
32nd Hatsushima Double Handed Yacht Race 2020 

第 32 回初島ダブルハンドヨットレース

レース公示（

 

【主  催】 逗子マリーナヨットクラブ（

【協  賛】 株式会社リビエラリゾート

【協  力】 JSAF 加盟団体

【日  程】 2020 年 9 月

2020 年 9 月

 

 

1 規 則 

1.1 本レースには『セーリング競技規則

 

1.2 外洋特別規定 2020-2021

適用される。 

 

1.3 日没以降は RRS 第 2 章に代えて海上衝突予防法が適用される。

※公式の日没時刻は帆走指示書にて示す。

 

2 広 告 

World Sailing 規定 20「広告規定」が適用される。

 

3 参加資格 

下記の(1)～(6) の要件を全て満たすこと。

(1) 2020 年度 JSAF 登録艇であること。

(2) レース乗員は 2 名とし、両名ともに

こと。また 1 名以上が

※外国籍の乗員の場合は

(3) OSR 2020-2021 モノハル・カテゴリー

但し、以下を変更する。

・防水機能を持つ携帯電話もしくは防水対策を施した携帯電話を

（OSR 3.29.05 の変更

・予備バッテリーまたは艇のバッテリーもしくはその他の方法で携帯電話のバッテリーを

充電出来ること。
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回初島ダブルハンドヨットレース 20

レース公示（Notice of Race） 

逗子マリーナヨットクラブ（JSAF 特別加盟団体）  

株式会社リビエラリゾート 

加盟団体 外洋湘南 

月 21日（月・祝） レース 

月 22 日（火・祝） オンライン表彰式（逗子レガッタと

本レースには『セーリング競技規則 2017-2020』（以下 RRS）に定義された規則が適用される。

2021（以下 OSR 2020-2021）モノハル・カテゴリー4

章に代えて海上衝突予防法が適用される。 

※公式の日没時刻は帆走指示書にて示す。 

「広告規定」が適用される。 

の要件を全て満たすこと。 

登録艇であること。 

名とし、両名ともに満 18 歳以上で初島回航または同等の帆走経歴がある

名以上が 2020 年度 JSAF 会員であること。 

※外国籍の乗員の場合は World Sailing の当該各国協会の会員であれば可とする。

モノハル・カテゴリー4及び OSR 国内規定を満たしていること。

変更する。 

・防水機能を持つ携帯電話もしくは防水対策を施した携帯電話を 2

の変更） 

・予備バッテリーまたは艇のバッテリーもしくはその他の方法で携帯電話のバッテリーを

充電出来ること。（OSR 3.29.06 の変更） 

 

2020  

逗子レガッタと合同開催） 

）に定義された規則が適用される。 

4 及び OSR 国内規定が

初島回航または同等の帆走経歴がある 

の当該各国協会の会員であれば可とする。 

を満たしていること。 

2 台以上搭載すること。 

・予備バッテリーまたは艇のバッテリーもしくはその他の方法で携帯電話のバッテリーを 
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(4) 以下の装備等を満たしていること。

a) ジャックステイ 

艇の中心線に対して左舷と右舷の両側のデッキ上に独立してあり、デッキを貫通する

ボルトもしくは溶接されたデッキプレートもしくはデッキに取り付けられた強固な

金具を使って、常時取り付けられているジャックステイ。

 b) 乗員 2名分のセーフティーハーネス

c) 応急操舵装置 

c-1) 通常使用の操舵装置が、壊れない金属製のティラーである場合を除いて、舵軸に

取り付けることのできる非常用ティラー。

c-2) ラダーが使用できない場合の非常操舵方法の証明。

(5) 以下の特約条項を付帯する有効なヨット・モーターボート総合保険に加入していること。

・賠償責任条項 

・搭乗者傷害危険担

・捜索救助費用担保特約条項

(6) 乗員は両名共に乗員登録書の提出までに

  公開期間：2020 年

  アクセス：詳細は

  ※乗員登録書の受講済欄にチェックをすること

 

4 オンラインエントリー

4.1 2020 年 8月 15 日(土) 1

イト（http://www.zmyc.org/

 

