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TYC レース 2022 公示 

 
主催     東京ヨットクラブ（TYC) 

後援     東京夢の島マリーナ  

協力     日本セーリング連盟（JSAF）、スバル興業株式会社 

 

1．開催主旨 
クラブ員相互の親睦と、帆走技術の向上による安全の確保、並びにレース運営参加によ

るセーリング競技運営に対する理解を深めることを目的とする。 

 

2.適用規則  
セーリング規則 2021－2024(RRS)で定義されている規則  

OSR2020-21 付則 Bインショアレース用特別規定および OSR 国内規定 

レーティングシステムは全て PHRF クラスとする。 

当レース公示  

TYC レース 2022 帆走指示書。 

 

3．参加資格   
下記の条件を満たすこと 

・ TYC クラブレースの主旨に賛同する者。 

・ 帆走指示書及び安全講習・ルール説明資料を理解し、TYC がシリーズレースとして開

催する最初のレースに先立って実施する安全講習会及びレース説明会に艇長もしくは

それに準ずる者が参加する事。ただし TYC クラブ以外の同等の安全講習に参加した者

はこれに準ずる者として参加を免除される場合もある。 

・ レース委員会によりコミッティに指定された艇は、コミッティを担当すること。 

・ 20 フィート以上の外洋クルーザーで、当レース開催日に有効な障害保険及び責任賠

償保険、並びに捜査救助保険を付帯した十分な保障金額の保険に加入していること。 

・ OSR 附則 B インショアレース用特別規定に準じた申告書（TYC レース 2022 用）を提

出し、かつ有効な船舶検査証及び海技免状を携行し、決められた法定安全備品を搭載

していること。 

・ TYC レース 2022 参加申込書に基づき参加手続きを行い、当レース委員会が認めた艇

であること。 

 

4．責任の所在 
競技者は、自己の責任で参加する。 

TYC、後援団体、協賛団体、及び運営関係者は、レースの期間中に生じた物理的損害ま

たは身体的障害もしくは死亡にかかわる、いかなる責任も負わない。 

 

5．クラス  
全て PHRF クラスとし、原則、次の４クラスとする。 

レースクラス A,B,C 

クルージングクラス 

申込み艇数によってクラスを減じる、または増加する場合もある。 

 

6．レース海面 
通常レースは、東京ディズニーシー沖付近海域、またはディズニーシー沖から京葉シーバー

ス西北西約 1.8 マイル付近のブイとの往復とする。 

通常レース以外に保田帆走会を開催する。なお保田帆走会は別途帆走指示書で詳細を指
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示する。 

7．参加費用 
全レース参加費 TYC 会員 30,000 円、TYC 非会員 40,000 円。 

年間エントリー及び第１戦の参加申し込み締め切りは 3 月 18 日（金）とする。 

レイトエントリーは 3 月 24 日（木）まで認めるが参加費に 10％のレイトフィーを加え

なければならない。レイトエントリーの締め切り後の参加はレース毎に申し込みをしな

ければならない。 

レース毎の参加費用は、開催日前の木曜日までに確認ができるよう規定の口座に振り込

む事とする。現金での受付は行わない。 

＊ レース毎の参加費、TYC 会員 6,000 円、TYC 非会員 7,000 円。 

尚天候等によりレース中止となっても振り込まれたレース参加費は返却されない。 

 

振込先 三菱 UFJ 銀行 深川支店 

 普通口座 0916721 
 東京ヨットクラブ競技委員会 

 

 

8．開催日程 
開催日程は以下のとおりとする。 

 

開催レース 日程 基本レグ数 

第 1戦オープニングレガッタ 2022/3/27 ブイ回り 

第 2戦 スプリングレガッタ 2022/4/10 セミロング 

第 3戦 東京港レガッタ 2022/5/15 ブイ回り 

第 4戦 ジューンレガッタ 2022/6/19 ブイ回り 

第 5戦 七夕レガッタ 2022/7/10 セミロング 

保田帆走会(東京湾ヨットレース) 2022/8/21  

第 6 戦 セプテンバーレガッタ 2022/9/11 ブイ回り 

第 7戦 オータムレガッタ 2022/10/16 ブイ回り 

第 8戦 ノーベンバーレガッタ 2022/11/6 セミロング 

第 9戦 TYC 会長杯 2022/11/13 ブイ回り 

 

