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情報サービスのシステム
電話による'￨青報サービス
アクセス番号0990‑301‑]77
情報案内サービス

1

』

当日の天気、風向き､風速、警報などの最新情報や､各地の
'ｲべﾝﾄ･レース状況､客船の入出港予定等を満載。

J

掲示板サービス

有名ｼｮｯプのお買得情報や、スクール情報など。例えば、波
のｺﾝヂｨｼｮﾝを自分で録音することができ、他人の録音した情
報を生の声で聞ける。

提供される天気図､台風情報､風向風速図､海流図や､各種
協会､団体､有名ｼｮｯプからの現地情報､イベント情報を､自動

:職懸繍蕊騨舗蕊繍獅
て
く
る
。

パソコン通信サービス
アクセス番号0990‑302‑177
ﾅｽｶﾈｯﾄのメンバー同志で情報交換ができる､独自のパソコン
通信ｼｽﾃﾑ。

伝言板サービス

突然の急用で､約束の時間に間に合わないときなど､伝言板サー
ビスにおまかせ｡両方の声の中継をする。

ファクシミリによる'￨青報検索サービス
[会舅制］
アクセス番号0990‑321‑177
日本気象協会､日本水路協会､漁業情報サービスｾﾝﾀｰから

株式会社ナスカ･ネット
〒23l横浜市中区山下町I番地シルクセンター別館101号

TEL.045(663)32IIFAX.045(663)3212

両
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ト＆ヨコカツブ．。
ジヤパンーグアムボ
ヨツトレース'91特集
前号でレポートしたジャパンーグア
ムヨットレース'91o今回は尾島裕太

0F応"

f
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トーヨコカップJAPAN‑GUAM
ヨットレース'91が終わって
レース委員長尾島裕太郎
JAPAN‑GUAMYACI‑ITRACE(JGYR潮加I英行委

員長よりレース委員長の任命を受けたのが'90年611の

醸

終わ')頃であった。7月初ｲIjに開かれた汕壺ベイヨッ￨、

クラブ(ABYC)討議負会の席上JGYRレース委典
会に対し,ABYCの全面バックアップ･をお願いし，そ
ABYCはJGYRスター￨､クラブの重責を担ってい
GYR委員会の編成を考えた。現在本部レースの各レー

い私は．〔レース委員会の手引き〕を参考にJGYR=
行委員長及びJGYRレース委員長経験者にヒアリング

蕊

理

，、

鯵

'

二

1

1
』

準

ス委員会が，通常行っているレース運営を把握していな

｡

̲壁

0
戸岬︾

ることを念頭に置き,ABYC運営活動の一環としてJ

旬

寺や一一

の場で了承が得られた。

！

表彰式でスピーチの尾島レース委員長

を繰り返し行ない，スケジュール管理を行うべくタイム

イロットポート，ディンギー等ボー￨､種類等を賑義し

テーブル作成に努力した。だが実施の段階において,N
ORC本部レース委員会今岡又彦及びJGYRRI1委員長

た。以上の要件に各ポートのクルーリストを添付し，

芳賀治一の両氏の事前の準備と全面的な進行管理のアド

YCコモドアーの引率で､入国管理事務所，税関，検疫

バイスとお手伝いをいただき、どうやらスター￨､まて､こ

事務所などに挨拶まわりを行ない、グアム政府知事及

ぎ着けたのが実情て､､ある。又JGYR準備段陪におい
て，10数年前 レース委員会の手引き 編集に携わった
一員て．もあり，長年にわたりお付き合いを戴いている1制
束氏が,JGYR実施にあたり私のよき相談朴l手とし
て，度々貴重な時間をさいてくださったことに感謝しま

