２０１７夏。ヨットとサルサの海フェス大カーニバルだ！

海を愛するタモリの日本一楽しいヨットレース
タモリカップ２０１７横浜大会
期

間

：

開催場所 ：

2017 年 9 月 9 日（土）
神奈川県横浜市 横浜ベイサイドマリーナ
横浜市金沢区幸浦沖海面 横浜市金沢区福浦沖海面（東京湾）

競技種目 ：

セーリングクルーザー

共同主催 ：

タモリカップ実行委員会
横浜港ボート天国推進連絡協議会
神奈川県セーリング連盟

後

援 ：

横浜市

（公財）日本セーリング連盟（申請予定）

協

力 ：

横浜海上保安部

横浜ベイサイドマリーナ（株）

ベイサイドマリーナホテル横浜
藤木企業（株）

一般社団法人 横浜港振興協会

横浜ベイサイドクラブ（YBC）
横浜ベイサイドヨットクラブ（YBYC）
横浜ベイサイドマリーナヨットクラブ（YBMYC）
横浜ベイサイドマリーナフィッシングクラブ（YBMFC）
横浜ベイサイドマリーナボートクラブ（YBMBC）
一般社団法人 横浜ヨット協会
JSAF 外洋 東京湾（申請中）

JSAF 外洋 三崎（申請中）

JSAF 三浦外洋セーリングクラブ（申請中）

JSAF 外洋 湘南（申請中）

レース公示
（NOTICE OF RACE）

1. 規則
本レガッタは、2017-2020 セーリング競技規則(以下「規則」という)に定義された規則を適用する｡
2. 広告
艇は主催団体により選択され支給された広告を表示するよう要求されることがある。
3. 資格及び参加
3.1 参加艇
3.1.1

オープンクラス
有効な船舶証書を有するセーリングクルーザーで、タモリカップ実行委員会が認めた艇。

3.1.2

IRC クラス
IRC の有効な証書を有し、タモリカップ実行委員会が認めた艇。

3.2 艇長会議に艇長または代理人が出席すること。
3.3 艇長を含む乗員の数は小型船舶検査証書に記載する最大搭載人員を超えないこと。
3.4 愉快な人。
3.5 クレームを言わない人。
3.6 現在（公財）日本セーリング連盟の会員、または近い将来会員となりもっとセーリングを
楽しもうと思っている人。
（公財）日本セーリング連盟への会員登録により会費の一部が保険料として傷害保険
に加入登録され、セーリングの事故による死亡、後遺障害が補償されます。
会員登録の詳細は
3.7

→こちらへ

参加資格のある艇は、
「タモリカップ横浜ホームページ」よりエントリーフォームにて受付期間中に
申込みする。また、公示 4 の必要な参加料を参加申込み２週間以内に指定口座に振込みすることに
より、参加申込みする事ができる。
「タモリカップ公式ホームページ」
【参加申込み受付期間】
【参加申込】

URL：

http:// tamoricup.com/

７月１０日（月）0：00 ～ ８月１０日（水）24：00 ※期日厳守

オンラインエントリー

「タモリカップ公式ホームページ」

URL：

http://tamoricup.com/

※

フォームにご記入後送信ボタンをクリックしてください。

※

参加申込みが殺到した場合には、レース実施における安全性及び大会運営上の理由により参加
艇数に制限を設ける場合もありますのでご了承ください。

4. 参加料
必要な参加料は次の通りとする
レース参加費

１艇

パーティー参加費

（追加情報

【参加料振込先】

※

１０，０００円
２を参照）

■三菱東京ＵＦＪ銀行

銀座支店（３２５）

普通預金

０２３６０５１

口座名義

タモリカップ横浜

エントリー費・パーティー参加費（人数分）の合計金額を、参加申込み後２週間以内又
は 8 月 20 日までにお振込みください。

※

お振込みは、オンラインエントリー時に記載したお名前にてお振込みください。

※

エントリー費、パーティー費はいかなる場合も返金できませんので予めご了承ください。

5．クラスカテゴリー（参加艇数により変更する場合もあります）
クラス分けは、オープンクラス・IRC クラス共に『タモリカップ横浜２０１７』レーティング委員会
により次の通りに振り分けられる。
1.