上記の 9 戦と 1 帆走会を予定し、悪天候等でレースが出来ない場合でも予備日は設けな

い。 

    

9．艇長会議 
集合しての艇長会議は行わない。告知がある場合は、9 時 00 分までに東京ヨットクラブ

公式ホームページ（以下 TYC ホームページ ）にて案内する。 

 

https://www.tyc.gr.jp 
10．レーススタート 

最初のスタートは 11 時 00 分（予定）とする。詳細は帆走指示書にて指示する。 
 

11．中止の決定 
中止の場合には、レース当日 9 時 00 分までに TYC ホームページにて発表する。ただし
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悪天候の予報により中止となる場合は、事前に TYC ホームページにて発表する場合があ

る。 

 

12．レースコースと周回数 
 

レースコース 周回数 レース数 

ブイ回りレース 4 レグまたは 5レグ 1 レース 

セミロング 2 レグ 1 レース 

 

ブイ回りレースのコースはソーセージコースとし、レースタイプによる基本の周回数は

下記とする。レースのレグ数、レース数及びコースは、ホームページおよび本部船で

発表の上、変更される場合がある。 

 

13．レース・タイムリミット 
各クラス、スタート後 3 時間。ただしセミロングの場合は別途帆走指示書で詳細を指示

する。これは RSS35．A4.A5 を変更している。 

 

14．レース運営 
レース委員会は各レースにレース担当艇と担当帆走委員長、備品管理責任者を指名し、

レース担当艇が運営を行う。帆走委員長は運営責任者として当該レースを運営する。担

当艇内の連絡体制を明確にする。なお担当帆走委員長はレース委員長またはレース副委

員長の了解を得て、自分に代わる運営責任者を任命することが出来る。 

 

15．本部艇 
原則として当該レース担当艇とする。 

 

16．表彰式 
毎回レース後の各レースの表彰式は行わない。 

総合表彰式を、2022 年 12 月 3 日（土）に行う（予定）。詳細は別途 TYC ホームページ

にて掲示する。 
総合表彰式において、毎回レースの表彰式と年間総合成績の表彰式を行う。 

 

17．賞 
賞は、各クラス 1 位～5 位(クラス参加 10 艇以上)、1 位～3 位(クラス参加 5 艇以上)、

各クラス 1 位～2 位（各クラス 5 艇未満）の賞を授与し、各クラスで実施された全レー

スに参加（ノーレースとなった場合は参加エントリー）した艇には皆勤賞を授与する。

他各賞をもうける。 

 

18．申し込み 
レース参加申込に関する資料は、TYC ホームページに 2 月 25 日（金） までに掲示する。 

 

https://www.tyc.gr.jp 

 
19.新型コロナウイルス感染予防への取り組み 
  1 海上でのレース中以外は密を避け、マスクの着用、頻繁な手洗いや消毒の励行等、感染予

防対策を徹底して行う。  

2 大会関係者（選手・運営）は、大会２週間前から毎朝体温測定を行い、当日も平温であれ
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ば参加できる。  

3 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こと。 

 

20.帆走指示書 
帆走指示書は 2月 25 日（金）までに TYC ホームページに掲示する。 

 

21.安全講習会・レース説明会 
3 月 6 日（日）10 時 00 分から、安全講習、レース説明会を東京夢の島マリーナ、また

はオンライン会議（Zoom 利用）にて行う予定とする。安全講習会、レース説明会をオン

ラインにて実施する場合または日程変更する場合は TYC ホームページ等で連絡する。緊

急事態宣言など諸般の事情により、安全講習、レース説明会が出来ない場合は TYC ホー

ムページ等で連絡の上、それ以降のレース開催日を変更する場合がある。 

 
 

 
以上 