JGYR委員会に提出依頼を行ない閉会した。翌HM

びスポンサ−て､､あるグアム観光局を表敬訪問した。
3.JGYR;I"(実施要項及び帆走ｲ締]く書よl)転載し
て下さい）

4．在グアムJGYR組織の機能及びスタッフの紹介

①COMMITTEE本部オフィス（ゼネラルマオ､−ジメ

す
。

ン￨､，会計，連絡業務，計算センター）

l.MARINASUYACI‑ITCLUBフィニッシュll1̲)'1委員

尾島裕太11;レース全体のマオ､一ジメント

長GEORGEJOHNSON氏米11と同時に第ll!IIJGY

江面裕一委員アオレレのｸﾙｰ東京大学大学津、

Rレース委員会合同会議が東急エージェンシーにおい

生情報工学を専攻。事務処理及びIMS・IORIIL

て開催された。

位計算システム構築スタッフ

議題JGYR運営概要の作成

曽根光江委員日本にいるときは，はやまるのク

①スケジュール

ルー。クラブメッドに8年程勤務，フランス語が堪

②タイムテーブル

能で英語もだいぶ使える。連絡業務．会計，通訳等

③イベン￨､毎の必要人員数の算出

のスタッフ

④実施予算

相馬事務川j長無理を承知て､､グアムまで来ていただ

以上4つの要素を検討し，概要が決められた。私は

いた。JGYRレース委員会が1月71‑1に帰国後，

会議中のヒアリングによる，各パート毎のマオ､一
ジャー候補者／レース委員名簿の作成も同時に進めた。
2.JGYR委員会と東急エージェンシーは刻也調査及

グアムに船ける一切の後始末をリ￨き受けてくれた。

②MYCオフィス（フィニッシュ計時インスペクショ

ン参加艇支援業務／検疫，イミグレーション，カス

びフィニッシュ受入れの実施ﾌﾟラン（紅職及び人員構
成／必要機材一式）打合わせ会議を9月末MYCコモ

芳賀治一副委員長数々のレースをこなしてきた，

ドアーJOHNMOOR氏のオフィスにて開催。スタッフ

有能なマオ､一ジメント能力のある副委員長。もし彼

数，パー￨､毎のマオ､一ジャー氏名，スタッフシフ￨、
表JGYR必要備品リスト，コミッティポート，パ

タマー補助，宿舎，レンタカー，案内等）

の語学力がなければ，このレースも臘朏虻したことと
思う。

鎌Ｉ 鰹 ・ ゞ 鴫
ぷぷ評篭錨討

一

はならないメンバー。NORC活性化のためにもこ

課︲Ⅷ１１いふ蝿︲﹃︑︲︲１

トの一人で広告代理店勤務。イベント＆アクション
のプラン作成及び実施に明るい。ABYCになくて

︸唾︾起電一宮︑︲︲

西本健彦委員汕壺フリー￨､，アオレレジンジケー

唖阿■

バイリンガルでこなすパワフルなサラリーマン。

︾冒口ロー

可ｆＪ︲鍔．Ｌ︾稚︾罰︲ｆ︾一眼Ｆマー凹亘．︲一

川嶋健弐委員レース経験豊か，パーティの司会も

Of応"0Rf
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聯

のような人材の発掘が急務であると考える。
川端康夫委員アオレレのクルー。東京大学学院

生，地学専攻。当然海図を眺めるのはプロ，パソコ

霧

ンによる資料整理用データベース使いこなす。今後
のJGYCになくてはならない。"JGYRデータ

ファイル整備 に力を奮う予定。

鈴木仁夫委員自費参加委員。船に関する語学力抜

群若い頃本船のオペレーター経験を持つ貴重な存

へ在。私と同年代にもかかわらず，参加艇の宿舎まで

影でレースを支えつづけた運営スタッフ

案内役のドライバーも引き受け，献身的に働いてく
れたタフガイ。

③通信オフィス(VHFのワツチ。いかに早<VHF
の波をキャッチするかでフイニッシュ待ちの体勢が

者，参加艇，スポンサー三方にとって非常に大切な
ことと考える。

②日本とアメリカの国情の差を考慮するとともに,M

全て決まる)。

YCクラブ員のJGYR参加意識を高めるためにも

初鹿野幸生委員通信室のマオ､−ジャー。NORC

組織及び運営システムの立案会議にMYCレース委

本部レース委員。ABYCクラブハウスの設計者。

員長の参加，前夜祭にMYCコモドアーを招聰し実

ABYCでは，いつも緑の下の力持ち役。時々周り

施案而薩忍の儀式が必要て､あろう。

もはらはらするような怒り方をすることがある。し

③JGYRに関わるNORCのコストIMS/IO

かし心配無用，怒っている時は照れ隠しであること

Rの維持更新，通信委員会，事務処理コスト，緊急

がほとんど。

対応費用等を考えるとレースのエントリーフィーは

佐藤和夫委員JGYRスタート委員長,ABYC
レース委員,JGYR委員の経験もある。ABYC

安いと思う。NORC,JGYR委員会・参加艇

恒例クリスマスレースの主催者。相構宵に口兎が飛

ポンサーに対する責任範囲を明確にすべきて､あろう

ぶときはレース決行，白熊が出るとノーレースです。

④当JGYRはIMS推進策としても適したレースと

佐久間委員／瀬尾委員レース委員会スタッフの経

思われるが，レース参加準備期間と回航￨I寺間をタイ

一験豐かなバイリンガルギャル。私がホテルの部屋に

（ステッカーを船体に張るだけて．はなく）三者のス

ムテーブルに乗せると1月と12月の国内レースは殆

かんづめの為，3回の外食以外，二人に食事のすべ

ど参加不能となる。参加艇のレース経費JGYR参

ての面倒を見ていただいた。食事以外の面倒は当然

加可能圏内の諸外lflヨットクラブに対するレース開

見てもらえなかった。

催告知期間を含め，隔年開催にすることが本レース

5今後のJGYR開催に向けて解決すべき問題と対策

の継続に重要て､､はないのか。

NORCのもとにスポンサーが付いているというこ

⑤スタート担当クラブにたいして，人材の育成・ス

とは，我々の実施するレースは，各種媒体に乗せるた

ター￨､クラブとしてクラブハウスのレースに対応す

めの作品ともいえる。いかに事故がなく，スポンサー
のイメージアップ。または知名率アップ･に役立つかてﾞ

はならないと思う。

る諸機能の維持に要する費用等を，少し考えなくて

レースに対する詔iliが決まる。レース運営に失敗した

⑥JGYR開催に関わるMYCとABYC及びNOR

場合，スポンサーより責任追求又は損害賠償のあるこ
とは考えておくべきである。

次回JGYRの組織案作成に取り組むことがJGY

①スポンサーによるロングレース実施のリスク回避そ

R委員会のスムースなレース運営に役立つと思われ

れは参加艇の常時ポジションの確認が必要条件て叡あ

Cの機能を再度細分化，レース実施のスタディをし

る。以上

最後に,JGYRと非力な私を陰で支えてくださっ

る。このことは安全確保と報道価値を高め，媒体に
乗りやすくなるため，諸外国を含め次回の参加艇を

た,ABYCとNORCのかたがたに，誌上を借りて深

増大させる。真の国際レースに育てるためにも主催

くお礼を申し上げます。

OFFSHMf
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｢マストよ どうか折れないでくれ／」
〜マネージーの目から見たグアムレース〜
｢摩利支天」マネージャー山本浩資