4.2 提出書類 

下記の書類を 公式サイト

てにメール送付すること。

① 乗員登録書（兼出艇申告書）

② OSR 2020-2021 申告書

③ ヨット・モーターボート保険への加入証書のコピー

※12 日(土)以降に乗員変更が生じた場合

出艇申告書）を修正し、
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以下の装備等を満たしていること。 

 

艇の中心線に対して左舷と右舷の両側のデッキ上に独立してあり、デッキを貫通する

ボルトもしくは溶接されたデッキプレートもしくはデッキに取り付けられた強固な

金具を使って、常時取り付けられているジャックステイ。 

名分のセーフティーハーネス 及び テザー 

通常使用の操舵装置が、壊れない金属製のティラーである場合を除いて、舵軸に

取り付けることのできる非常用ティラー。 

ラダーが使用できない場合の非常操舵方法の証明。 

以下の特約条項を付帯する有効なヨット・モーターボート総合保険に加入していること。

 

・搭乗者傷害危険担保特約条項 

・捜索救助費用担保特約条項 

乗員登録書の提出までにオンライン安全クリニックを受講しておくこと。

年 9 月 5 日(土) 12:00 ～ 9 月 12 日(土) 12:00 

詳細は実行委員会よりメールで連絡する 

乗員登録書の受講済欄にチェックをすること 

オンラインエントリー 

10:00 〜 9 月 5日(土) 15:00 の間に、初島ダブルハンド

http://www.zmyc.org/hdh2020/ 以下 公式サイト）より参加申込み

サイト 等より入手し、9 月 12 日(土)12:00 までに PDF

と。 E-mail：doublehand@zmyc.org 

出艇申告書） 

申告書 モノハル・カテゴリー4  

ヨット・モーターボート保険への加入証書のコピー 

乗員変更が生じた場合は、レース当日の朝 05:00 までに

し、実行委員会あてにメールを再送付すること。

 

艇の中心線に対して左舷と右舷の両側のデッキ上に独立してあり、デッキを貫通する 

ボルトもしくは溶接されたデッキプレートもしくはデッキに取り付けられた強固な 

通常使用の操舵装置が、壊れない金属製のティラーである場合を除いて、舵軸に 

以下の特約条項を付帯する有効なヨット・モーターボート総合保険に加入していること。 

安全クリニックを受講しておくこと。 

 

ダブルハンド公式ウェブサ

参加申込みを行うこと。 

PDF にて実行委員会あ

までに乗員登録書（兼

。 

http://www.zmyc.org/hdh2020/
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4.3 健康状態の確認について

レース乗員 2 名のレース当日

欄(体調・体温・新型コロナウイルス感染症陽性者との接触の有無

朝 05:00 までに実行委員会あてに

※新型コロナウイルス感染リスク予防の観点から、

主的にレースへの参加を見合わせていただきます。

ア 体調が良くない場合（例：平熱を超える発熱・咳・のどの痛み・咽頭痛・臭覚や味覚の異

常・だるさや倦怠感などの症状がある場合

イ 同居家族や身近な知人に感染症陽性者、又は感染が疑われる方がいる場合

ウ 過去14 日以内に政府から入国制限や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、又は当該在住者との濃厚接触があった場合

※参照：JSAF ウェブサイト

「新型コロナ禍での外洋レース開催のガイダンス」

 

4.4 参加料 

(1) 参加料は 30,000 円とする。

(2) 2020 年 9月 9 日(水

【振込先口座】 

みずほ銀行 鎌倉支店

※ 振込依頼人名欄

※ 振込み手数料は参加者の負担とする

(3) 参加辞退による参加料の返金を求める場合は

あてに申し出ること

E-mail：doublehand@zmyc.org

(4) 新型コロナウイルス感染症の拡大等の事情によりレースを中止せざるを得ない場合

要経費を差し引いて

   

5 部門 及び クラス分け 

5.1 部門は PHRF 部門のみとし、参加全艇にレース委員会が決定した

ハンディキャップ (TCF) 