イグアナ A クラス

「すごく速そうな船」

2.

イグアナ B クラス

「一目置かれている船」

3.

イグアナ C クラス

「ぶっちぎりそうな船」

4.

イグアナ D クラス

「大会主旨を理解しているか不明な船」

5.

いいとも A クラス

「大会主旨を正しく理解している船（スピンなし）
」

6.

いいとも B クラス

「大会主旨を相当理解している船（スピンなし）
」

7.

いいとも C クラス

「普通に走れそうな船（スピンなし）
」

8.

いいとも D クラス

「ちょっとだけ速そうな船」

9.

いいとも E クラス

「そこそこ速そうな船」

10. いいとも F クラス

「わりと速そうな船」

11. いいとも G クラス

「速そうな船」

12. いいとも H クラス

「かなり速そうな船」

6．登録受付及び出艇申告
6.1

登録受付時に必要な書類は次の通りとする。


参加申込書（オンライン申込み締切り後に登録のメールアドレス宛に申込控えが届きます。
プリントして艇長会議にご持参ください）

6.2



出艇申告書兼乗員登録名簿

（本大会用書式）



船検証のコピー



ヨット賠償責任保険証のコピー



有効な[計測][レーティング]証明書（IRC クラス艇にのみ適用）

レース当日に出艇を取りやめる艇は、９月９日（土）７：３０～８：３０の間に大会事務局へ連絡
をする事とする。

Ｔ Ｅ Ｌ：０５０－５８０６－０８５２

7. 日程
7.1

レース日程

9 月３日（日）

16：00～18：00

登録受付

18：00～19：00

艇長会議 & 安全セミナー
場所：横浜金沢産業振興センター
横浜市金沢区福浦１－５－２

9 月９日（土）

09：30

海上パレード

10：55

最初のスタート予告信号予定時刻

15：00

全クラスタイムリミット

18：00～21：00

表彰式 ＆大バーベキューパーティー
横浜ベイサイドマリーナ内 親水公園特設会場

7.2 レース数
本大会は 1 レースとする。
8．計測
IRC クラス艇は、有効な[計測][レーティング]証明書を登録受付時に提示しなければならない。
9. 帆走指示書
帆走指示書は、９月 3 日（日）の艇長会議にて配布される。また、レース 10 日前に大会 web サイト
にて入手できる。
10. 開催地
10.1

添付図 A は、レガッタ・ハーバーの場所を示す。

10.2

添付図 B は、登録受付・艇長会議&安全セミナーの場所を示す。

10.3

添付図 C は、表彰式、大バーベキューパーティーの場所（横浜ベイサイドマリーナ内「親水公園特
設会場」
）を示す。

10.4

添付図 D は、レース・エリアの場所を示す。

11. コース
帆走するコースは次の通りである。
横浜ベイサイドマリーナ沖～八景島沖の周回コースとする。詳細は帆走指示書で示す。
12. 得点方法
得点はタモリカップ参加全艇と IRC クラス艇の 2 通り付けられる。
12.1

タモリカップ参加全艇（オープンクラスと IRC クラスの全艇）

12.1.1 艇の得点はレース所要時間をタモリカップレース委員会の定めるレーティングを使用した修正時
間により順位を決定し得点を与える。
12.1.2 タモリカップレース委員会の定めるレーティングで同一修正時間の艇はレーティングの大きい方
を上位とし、得点を与える。これは付則Ａ７を変更している。
12.2 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し、得点を与える。
12.3