戸 司

隆一

不思議と実感はなかった。フイ

我々チームに何とも言えないタ､メー

言っていたものだが，この3本目今へ
きて，「今年の正月はスキーだなコ

ニッシュというものが，これ程無感

ジを残して終わった。自分で言うの

動なものなのかと自分を疑ぐりたく

も何であるが，チームワークが良

リャ｡」と，つぶやいていたのが妙

なるくらい，何も感じなかった。艇

かっただけに，今でも（なぜ…）と

に耳に残っている。

はただ，スルスルとアプラ港興茱〈

事あるごとに頭に中にあのシーンが

☆「スタートまで，絶対問に合わせ

へとその足を進めていった。

浮かんでは消えてゆく。そしてま

ろ
｡
」

「無事フィニッシュできたら，オレ
泣いちやうよ」などと前日あるク

3本目 の報告をオーナーにした

た…。

（どうしてこうついてないんだ／）

ルーに言っていた自分が今，無理矢

オレは自分の

理泣こうとしている。しかし，当然

呪った。12月2日，グアムレースの

の事ながら涙は一すじも流れる事な

トレーニングを兼ね，メンバー全員

連

のなさを心底

時，ただ一言この言葉が返ってきた
だけだった。8割方あきらめていた

オレにとって，この言葉の重さたる
や…。

く，こわばった笑顔がサングラスの

で臨んだ清水でのローカルレース

下で，所在なさそうにしているだけ

で，またしてもマストは2つになっ

ストラリア人クルーMを中心とし

であった。

てしまったのだ。ハワイて鹸2本目を

て，なんとかアメリカからマストを

☆一度ならず二度も，そしてまた…。

折った時，スキッパーのHは，
「あ−あ，これでオレの夏も終わつ

取り寄せる努力がされていた。損害
状況をチェックし，アメリカサイド

ちまったなあ。」と，いみじくも

と連絡を取り合うにつれ，かくして

まさかと思った二度のデスマスト。

昨年のケンウッドカッう。レースは，

一方て､

その直後 からHとオー

7

OfFMMf

（もしかしたら間に合うかもしれな
い…）という一条の光が見えてきつ
つあった。

☆意地でも立てる／

オーナーはもちろんの事,HやM
を始めとするクルー皆の気持ちを無
駄にするわけにはいかない。フライ

トスケジュールの確認，デリバリー
業者との交渉，トラック・クレーン

の手配，清水て立ててから三崎へ回
航してスタートするまでの，種々雑
多の やるべき事…。 12月はあっ

という間に過ぎてゆき，そして気が
ついてみたら，オレは

摩利支天の

べ祐綜蕊鰈鰐ゴヲ
レンドが一言，「

'2月29日時に'5ノット以上で力シ飛ぶ./寒かった

摩利支天ちゃ

ん には，ほんと妬けちやうわれ｡」
☆「どうか折れないでくれ／」
正直言って，レースの間中オレの

頭の中は，この念だけが支配してい
た。だから，ごく一般的なレース手
記のような，日を追っての船の状況
など書けるはずがない。書きたくて
も，ほとんど憶えてないのだ。ワッ
チになれば5秒ごとにマストを見上

げ，オフになればなったで，ちょっ
との物音にも，（まさか，また？）と
飛び起き…。とにかく，寝ても醒め
てもマストの事ばかりを考えていた。

ただ，今回の我艇の走りに関しての

ベミイントは2つあったようで,例年
二なく 大西 力欺き続けた為に，

らだったろうか，オレは夜の新宿

2日余りて、父島に達してしまった点

の，とある高層ビルの展望階にいた。

と（この間，デイラン260〜280マイ

ちょっと酔っていたせいか，とにか

ル，マックススピード19.3ノットを

くそこから見る夜景がまぶしくて，

記録)，父島と母島の間の水道を

オレは，いつまて鰻も窓ガラスから離

ジヤイブして通って東に出し，いち

れられない。東京タワーの灯が消え

早く東寄りの風をつかまえる事が出

て，周りの明力､りが一つ二つと消え

来た点が，他のどの艇よりも，そし

ていってもオレは，まだそこにいた。

て他の誰よりも早くオレが

ミスグ

また一つ，もう一つと消えてゆく…。

アム にキスをしてもらう事が出来

カゼをひいたせいだろうか，鼻のあ

た要因と言えるで､あろう。（ 一番

たりがむずがゆい。また一つ，もう

上陸

一つ…。「よかったな／」とオレは

一番キス／ は，入国書類

を持ってあがるマオ､一ジャーの特権

オレ自身に言った。すると，「よ

じゃ／）

かった，よかった｡」とオレ自身が

☆夜の新宿にて…

オレに返したような気がした。

ク、アムから帰国後2，3日してか

黒い海がず−つと広がっていた。

1月2日サイバン北方で完全なく夕
やる事もなくて……

筆者とミス・グアム

OFFSHMf
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｢ジャパン・グアムレース」
"120MO"マネージャー藤本誠
「三崎ヨット。三崎ヨット、こち
イ チ ニ マ ル エ ム ォ ー

