等につきましては、各大会のレース公示等でご確認ください。 

 

 ２ 新型コロナウイルス対策について 

  新型コロナウイルスに関する新規感染者、重傷者数については楽観視できない状況が続いています。 

  本レースを実施するに当たり、次のとおり皆さんにお願いします。 

① 参加者において以下の事態に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。 

・体調が良くない場合（発熱、咳、咽頭痛などの症状がある場合） 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方が居られる場合 

・政府から入国制限、観察期間を設けられている国、地域等への渡航、当該在住者との濃厚接触がある場合 

② 大会は３密を避ける形で実施します。艇長会議も出席者は各艇１名とし、会議中はマスクを着用ください。 

③ 前夜祭等は実施いたしませんので、各艇密にならないようにしてお過ごしください。 

④ 参加各チームでも、除菌、防菌への対策を工夫されてください。 

ヨットレースは激しいスポーツです。従って、レース中のマスク着用は求めませんが、各チーム内での 

健康管理（検温、消毒、飛散防止）、交通機関の利用等には日頃以上に工夫いただくようお願いします。 

⑤ 大会終了後１週間を目途に、参加者がコロナ感染症の陽性判定を受けられた場合は、速やかに主催者に 

ご報告ください。 

  各チームの皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

以上 
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淡輪－北港スプリングヨットレース コース概略 

注意  帆走する海域を示したものであり、スタートやフィニッシュの位置を示したものではない。 

 

  ・ 航海用海図を借用した。 
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第１回 淡輪－北港スプリングヨットレース参加申込書 

 大阪北港ヨットクラブ レース委員会 殿  

私は２０２２年５月５日に開催される第１回淡輪－北港スプリングヨットレースに自艇の参加を申し込みます。 

また、私は「セーリング競技規則」及び本大会に適用されるその他の全ての規則に従うことに同意します。万一、 

事故等により自艇や他艇の乗員の負傷や構造物の損傷等が発生した場合には、私自身が全責任を負うと共に、必要

な一切の処置を私自身で行います。貴委員会並びにその関係者にはその責任が及ばないことを誓約いたします。 

２０２２年  月  日 

 

オーナー 

お名前（自署）                 e-mail 

ご住所  

緊急連絡先 ご自宅 TEL              

 

参加艇 艇  名  艇  種  

 セール No  ホームポート  

船舶番号（船舶検査済票・都道府県名を含む）      ―  

参加クラス □ A クラス（乗員数は２名）    □ B クラス（乗員数は２名以上）     

 乗員の届出（乗艇されるオーナー様を含めて全員を記載ください） 

 お名前 年齢 携帯電話 緊急連絡先（ご自宅） 

責任者 艇長     

副艇長     

 

 

乗員 

お名前 年齢 緊急連絡先（ご自宅） お名前 年齢 緊急連絡先（ご自宅） 

      

      

      

      

      

      

 参加料の計算 

艇(各クラス共通)１艇 10,000 円 １ 艇 10,000 円 銀行名    三井住友銀行 港支店 
口座種別    普通預金 

番号     Ｎｏ，１５８３７１２ 

口座名義 特定非営利活動法人大阪北港 

ヨットクラブ クラブレース委員会 

尚、振込手数料は各自でご負担下さい 

乗員  大人  1 名  1,000 円   名        円 

          円 

参加費用合計       円 

申込書 送付先   受付は電子メールのみです。      E-mail  ohyc_race@yahoo.co.jp   

 

mailto:ohyc_race@yahoo.co.jp

