
TYC創立50周年記念レガッタ実行委員会 

                           2019年9月15日（日） 

TYC創立50周年記念レガッタ 
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■TYC創立50周年記念レガッタ開催主旨 
 

   TYC創立50周年の記念行事として、クラブの 

   益々の発展と会員、会員の家族相互のコミュ 

   ニケーションの活性化を図る 。                                                         
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１．TYC創立50周年記念レガッタ概要                                                        
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■TYC創立50周年記念レガッタ帆走指示書 

１．参加資格：TYC所属艇とする。      

２．開催日：2019年9月15日（日）      

３．出艇受付先・期限：2019年9月8日（日）  

      TYC創立50周年記念レガッタ実行委員会 森委員長まで。     

      TEL：080-6902-7554 Mail：takayuki_mori2@jatco.co.jp   

４．艇長会議：2019年9月15日（日） 09：10～09：30  

      ・場 所 TYC クラブハウス１F      

５．コースおよび回航点        

      ・コース：多比 － 木負消波堤燈台沖マーク － 多比（反時計周り）  

６．出艇申告         

      ・艇長会議時に確認を取る。（出港後コミッティに申告する必要はない） 

７．スタート時刻     

      ・11:00 とする。       
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■TYC創立50周年記念レガッタ帆走指示書 

８．スタート信号とスタート方法       

    ・スタート信号は、スタート5分前：数字旗1を掲げ、 音響1声  

    ・スタート 4分前 :Ｐ旗を掲げ、 音響 1声     

    ・スタート 1分前 :Ｐ旗降下 音響1声     

    ・スタート：数字旗1降下 音響1声     

    ・スタートラインおよびフィニッシュラインは、口野赤灯台と多比白灯台付近の、   

     コミッティの掲げるTYCバージー（クラブ旗）とを結ぶ線とする。 

    ・白灯台付近の生簀の間は航行禁止とする。  

    ・赤灯台付近のダイビングエリアは航行禁止とする。    

    ・スタートラインは10分後に消滅する。      

 ９．リコール        

    ・リコール艇があった場合にはＸ旗を掲げ、音響1声により警告する。  

     リコール艇は自己の責任で再スタートを行うこと。    

    ・Ｘ旗は全てのリコール艇がリコールを解消した時点で降下する。   

      ただし、これに拘わらずスタート4分後には降下する。    
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■TYC創立50周年記念レガッタ帆走指示書 

   ・ゼネラルリコールの場合は第１代表旗を掲げ、音響２声を発し､警告する。  

    再スタート手順は第１代表旗の降下と音響1 声を発しその１分後にコース   

    旗 (数字旗)を掲げ音響１声を発する。以下前条の手順でスタートを行う。 

１０．タイムリミット       

   ・レース当日13:00 とする。      

※レース中に事故のあった艇は、速やかにコミッティに報告すること。   

１１．抗議         

   ・抗議のある艇は、抗議旗（赤色旗）を掲げてフィニッシュし、その旨をコミッ  

    ティに直ちに報告すること。  

１２．規則違反に対する罰則       

    ・参加者全員に心からお詫びすること。      

    ・レース規則に違反した艇は、ビール1ケースの提供を課すことがある。  

１３．コミッティ        

    ・コミッティ： TYC創立50周年記念レガッタ実行委員会 森委員長  

    ・所在 ： レース当日10:30 よりレース終了まで多比白灯台付近または 

     TYC クラブハウス。        
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■TYC創立50周年記念レガッタ帆走指示書 

    ・タイムリミット後13:00までの連絡先：      

     TYC クラブハウス：TEL 055‐939‐1881  

     コミッティの持つ携帯電話：080-6902-7554     

１４．順位決定         

    ・艇毎に予め決められた持ち点から着順、他のポイントの増減でポイントの 

      多い艇順。 （詳細は艇長会議で説明します！）   

    ・艇毎に TYC50周年記念レガッタ実行委員長が決定したハンデキャップ 

     を負う。  

    ・各艇のハンデキャップは TYC50周年記念レガッタ実行委員長が決定する。  

※ 【ハンデキャップ表別紙】       

１５．レース参加費（レース後のパーティ参加費）    

    ・参加費は一人1,000 円とし､艇長会議の際に納入のこと。   

１６．レース結果の表示        

    ・レース結果は、レース後のパーティーで発表する。    

１７．緊急連絡先     

     多比ヨットクラブ TEL／FAX 055‐939‐1881    
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■TYC創立50周年記念レガッタ帆走指示書 