らヨット120･MOll時現在の位

置を報告致します」我クルーの強力
メンバー庄崎さんの澱みのないロー

ルコールが，始まる「00度00分N00
度00分て､､」参加各艇の位置も次々知
らされ，それをチャートてW寵認す

1

る。…･…･･ウム大部いい順位につけ

た様だ。スター￨､直後は微風に泣き
ｒｒ︲１ｋ■

最後尾を，競っていたのて､ある。そ
の後風も強まり序々に先行艇をとら

へ

"､12月31日，レースも4H目に入る。

足元のジメジメは，オイルスキンの

内側に達し，覚￨吾の上とは云へ厳寒
の夜間ワッチは，酷しい，加えて海
も荒気味である。一日も早く今グア
ムレースの狙い文句

短パンTシャ

夜間フイニッシユてL上陸した、@l20MO''の一同

ツでセーリング と行きたいものだ。

は長いとつくづく感じる。あと200,

元旦を皆んなて祝い，初｢lの,'l'!を南

150マイルと気が逸る。

硫黄島て拝む。誰れもが出来ない洋

上で､の迎春を，感激も新に体験する。

1月4日ついに残りマイル数100

を切る。天候のせいでまだ夜で､もな

パーティーが催され修正て、もIMS

1位を得たらしい我々は勇躍会場へ
出向いた。優勝したマリシテン以下
IORの表彰が大騒ぎの内終りいよ

「コチラ，ヨットマリシテン……」

いのに視界が悪い。オールハンズに

いよIMSの発表だ「1位120MO」

マーリーさんとやらの日本語，本当

入ったクルーは全員元気一杯，いよ

のコールに陽気なアメリカ人，我々

に流暢だ，そしてマリシテンも早

いよゴール真近で､ある。グアム大会

クルーそして会場大歓声，大奇声

い，ずい分先行の様子である。我々

本部よりのラジオコールも多くな

の中飯田氏テレながら、優勝トロ

も八丈付近よりデイラン260マイル

り，皆，緊張の中どこか明るい様子

フィーを受け続いてクルー全員も表

をかせぎ2番手につけ,IMSクラ

だ。私自身「もうすく･フィニッ

彰される。ゴールの時とは別の喜〔渥

スで､は，断トツだ，しかし油断は禁

シュ，早くゴールを切りたい」と

を華やいだ雰囲気の会場で味う。

物。IMSのレーテインク、は、予測

ヨットから飛び込んで泳ぎ出したい

カップ。にビールを注いて､の祝杯記念

がつかない由を，聞かされ一同気分

気分でワッチする。ゴール直前は真

撮影，そして日本から駆け付けてく

を引き締める。幾分束に流された

上りで、タックタックの連続て識ある。

れた女性クルーの大和，三崎さんも

が，緯度も下がり，心なしか海の

大会本部の船報道関係の船のフラ

加わり優勝を喜び合う事が出来た。

色，星の輝も違って見える。20．を

シュの放列の中感激のゴール。早速

越えれば貿易風帯だと云う。遍西風

届けて頂いた缶ビールとシャンパン

以上取止めもなく書綴ってきたが，
ボランティアて翻大会を支えてこられ

を体感出来るなんて想いも及ぱき

で乾杯。矧寺間ではあるが,13名全

たMYCの人達,NORC関係各

かつた事である。

員デッキに上がり健闘を称え労をね

位，又船の整備チューニングに，回

ぎらい合うどの顔も感激を興奮のよ

航に，食料の持ち込みにと労を'￨帯ま

い表情である。MYCや関係の人々

ず協力してくれたレースに出なかっ

からの祝福の嵐の中上陸し，ヨット

たクルーの全員に，紙面を，お借り

後続艇は,50KTの南風を真とも

に受け，リタイヤの艇も出，大変な
様子らしい，我艇は，スキッパー飯
田さんの好判断て､､，前線をかわし差

總強の浅い私ではあるが，レースの

して心より御礼を申し上げる次第てﾞ

を拡げ仲々好調だ。18。〜17°と昼

素H冑らしさを胸一杯，体一杯て感じ

ある。120MO,優勝万歳／

夜スピンて快走する。あと300マイ

味わう事が出来た。1月6H親睦

ル本当にグアムは遠い。1400マイル

レースの後govemmenthouseで
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スタート前夜，パーティー会場で

