2019-2020 日本-パラオ親善ヨットレース
パラオ共和国独立 25 周年記念

レース公示 変更通知（番号 04）
2019 年 12 月 23 日

2019-2020 日本-パラオ親善ヨットレース実行委員会

【NoR Amendment 08】
「開催期間」および「開催地」を以下の通り変更する。
<変更前>
【開催期間】
【開催地】

2019 年 12 月 29 日（日）～2020 年 1 月 15 日（水）予定
横浜港（横浜ベイブリッジ）～パラオ共和国

<変更後>
【開催期間】

2019 年 12 月 29 日（日）～2020 年 1 月 20 日（月）

【開催地】

横浜港～パラオ共和国・コロール島沖

【NoR Amendment 09】
【NoR Amendment 06】で変更した「共同主催」を以下の通り変更する。
<変更前>
【共同主催団体】 公益財団法人 日本セーリング連盟 加盟団体 外洋三崎
公益財団法人 日本セーリング連盟 加盟団体 外洋湘南
公益財団法人 日本セーリング連盟 加盟団体 外洋東京湾
公益財団法人 日本セーリング連盟 加盟団体 三浦外洋セーリングクラブ
神奈川県セーリング連盟
公益財団法人 日本セーリング連盟 （予定）
上記、各団体による共同主催とする。
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<変更後>
【共同主催団体】 公益財団法人 日本セーリング連盟 加盟団体 外洋三崎
（順不同）

公益財団法人 日本セーリング連盟 加盟団体 外洋東京湾
公益財団法人 日本セーリング連盟 加盟団体 三浦外洋セーリングクラブ
公益財団法人 日本セーリング連盟 加盟団体 外洋湘南
神奈川県セーリング連盟
公益財団法人 日本セーリング連盟（承認番号 2019-36）
上記、各団体による共同主催とする。

【NoR Amendment 10】
【NoR Amendment 06】で変更した「後援」を以下の通り変更する。
<変更前>
【後

援】

駐日パラオ共和国大使館
外務省
環境省（予定）
国土交通省（予定）
文部科学省（予定）
横浜市（予定）

<変更後>
【後

援】

パラオ共和国
外務省
環境省
文部科学省
横浜市
United States Coast Guard
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【NoR Amendment 11】
「特別協力」および「協力」を以下の通り変更する。
<変更前>
【特別協力】

古野電気株式会社

【協

藤木企業株式会社

力】

横浜港木材倉庫株式会社
横浜ベイサイドマリーナ株式会社
横浜港ボート天国推進連絡協議会
株式会社 リビエラリゾート
株式会社 舵社
アクア船舶鑑定株式会社

<変更後>
【協

力】

（順不同）

藤木企業株式会社
株式会社ブリッジフィールズパートナーズ
株式会社大和地所グループ
公益財団法人マリンスポーツ財団
アイコム株式会社
古野電気株式会社
ソフトバンク株式会社
ヤンマー株式会社
株式会社ありあけ
株式会社横浜岡田屋
株式会社むらせ
横浜港木材倉庫株式会社
横浜ベイサイドマリーナ株式会社
横浜港ボート天国推進連絡協議会
株式会社ハリケーン
株式会社マリンサービス児嶋
アクア船舶鑑定株式会社
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学校法人 逗子開成学園
丸玉運送株式会社
横浜テクノタワーホテル
株式会社ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
一般社団法人グローバル人材育成推進機構
Palau Pacific Resort
グローバルサービス株式会社
株式会社 Qvou
国立研究開発法人 海洋研究開発機構
株式会社 舵社
株式会社東宏
リスト株式会社
株式会社ケーエムシーコーポレーション
ヤマハ発動機株式会社
鈴江コーポレーション株式会社

【NoR Amendment 12】
「4-2 提出書類の期限」の項目 5 を以下の通り変更する。
<変更前>
レーティング証書（IRC ディビジョ
5

ンおよび ORC ディビジョンに参加

2019 年
（写し）

の艇のみ）

12 月 15 日（日）
※2

<変更後>
レーティング証書（IRC ディビジョ
5

ンに参加の艇は ENDORSED 証書、
ORC ディビジョンに参加の艇は
ORC-I 証書）

2019-2020 日本-パラオ親善ヨットレース

2019 年
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【NoR Amendment 13】
「4-2 提出書類の期限」の項目 6 を以下の通り変更する。
<変更前>
6

JSAF 外洋特別規定 2018-2019
OSR Cat-2 申告書

【書式 4】

2019 年
11 月 30 日（土）

<変更後>
THE WORLD SAILING
OFFSHORE SPECIAL
6

REGULATIONS for 2018 – 2019

【書式 4】

for Race Category 1 Monohulls

2019 年
11 月 30 日（土）

or Category 1 Multihulls 申告書

【NoR Amendment 14】
「5. ディビジョン分け」の 5-1 を以下の通り変更する。
<変更前>
5-1 PHRF ディビジョン

<変更後>
5-1 PHRF ディビジョン（全艇を対象）

【NoR Amendment 15】
「7. レースの実施と成立」の 7-2 を以下の通り変更する。
<変更前>
7-2 各クラス 1 艇以上のフィニッシュをもって、レースの成立とする。