 

5.2 クラス分けを示したエントリーリストと、

艇の代表者に郵送する。

 

5.3 エントリー状況については、随時
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健康状態の確認について（新型コロナウイルス感染症対策） 

名のレース当日朝の健康状態を 4.2 項 ① 乗員登録書（兼出艇申告書）

体調・体温・新型コロナウイルス感染症陽性者との接触の有無)に追記し、

実行委員会あてにメールで申告すること。 E-mail：doublehand@zmyc.org

※新型コロナウイルス感染リスク予防の観点から、参加者が以下の事項に該当する場合は自

主的にレースへの参加を見合わせていただきます。 

体調が良くない場合（例：平熱を超える発熱・咳・のどの痛み・咽頭痛・臭覚や味覚の異

常・だるさや倦怠感などの症状がある場合） 

同居家族や身近な知人に感染症陽性者、又は感染が疑われる方がいる場合

日以内に政府から入国制限や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、又は当該在住者との濃厚接触があった場合 

ウェブサイト「セーリング競技に関わる大会等再開時のガイドライン

「新型コロナ禍での外洋レース開催のガイダンス」 

円とする。 

水) までに参加料を下記の口座に振り込むこと。 

鎌倉支店 普通 1086152 初島ダブルハンドレース委員会

欄には【艇名】・【氏名】を必ず記入すること。 

振込み手数料は参加者の負担とする。 

参加辞退による参加料の返金を求める場合は9月17日(木) までにメール

あてに申し出ること。 同日以降は返金されないものとする。 

doublehand@zmyc.org 

新型コロナウイルス感染症の拡大等の事情によりレースを中止せざるを得ない場合

いて一部を返金する。 

 

部門のみとし、参加全艇にレース委員会が決定した ZMYC-DH

(TCF) を付与し、クラス分けを行なう。 

クラス分けを示したエントリーリストと、クラス毎に色が異なるクラス識別フラッグ

艇の代表者に郵送する。 

については、随時 公式サイト に掲載する。 

 

（兼出艇申告書）の記載

追記し、レース当日の

doublehand@zmyc.org  

以下の事項に該当する場合は自

体調が良くない場合（例：平熱を超える発熱・咳・のどの痛み・咽頭痛・臭覚や味覚の異

同居家族や身近な知人に感染症陽性者、又は感染が疑われる方がいる場合 

日以内に政府から入国制限や入国後の観察期間を必要とされている国、 

セーリング競技に関わる大会等再開時のガイドライン」及び、

 

初島ダブルハンドレース委員会 多田 新 

メールにて実行委員会

新型コロナウイルス感染症の拡大等の事情によりレースを中止せざるを得ない場合は、必

DH オリジナル 

クラス毎に色が異なるクラス識別フラッグを参加

http://www.zmyc.org/hdh2020/
https://www.jsaf.or.jp/hp/about/committee/soumu/cvgeo
https://www.jsaf.or.jp/hp/about/committee/soumu/cvgeo


32nd Hatsushima Double Handed Yacht Race 2020 

6 日 程 

6.1 レース日程 

 2020 年 9 月 21 日(月・祝

 予告信号の予定時刻 06:50

タイムリミット 同日

 

6.2 オンライン表彰式（逗子レガッタと

 開始日時：2020 年 9 月

アクセス：詳細は実行委員会よりメールで連絡する

※並行して Youtube ライブ中継

 

7 帆走指示書 

帆走指示書は 2020 年 9

 

8 コース 

逗子沖スタート → 初島（時計回航）→

 

9 ペナルティー方式 

RRS 70.5 に規定されたとおり、プロテスト委員会の判決を最終とする。

 

10 得 点 

10.1 得点方式には PHRF(Performance Handicap Racing Fleet) 

   適用し、各艇の所要時間に

 

10.2 1 艇以上のタイムリミット内フィニッシュをもって、レース成立とする。

 

11 無線通信 

いかなる通信形態・情報通信機器の使用も

参加艇とレース委員会との間の通信手段は、携帯電話を使用する。

際に登録した携帯電話を使用すること。

 