シリーズの成立には 1 レースを完了する事が必要である。

13. 賞
13.1

総合優勝に『タモリカップ』を授与する。

13.2

各クラス優勝を表彰する。

13.3

その他、特別賞。

14．安全基準
14.1

艇体および装備品は使用に足るレベルに十分に整備されていること。

14.2

船舶安全法に基づく「限定海域」以上の基準を満たしている艇であること。

14.3

有効なヨット賠償責任保険に加入していること。

14.4

通信手段として、正常に機能するマリンＶＨＦ、船舶電話・および携帯電話のいずれか一つ以上を
装備していること。

15. 責任の否認と所在
このレガッタの競技者は自分自身の責任で参加する。規則４[レースすることの決定]参照。艇と乗
員の安全確保は、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。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。乗員も艇と乗組員の安全確保に努めなければならない。主催団体は、レガッタの
前後、期間中に生じた物理的損害または身体障害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。
16. 肖像権
選手は、本大会に参加することにより、大会期間中の選手または本大会における選手の装備に関す
る動画、スチール写真および撮影された映像またはその製版について、対価を求めることなく、主
催団体に独自の判断で使用する権利を与えるものとする。
17. 問い合わせ先
タモリカップ事務局


所 在 地：〒２０４－０００１

東京都清瀬市下宿２－６７５－１２



Ｔ Ｅ Ｌ：０５０－５８０６－０８５２



E -M ai l：yokohama@tamoricup.com

（１１時～１７時

土日祭日を除く）

追加情報
１）泊 地
泊地を希望する艇は必ず事前に、大会事務局にお問合わせください。
外来艇（横浜ベイサイドマリーナがホームポートでない艇）については、事前の申請があった場
合には、９月８日（金）９：００から、９月１１日（月）１２：００迄に限り、横浜ベイサイド
マリーナビジターバース他に、指定された位置及び方法で係留することが可能（無料）。
これ以外の時間に係留を希望する艇は別途相談となります。
また、係留施設に限りがあるため遠来艇を優先とします。

従って、泊地を希望されても「不可」となる場合もありますのでご了承ください。

２）大バーベキューパーティー
司 会：内田恭子

垣花

※参加費会費制

正

ゲスト：オルケスタ・デ・ラ・ルス
CAPTAIN T with マリンセイラーズ
日 時：９月９日（土）

ほか

１８：００～２１：００

場 所：横浜ベイサイドマリーナ内
参加費：大人６，５００円

親水公園特設会場

（レイトエントリー７，５００円）

（フリードリンク・フリーフード・タモリカップ記念特製オリジナル帽子付き）
小人２，０００円 （４歳～小学６年生。３歳まで無料。帽子なし）
※パーティーの座席は、参加申込み順となります。

3）大会記念グッズ販売
『タモリカップ横浜２０１７』記念グッズの販売をいたします。
限定オリジナルポロシャツ

２，５００円

（サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＬＬ）

限定オリジナル

２，５００円

（サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＬＬ）

Ｔシャツ

※ポロシャツ・Ｔシャツは原則として事前申込みのみとなります。
■申込み方法：
参加申込書、または個人で申込みの方は、タモリカップ公式ホームページよりオンライン
注文フォームにてサイズ、枚数をご記入の上お申込みください。
■商品受渡しについて：
『タモリカップ横浜２０１７』参加申込書にて、８月１０日（水）迄にお申込み頂いた参
加艇には、登録受付（艇長会議）時に各艇へお渡しします。
※その他のグッズについては、近日中にホームページに掲載いたします。

【添付図 A】

横浜ベイサイドマリーナ

【添付図 B】

所在地
〒236-0004

横浜市金沢区福浦 1-5-2

TEL：
（045）782-9700

交通アクセス
電車 ＪＲ京浜東北・根岸線「新杉田駅」から、金沢シーサイドラインで１１分
「産業振興センター駅」より徒歩１分
京浜急行線「金沢八景駅」から、金沢シーサイドラインで１４分
「産業振興センター駅」より徒歩１分
車

首都高速道路 湾岸線「幸浦ランプ」２分
横浜横須賀道路「並木ＩＣ」４分

【添付図 C】予定

表彰式、大バーベキューパーティー
「親水公園特設会場」

【添付図 D】