１８．注意事項        

   ・レース艇は漁船などレース艇以外の船の近くを通る時は、必ず2艇身以上離  

     すこと。        

   ・多比港赤灯台付近のダイバー潜水エリアには近づかない。  

  （いやーな思いをします）       

１９．安全責任        

   ・本レースの安全責任は参加各艇自身にある。     

   ・TYC50周年記念レガッタ実行委員会は事故等の責任は一切負わない。・   

   ・レース参加艇のすべての競技者は本部船へのY旗の掲揚の有無と関わりなく、   

     衣類または個人装備を一時的に着替えたり整えたりする間を除き、法律で認  

     められた個人用浮力体を着用していなければならない。 

     レース中に競技者がこれを履行していない場合はレガッタ実行委員会より抗 

     議される。        
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■TYC創立50周年記念レガッタ帆走指示書 

２０．レース海面 

ダイビン
グエリア 

スタートラインは多
比港白燈台と赤
灯台の見通し線 

距離 : 往復約3海里 

西浦木負消波堤 
赤燈台 
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２１．参加艇・ハンデキャップ     

着順 女性1人 子供1人 当日減点1 当日減点2

メイン ジブ 5点 加点5 加点5 減点5 減点5

1 夕凪 Vent de fete 30 鈴木 勝男 鈴木 勝男 無制限 〇 〇 100

2 らなすこーる 土方 幹夫 土方 幹夫 無制限 〇 〇 100

3 雨月 COM-PAC 27 杉本 智昭 杉本 智昭 無制限 〇 〇 115

4 ロビン Bianka320 太田 力 太田 力 無制限 〇 〇 90

5 そよ風 FIRST285 村松 克彦 村松 克彦 無制限 〇 〇 105

6 波勝 YAMAHA-33 白倉 栄太郎 白倉 栄太郎 無制限 〇 〇 85

7 ULI ULI 山本 訓三 山本 訓三 無制限 〇 〇 100

8 La Dolce Vita ALPEGE 飯島 浩人 飯島 浩人 無制限 〇 〇 100

9 えとも FIRST 40 林 茂 林 茂 無制限 〇 〇 50

10 POLLOCK 楠 雅彦 楠 雅彦 無制限 〇 〇 145

11 PERUSIAN FARR 31IMS 堤 秀明 通常ヘルムス以外 2 〇 ✕ 87

12 OZZ4 AUKLET 26S 湯浅 明彦 通常ヘルムス以外 2 〇 ✕ 104

13 メルアミ SWING 31 林 政幸 通常ヘルムス以外 2 〇 ✕ 95

14 SUNLUCK J/V-9.6CR 臼井 洋一郎 通常ヘルムス以外 2 〇 ✕ 89

15 青雲V FIRST 40.7 石神 直哉 通常ヘルムス以外 2 〇 ✕ 84

16 PETREL IV YAMAHA 30SII 佐伯 直己 通常ヘルムス以外 2 〇 ✕ 102

17 KEIPU FARR 31IMS 園田 静雄 通常ヘルムス以外 2 〇 ✕ 87

18 WINDY YAMAHA-31S 木内 安夫 通常ヘルムス以外 2 〇 ✕ 94

19 てんとう虫 YAMAHA-31S 前川 治美 通常ヘルムス以外 2 〇 ✕ 94

20 TRU-BLU SUMMIT 35 大川 幹雄 通常ヘルムス以外 2 〇 ✕ 83

※ 持ち点は30フィート艇を100点とし、1フィート毎に5点増減する。レース艇の持ち点は、190からURのTCFを100倍した数を引いた数字。

当日減点とは、コミッティが当日の気分で参加者の持ち物や、衣服に対し減点を加えるもの!(^^)! 子供とは中学生以下とする。

最終

ポイントスキッパー 乗員
Sail使用

持ち点
Ｎｏ 艇 名 型 名 代表者

ハンデキャップ ポイント

詳細は艇長会議で! 
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２．TYC創立50周年記念レガッタパーティー                                                        

１．開催日時：2019年9月15日（日）14:00から    

２．場所：TYC クラブハウス１F    

３．司会：TYC創立50周年記念レガッタ実行委員会  森委員長   

４．開会挨拶：TYC石神会長 14:00  

５．乾杯発声：TYC創立50周年記念レガッタ実行委員会 園田委員 14:05 

６．表彰式：優勝 準優勝 飛賞 その日賞 実行委員長気分賞 等々 14:30 

    ・賞品 優勝盾 副賞豪華1万円相当 

             準優勝盾 副賞5千円相当 

             その日賞 3千円相当商品 

             実行委員長気分賞 2千円相当（総額3万円） 

７．中締め：TYC創立50周年記念レガッタ実行委員会  飯島委員  
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３．TYC創立50周年記念レガッタ商品                                                        

優勝・準優勝盾 
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３．TYC創立50周年記念レガッタ商品                                                        

優勝 副賞 ＠￥10,000相当      

商品は参考
です!(^^)! 
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３．TYC創立50周年記念レガッタ商品                                                        

準優勝 副賞 ＠￥5,000相当     

商品は参考
です!(^^)! 
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３．TYC創立50周年記念レガッタ商品                                                        

その日賞 副賞 ＠￥3,000相当     

商品は参考
です!(^^)! 



END 