12 賞 

賞は以下の通り与えられる。

・ファーストホーム 

・各クラス 1～3 位 

※主催者は上記以外の賞を設ける場合がある。
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月・祝)  

06:50 

同日 21:00 

逗子レガッタと合同開催） 

月 22 日(火・祝) 14:00 

詳細は実行委員会よりメールで連絡する 

ライブ中継も予定します。 

9 月 5 日(土) までに、公式サイト にて公開される。

初島（時計回航）→ 逗子沖フィニッシュ （46NM）

に規定されたとおり、プロテスト委員会の判決を最終とする。

PHRF(Performance Handicap Racing Fleet) を用い、Time

適用し、各艇の所要時間に TCF を乗じた修正時間により順位を決定する。

艇以上のタイムリミット内フィニッシュをもって、レース成立とする。

いかなる通信形態・情報通信機器の使用も RRS 41『外部の援助』には該当しないこととする。

参加艇とレース委員会との間の通信手段は、携帯電話を使用する。 参加艇は

した携帯電話を使用すること。 

賞は以下の通り与えられる。 

※主催者は上記以外の賞を設ける場合がある。 

 

公開される。 

） 

に規定されたとおり、プロテスト委員会の判決を最終とする。 

Time-on-time 方式を 

を乗じた修正時間により順位を決定する。 

艇以上のタイムリミット内フィニッシュをもって、レース成立とする。 

『外部の援助』には該当しないこととする。 

参加艇はエントリーの

http://www.zmyc.org/hdh2020/
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13 責任の否認 

このレースの全ての艇、参加者は自己の責任において参加する。

との決定』参照。 主催、協賛、協力する各団体は、レースの前後、レース期間中に生じた

物的損害または人身傷害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない

 

14 肖像権 

レース参加者は、陸上または海上で撮影・収録されたレースに関する写真、映像または音声

について、使用、複製 

無償で与えるものとする

 

15 問い合わせ 

15.1 このレースは艇長会議を行わないため、レースに関する

合わせること。 質疑・応答は

 

15.2 逗子マリーナハーバー施設利用

ハーバー事務所へ問い合わせのこと。

 

15.3 その他の問い合せ先は以下の通りとする。

〒249-0008 神奈川県逗子市小坪

逗子マリーナヨットクラブ内

E-mail：doublehand@zmyc.org

※逗子マリーナヨットクラブに常駐のスタッフはおりません。

 お問い合わせは上記メール
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このレースの全ての艇、参加者は自己の責任において参加する。 RRS 4 

主催、協賛、協力する各団体は、レースの前後、レース期間中に生じた

物的損害または人身傷害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。

レース参加者は、陸上または海上で撮影・収録されたレースに関する写真、映像または音声

 及び 公開する権利を、主催、協賛、協力する各団体

無償で与えるものとする。 

このレースは艇長会議を行わないため、レースに関する質問等は実行委員会へメールで問い

質疑・応答は 公式サイト で公開する。 E-mail：doublehand@zmyc.org

逗子マリーナハーバー施設利用（停泊、臨時係留等)については、参加者各自で逗子マリーナ

ハーバー事務所へ問い合わせのこと。TEL：0467-24-1000 

問い合せ先は以下の通りとする。 

神奈川県逗子市小坪 5-23-10 

逗子マリーナヨットクラブ内 初島ダブルハンドヨットレース実行委員会

doublehand@zmyc.org  TEL：0467-24-4610  FAX：0467-24

※逗子マリーナヨットクラブに常駐のスタッフはおりません。 

メールアドレスからお願いいたします。 

  

 

RRS 4 『レースをするこ

主催、協賛、協力する各団体は、レースの前後、レース期間中に生じた

。 

レース参加者は、陸上または海上で撮影・収録されたレースに関する写真、映像または音声 

主催、協賛、協力する各団体に対し永久的に

は実行委員会へメールで問い

doublehand@zmyc.org 

参加者各自で逗子マリーナ

初島ダブルハンドヨットレース実行委員会 

24-4613 

http://www.zmyc.org/hdh2020/