キーレディ菊地雅人

上に総て完全な凪状態となった。

￨､してから212時間と42分,1月6

美食，美酒そしてミス・グアムの

レース展開としては，この凪は大い

日朝，フィニッシュ。
レース成績としては，平凡な結果

ファーストスマイルと楽しい時を過

に不都合ではあるのだが，風が収ま

す我々を尻目に吹き荒れた風も，一

り寒気も緩み，ここに来てようやく

て鹸はあったが，寒さ厳しい日本から

夜明けると低気圧の移動に伴い収ま

ひと心地着いたというのが正直なと

Tシャツ姿のグアムまで12人のメン

ころ。

バーで､9日間をかけて帆走った1339

り，ロングレースヘのはなむけにと
設けられたウエザーマークの廻航が

凪の後吹き出した風はなんと南か

疎ましく思われる程穏やかな海象

ら。四国沖に発生し発達しながら東

て､､のスタートから今回のグアムレー

へと進んだ低気圧の影響を受けての

この南風は一時25ノットまで勢いを

ベは始まった。
スタートしてからしばらくの間，

相漠弩を漂っていた艇も野島崎を通

マイルには，数えられない記￨意に残
る場面があった。

波が高く北西風の吹き荒れた日本
沿海，海の色が一転した黒潮の流れ。

増し，新年早々に長くつらいクロー

日一日と上昇してゆく温度計，干し

ズでの走りを強いられた。

物でデッキ上が難民船と化した凪の

このクローズの風は40時間余り続

過するあたりから北西を軸とする15

日中。イルカの群れの伴走，細則に

ノットを越える季節風をつかみ，東

き，その後風は西を経由して北へと

広がっては消える夜行虫の光。真っ

海面へと艇を出して行った。今回

除々に変わってゆき，小笠原から硫

黒なスコール雲群青色の海，ひと

我々は，日本近海で偏西風を使い，

黄島に至る海域に船てラムラインを

きは明るいカノープスの光。…そし

なるべく束への距離をかせぎ，小笠

取っていた艇が針路を保てたことに

て，アブ。ラハーバーで飲む上守−ル。

原東方に出るコースをねらった。

より我々は差を付けられる結果と

北西を軸とするこの風は翌日午後

次にグアムレースに参加する時に

は，数々の場面の中に， ガバナー

なった。

ハウスで､の祝杯 というのを加えた

には35ノット以上に吹き募り，ブ

北緯20度を通過するとパイロット

ロートリーチの風を受け，46フィー

チャート通りに風は北から北東へと

いとひそかに強く願わずにはいられ

トの艇はバウ両舷に波を立ち上l1瞬

変わって行き，風速20ノット前後で

ない。

間艇速18ノットの豪快葱サーフィン

安定した北東貿易風帯へと入った。

最後に，この素晴らしいレース開
催にあたり御尽力下さった運営本部

グを示す。この風を受けてのデイ・

トレードウインドを掴んでから今

ランはなんと210マイル。

レース2度目のデイラン200マイル

をはじめ関係者の方々に，心から感

IZLI三を出し快調な走りをしたが，先

謝致します。

北緯30度を過ぎた辺りからこの風

（次第に風速を下げ,小笠原北東海行艇に追い付くには至らず,スター
く参

I

轡鋸吻，

申
司'2

通

1
1

／

塗篭一
愛寺壗塞剋

拳≦副一一

謹懲窪

蕊議議議

一

… 蕊

グアム・アプラハーバーに姿を見せた ラッキ
ーレディ (上）と，最後のタックでフィニッシ
ュを目指す同艇（左）
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"風見鶏
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グアムレース参戦記
"風見鶏

1990年,12月27日夜，日本レース

最長の外洋レースの壮行前夜祭が盛
大に行われた。しばらく味わえない
おか

頃，ヘッドセールはカラフルなスピ

リーフと通っていた。オールハンズ

ンオ､−カーに衣替えをしていた。12

にて，とっておきのシャンパンを抜

月30Hの事である「風は落ちていく

き新年を祝う。しかし洋上では，昨

陸て､の晩餐にホロ酔い気分で，前夜
の宿に介した面々は，レーテイング
が，ああだこうだ。大波小波の体験

傾向にあります｣。ワッチ交代時の

日と今日，さっきと今，変わる事は

報告である。そして大晦日，陸では

何もない。只,100%に近い効率てﾞ

まだ師走のあわただしさの残る頃，

船を走らせるだけである。太陽が1

話等で夜半近くまで盛り上ってい

風が止まって早くも12時間がたとう

年で1番，注目をあびる初日の出

た。…明けて28H午前，ハーバーに

としていた。午後になり，ようやく

に，ついつい拍手を打ってしまうの

て一興有り。我等がオーナー，榊正
寛氏が，おめでたくも./人生60年を

東よりの風が入り始め，ヘッドセー

は日本人のサガであろうか。そして

ルをリーチャーに変えて，かすかな

たたえる還暦を迎えるというので船

この後,地球より大きなお年玉をｰ

トレードウインドの始まりかと期待

らう事になる。南風が吹き荒れ力，

上車座の中，クルーより船名と氏名
入りの赤いアポロキャッフ。。そして
赤いチャンチャンコならぬ，だがと
ても暖かそうな，やはり赤色の
ウォームウエアが，拍手と共に手渡
され，まんざらて＄もない御様子て､､，
安航を祈るシャンパンの栓を抜いた。
そして船，身体共を清めながらス
タートラインへ向う事となった。か
すかに流れるブローをつかみながら
微風下でのカウントダウン。そして
正午。北風をスピンいっぱいにはら
み一路南下するスタートシーンを演
出する事は出来なかったが，「先は

しつつ船を走らせていた時，「何だ
あれは／」船内にまで響く大声がと

め，セールチェンジは10分間の間隔

長いぞ｣。と全員で気合を入れ，ひ
たすら風を待ちながら，とりあえず
スタートラインを切ったのである。

約8時間後メイン,1Pリーフにす
るまて､､吹いて来た風にようやく風兇

鶏はすべり出したのて､ある。風速は
セールはNo.2リーチヤー，メイン
は2Pリーフとし，ワッチメ航で最

高速度の競い合いをしながら南への
距離をかせぐ事となる。スタート3

日目ともなると，船酔いに悩む者も
窓〈なり気温も少しずつで､はあるが
上昇し始め，空にはポツポツと見な
れない雲が姿を見せ始める。ちょう
どこの頃，クルーアウトホールのワ
イヤーが切断したが，なんなく復ⅡI
可能。そして小笠原まで80マイルの