<変更後>
7-2 各ディビジョン 1 艇以上のフィニッシュをもって、レースの成立とする。
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【NoR Amendment 16】
「9. レース日程」を以下の通り変更する。
<変更前>


インスペクション-1

2019 年 9 月 1 日（日） ～ 12 月 20 日（金）



インスペクション-2

2019 年 12 月 21 日（土）～ 12 月 27 日（金）



艇長会議

2019 年 12 月 28 日（土） 08:00-09:00



安全講習会（第三管区海上保安本部 横浜海上保安部）
2019 年 12 月 28 日（土） 09:00-10:00



安全講習会（医療）

2019 年 12 月 28 日（土） 10:00-11:00

※出入国手続きに関しては、別途説明する。


（プレ・レースを削除)



前夜祭

2019 年 12 月 28 日（土） 16:00-18:00

※横浜港予定（詳細は別途公開する）


スタート予告信号

2019 年 12 月 29 日（日） 11:55（予定）

※レイトスタート：正規のスタート後、24 時間以内のスタートであれば、これを認
める


タイムリミット

2020 年 1 月 20 日（月）15:00



表彰式

2020 年 1 月 15 日（水）11:00-14:00

※開催地はパラオ共和国を予定（詳細は別途公開する）
※天候やレースの状況により、日時や場所を変更する場合がある。

<変更後>


インスペクション-1

2019 年 9 月 1 日（日） ～ 12 月 20 日（金）



インスペクション-2

2019 年 12 月 21 日（土）～ 12 月 27 日（金）



艇長会議（横浜ベイサイドマリーナ）
2019 年 12 月 28 日（土） 08:00-09:00



安全講習会
（第三管区海上保安本部 横浜海上保安部による／横浜ベイサイドマリーナ）
2019 年 12 月 28 日（土） 09:00-10:00
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バスにて全クルーが移動 （横浜ベイサイドマリーナから横浜大さん橋へ）
2019 年 12 月 28 日（土） 10:15-11:00



出入国手続き（横浜大さん橋）
2019 年 12 月 28 日（土）11:00-12:00



バスにて全クルーが移動 （横浜大さん橋から横浜ベイサイドマリーナへ）
2019 年 12 月 28 日（土） 12:00-13:00



通信講習会（横浜ベイサイドマリーナ）
※ロールコールなど／各艇の通信責任者を含む最低 1 名以上参加すること。
2019 年 12 月 28 日（土） 13:30-14:30



前夜祭

2019 年 12 月 28 日（土） 16:00-18:00

※横浜テクノタワーホテルで実施（詳細は別途公開する）


チェックインおよびセレモニー（横浜港内みなとみらい地区）
2019 年 12 月 29 日（日） 11:00-12:00



セレモニースタート（ベイブリッジ下を隊列を組んで進行）
2019 年 12 月 29 日（日） 12:00（予定）



スタート予告信号（横浜ベイサイドマリーナ沖）
2019 年 12 月 29 日（日） 13:25（予定）
※レイトスタート：正規のスタート後 24 時間以内のスタートであれば、これを認める



タイムリミット

2020 年 1 月 20 日（月）15:00



表彰式

2020 年 1 月 15 日（水）11:00-14:00

※開催地はパラオ共和国を予定（詳細は別途公開する）
※天候やレースの状況により、日時や場所を変更する場合がある。

【NoR Amendment 17】
「12. レース本部」を以下の通り変更する。
<変更前>
12-1 レース本部は、2019 年 12 月 29 日（日）9:00 から 2020 年 1 月 2 日（木）15:00
まで横浜ベイサイド センターハウス内に設置する。
横浜ベイサイド HP： https://www.ybmarina.com/
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住所：

神奈川県横浜市金沢区白帆１番地

12-2 2020 年 1 月 3 日（金）よりレース終了時までは、レース本部をパラオに設置する。
パラオでのレース本部の設置場所に関しては、別途提示する。

<変更後>
12-1 レース本部は、2019 年 12 月 29 日（日）9:00 から 2020 年 1 月 20 日（月）15:00
まで横浜ベイサイドマリーナセンターハウス 2 階の会議室に設置する。ただし、レー
スの状況によって設置期間が変更する場合がある。
横浜ベイサイドマリーナ HP： https://www.ybmarina.com/
住所：

神奈川県横浜市金沢区白帆１番地

12-2 2020 年 1 月 7 日（火）よりレース終了時までは、現地レース本部をパラオに設置す
る。パラオでのレース本部の設置場所に関しては、別途提示する。

【NoR Amendment 18】
「19. 通信」の 19-1 を以下の通り変更する。
<変更前>
19-1 ロールコールは、衛星携帯電話により行い、義務とする。

<変更後>
19-1 ロールコールは、レース委員会が貸与するイリジウム衛星無線により行い、義務とす
る。

【NoR Amendment 19】
「20. 賞」を以下の通り変更する。
<変更前>
20-1 各ディビジョンのファーストホーム賞
20-2 各ディビジョン/クラスの優勝、準優勝、3 位（参加艇数により、賞を調整する）
20-3 その他、各種特別賞
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<変更後>
20-1 ファーストホーム賞
20-2 PHRF ディビジョンの優勝、準優勝、3 位
20-2 IRC ディビジョンの優勝
20-3 その他、各種特別賞

―以上―
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