リーフ。真夜中の群岻〈おれの前線

突入に，風見鶏はその船体を，くじ
らがもがき苦しむ様にひどいパンチ

ンク守を〈￨)返していた。最大風速60

ノットて､､あった。そして気象，通
ｲ冑，ナビゲーションと一手にひきう

ないか。「アメリカの原潜だ−」「い

ける，榊オーナーより「雨が降り始

やっあれはこのあたりの海域にすむ

めた，もう少しの辛抱だ，がんばっ

珍獣イッカクがたてになって泳いで、

てくれ｣。との叱I宅激励を，海から

いるんだ｣，…とかなりいい加減な
事を言う者も川て来た。大騒ぎの

の強烈なシャワーと共に，全身に浴

末，近づいて来たその物の正体は，

ぬく＄い，クルー達は風上で石の様に

ただの塩ビのパイプ･が，たてにバラ
ンスをとりながら漂っているだけて、

なりながら，耐える事一昼夜半。よ

あった。いずれにせよ微風下の退屈
な我々にとっては大事件で､あった。
風はどんどん振れ始め新年を迎え
る頃には上りいっぱいNo.3.2P

1月2日夜明け前の事であった。

びながら，スキッパーは何度も顔を

うやく風と波は共におさまり始めﾒヘ
この海域には珍しく，西の風が吹
き始めた。風速17ノット。朝から

「いや−昨I 1はエライ目にあった｣。

I

豪快につっ走るが︑まだヘビーウエアは欠かせない日
本近海でのセーリング

順調に上り始め約30ノット。ヘッド

んだ。ワッチオフのクルー達も，全
員ドタバタとデッキ上に集まった
「何だ何だ」「どうしたんだ｣。ク
ルーの指差す方向には海面より約1.
5mもあろう，直径20cm位の潜望鏡
の様なものが，つきで､ているのでは

て､､小さくされていく。メインは3P
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"風見鶏 クルーの面々(左),紅一点の石渡クル
ー(下）
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様な青い頭をう。ラフ。ラさせているで

等と話がはずみ，ようやく姿を見せ

象は気まく蕊れであった。残り450マ

はないか。人差指と謝旨で，つまん

た熱帯の空模様に皆の顔もゆるみ始

イル。北東寄りのブローは期待を裏

ではすて，つまんではすて……チク

或る｡1月3日20｡N｡時が止まつ

切らず風速を増していく。ライトス

チクとする腕や顔の痛みはしばらく

ピンをHVYに変えて風見鶏はつい

続いた。

ごいる様だ，高気圧に覆われた海域

は南北300マイルにも及ぶらしい。

に，ときはなたれ矢の様にすべり始

グアムの南に発達した低気圧が出

ヘルムスマンのけんめいなトリムに

来，その影響で風速30ノットの強風

もかかわらずライトスピンは幾度と

めた。だが，風のシフトも激しく，
何度かセールチェンジをくり返し太

えなくなった。アブ･ラハーバー入港

となりNo.4と2Pリーフにせざるを

なく，その美しいフォルムをくずし

陽も真上を通る頃，前出の榊オー

てしまう。ワッチオフの人間が，

ナーが，がっくりと肩をたれて，

まで約6時間，そして2時間のn梢充

ハッチから顔を111,し，ねむそうな目

ハッチより顔を出し開口一番，「ビ

の末，太陽とトレードウインドが

をこすりながら，あたりを見、し

ザを忘れた／｣。エライ事である。

戻って来た。残す所あと20マイル。

「あいかわらずだね」といってまた

出国前レース準備の際，あれ程，念

グアム島北端が11時方向に見え始め

入ってしまう。両手ぱなしでは喜べ

を押しておいたのに。フィニッシユ

た。Hがくれた7時。闇の中に入港

ないこの好天を利用して，むしか

は目前，今さらどうにもならない。

ブイが見えかくれする。時すて．に

えっている船内のセール，オイルス

皆に「上陸出来ませんね｣。「不法入

オールハンズの状態である。「ブイ

キン等の天日干しを行った。予定を

l卦だ｣。などと，さんざん驚かされ，

まで0.5マイル｣。船内よりの報告を

遅れているフィニッシュの予測時刻

かく上は，海外事情通No.1の古田

と共に，街の香りが，鼻をかすめる。

を競い合うトトカルチョも，フィ

ポースンに全てをゆだね，そして，

ブイをかわした途端MYC本部より

ニッシュムードを一気に盛り上げた。

グアム政府の寛大な処置を希望しな
がら夕暮れとなる。

及びダッキングの誘導が，緊張感

一<陽が沈んで闇夜を走る事1時間。
！〔の水平線より，満丸より少しかけ

VHFの鮮明な音声を通し，コース
いっぱいの船上に響きわたる。湖面

た月が，皆の日焼け始めた顔を照ら

1月5日午前，どこからか出て来
たシャンパンを，残り200マイルを

の様に静かなアブ。ラハーバー内,No.

し出す。まぶしいくらいの月明かI）

切ったお祝いﾉ?にあけた。久々のア

2ジェノアとフルメインとした艇を

である。DECK上には夕飯の為，

ルコールが身体中をかけめぐる。明

フィニッシュラインめざし限I)なく

全員力瀕をそろえている。「今夜の

け方から低気圧であろうか。船のす
ぐそばで，雲が発生し突風とスコー
ルを巻きおこしては消えていく。そ
の度にセールチェンジをくり返す何
度めかの時,Tシャツ姿でスフ・レー
を浴びながらパウワークをしていた

風上に近く走らせる。そして数回の

メニューは何だろう｣。「貿易風帯に
入ると楽しみは食事に集中する。大
食漠な乗組全員の腹を満たすべく，
手￨際よく食当の仕事をこなしてくれ

る，この航海中の紅一点,M石森
女史はロングディスタンスレースに
はかかせない存在となった。占

1月4H，風ごいて議もしようかと
船上の皆。暮れていく水平線にうわ

2人のバウマンが，強い刺激痛を訴
えた。気にする余裕もなくコック

ダッキングのあとう｡レスの光を背中

に浴びながら，ようやく長い様で短

く，短い様て鹸長かつた闘いの終末を
告げる，あのかん高く聞きなれた
フォグフォーンの音力響きわたった。

次の￨瞬間，船上は健闘をたたえ合う
歓喜と握手が交錯しあった。日に焼

ピットからは，指示がとぶ，一段落

けた顔に伸びたピケ，笑顔の白い歯

後，風上のライフラインを見ると，

だけがよく目立つ全員の瞳は語る。

さのク骨リーンフラッシュを期待し

なんとあのカツオノエポシが，あの

て，かたずをのんだ…。が，自然現

長い触手をたれ下げて、ぎょうざの

「勝ち負けではない。我々はこの瞬
間の為にここへ来たのだ｣。と…
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83年の末にスタートした最初のグ

て、参加の予定て、したが，マストトラ

レースのナビゲーターを装い，オー

アムレースは，初代のく魔利支天＞

ブルの修復が遅れスタートに間に合

ナーとスキッパーを弱し続け，ほと

に乗せて頂き，このとき，八丈島付

いそうもなく，さてどうしようと考

んどワッチのローテェーションか毎

近て､前線に遭遇，大粒の雨や大音響

えてたときに，＜光＞からお誘いを

外れていました。もちろんデッキ｣

の肉体労働も忌避してきました。そ

とともに艇上の金属類がいっせいに

頂戴しました。お話を伺うと，長い

輝く落雷を受けて，それはそれは怖

航海だから，気心の知れた小人数の

れがクルー6人ではワッチは3人。

い思いをしました。でも丸一日のロ

クルーて､艇にふさわしい大人のク

否応なしに応分の労働力を提供しな

グで季節は間違いなく一)I進み,3

ルージンク等をしたいとのこと，その

ければなりません。ついにここに至

｢I目は花の香りが届いてもおかしく

一員にノミオ､−卜されたのは光栄の

り正体力暴かれるかという心配がに

ない春，5日目はさわやかな初夏，

至りに尽きるのですが，小人数イ

わかに沸いたのて､､す。で､すからi徹暖

そしてフィニッシュはもう完壁な真
夏となる，この航海の魅力にとりつ

コール6人というところにいささか

空調完備のオーナーズルーム，等身

の不安を覚えました。一昨年ナホト

大の鏡が収まる文字通り偽りのない

かれ，以後，年末年始の諸先輩上司

カ室蘭レースで参加させて頂いたく

ｲ眺庄室，本革のソファがゆったり配

係累などへの挨拶を必然的に欠く，

光＞は，スワンの39フィート。それ

置されるサロン，灯はグラスを{頃け

良識力凝われる行動パターンが定着

で､クルーは8人。今度は二回りも大

るにふさわしい間接照明，独立した

したのです。

きいスワン53フィートにク、レード

二部屋のケストルーム，製氷庫冷

今回は，海外遠征が続くく魔利支

アッフ。されているのにもかかわら

蔵庫冷凍庫，電子レンジなど完

天＞のオーナーの，国内お遊び専用
でもあるデヘラー36＜クリフ。トン＞

ず，クルーの総数はかえって減って

備，各所への給湯も完備いうまで

います。当方ここ十数年，ロンクﾞ

もなくインテリアの材質は柾目板目

0F応"鮪［

13

１１

⁝⁝６番毎毎一一一二画萢垂雪薯宮匡口唇︒

§
ビ
Ⅱ
：
､韓

IT

1

I

号

画︒■咽１

騨 誹 ¥ 毎

・ ・ ． ＞ ： ず

1
M

つかの間のオフに食事を取るねじりタオルの筆
者（写真左)。快調に走る 光 の舵を握る砂田
オーナー（写真上）

を巧みに使い分けたウツデイそのも

へ振れる風の中でタックポイントを

も航海を通して，一番食べて一番飲

のという，豪華絢燗たる艇内を受で

失い，硫黄島のはるか西方に運ばれ

んだのはどうやら当方のようで，宴

る余裕もなく，聟え立つぶつといマ

るという，もしWが吹き返さなかっ

会用のバレンタイン30年や秘酒久保

ストと，チークデッキに鎮座する

たらどうなっていたか判らない苦労

田酒造の万寿はともかく，ワッチ交

でっかいウインチに脅えながら，せ

を続けました。

めてハリヤードとシートを間違えな

スワン53フィート，クルー6人，

替時に，しっかり寝てしっかり働こ
うという言い訳を用意し，喉を通し

いようにと，マスト回りとコック

平均年齢46歳，ラムライン航程1334

た一口二口のトータルが，フィニッ

ピットl呵りのレイアウトだけに気を

浬という数字は，なかなかに穿って

シュまでにバレンタイン17年一本と

奪われました。人の悩みなどには

います。訳知りの人は，お主なかな

ワイン数本を空けていたようで，思

関係がなく物理的な時間は正確に経

かにやるなといってくれると思いま

い詰めたシリアスな気持ちとは割夏

す。ただしこれは，パワーとセンス

の実態この間の司謂雌，天国と地獄

過して，あっという間にスタート。

前日まで吹き募った大西風は嘘のよ

に衰えを見せない,50代60代のシニ

の区別が判らなくなったところが，

うに止み，べた模様。総重量20噸を

アクルーがごろごろしている諸外国

唯今現在のあらたな悩みともなって

べ虫えるく光>は根が生えたようにび

の話であって，身近な状況ではあり

います。

くともせず，スタート信号後ライン

ません。現実の名ばかりのシニアク

ともあれ一時は存続も危ぶまれた

に到着するまでに24分を要する，決

ルーは，アウトホールやメーンシー

グアムレースを見事に蘇らせた関係

して急がないスワンならではの貫禄

トのウインチもろくに回せずにハア

各位と，有無をいわせずに誘い黙っ

の歩みを披露。前途の悠久な時間を

ハアゼイゼイ。30分交替の舵引き

て仕事のチャンスを与えてくれた，

予感させました。

も，終わったときは喉はからから，

オーナー以下クルー全員のフォロー

レースの経過は，ご承知のように

手の平真っ赤，両肩と股関節，それ

がなければ，当方の十数年振りの現

く魔利支天＞と<120MO>の2隻

に腰にも痛みが走るていたら〈でし

役復帰は実現せず，万感胸に迫る過

がかつとんで抜け出し，残りの集団

た
。

程は得られなかったのはいうまでも

自分で自分の限界を決めてしまえ

ありません。関係各位および，〈光＞

ペースを著しく落としました。＜光

ば楽なものですが，これは空しい限

の砂田信一オーナー，高橋良寿，市

＞も後続集団の先頭に位置してたと

り。といって無理をした結果がすべ

川徹，松本正美，磯部應二，各ク

はいえ，最初の50Ktを越えるブロー

て自分で始末できれば自業自得で済

ルーに深く感謝する次第です。

のとき，ワンポンのメーンをともか

みますが，はるかな洋上では誰かの

は二度に渡る前線に痛め付けられ，

く降ろすのが精一杯で，この間に

負担が増えることは必至。今回の航

No.3ジブをずたずたに破き，二度

海は，内心の思いがこの間を振子の

目のときは前線に吹き込む東から南

ように揺れ動きました。とはいって

またお誘い頂いたら，蘇るのはバ
レンタイン30年と風速50kt……。
ウウ.．…．、ムム……。
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学科単位制四級免許講座開設
まる一日つぶさないと受講でき
葱ぃのが四級免許講座。「忙しい

悪夢

し，免許はオーナー（スキッ
パー）が持っているから」とノー

ライセンスでいるクルーの方も多
いだろう。そこでお勧めしたいの

が，ヤマハ東京力新橋にオープン
させた『ボート免許センター』。
業界初のフリーコース（学科単位

FRO
人材募集欄を設けました。クルー

一募集，マネージャー募集料理長募

制）を導入，こま切れ受講で講習
が終了する仕組みをとり入れ，忙
1‑1326

■ ■ ■

しいアナタを待っている。

●■■■●●eeG｡｡●■■｡■●●G●④｡●早口申寺。■●■■■●●●■や■■■■●●■｡■■

集等なんでもけつこうです。下記の

ﾉ､一フタイム3001シーポニア

要領で必要事項を明記し,NORC

女子マオ､一ジャー募集朝河1割3‑3

本部『オフショア』募集係まて郵送

580‑7749

またはFAXで原稿をお寄せ下さい。

なお，アマチュアイズムの範囲を守

プロパガンダ4272熱海クルー

るようお願いいたします。また，掲

募集『'92ケンウツドカツフ｡』参加

載後の交渉は当事者間で行うものと

予定石渡一夫0468‑73‑2315

し，いかなるトラブルに関しても編

コルバッチ'

いません。

バッチlll4111佐島共にクルー

艇名セールナンバー泊地募集

募集日・祭日乗艇可能な20代の男
女。明朗快活でダフて標あること。湘
南ボーイなお可。合宿所有。国内外

669油壺／コル

遠征予定有。IIはCR,IIIはIMS
一乗1155小網代へルムスマン

募集学生時代470経験者歓迎月

行っている。

①
領
̲
ﾄ
ﾗ
ｨ
ｾ
ﾝ
ズ
ｽ
ｸ
ｰ
ﾙ
受
付
｜
②ﾗｲｾﾝｽ取得までの相談およ
びプランニング

③ﾏﾘﾝﾌﾟﾚｲ,ｸﾙｰジﾝｸ計
画等の相談窓口

①■●①●｡●■心①●●｡■■■■■■■■①｡■●●①e■■■■■■●｡●。■巴■■●●①｡■●

集部およびNORCは一切責任を負

する人材条件練習日連絡先

なお『ヤマハ菊礪ポート免許セ

ンター』では以下のサーヒ守スを

仕様でORCC‑1のフル装備挺。
川島健知3‑3404‑6172(昼間）

④VTRによるヤマハマリンス
クール，マリンイベントのイン
フォメーション

住所：東京者略区東新橋1‑1‑2新
橋秀和ビル3F
電話：03(3572)2020
FAX：03(3573)8244

営對寺間：9:00〜17:30日・月
体

2m1練習とレース青山恒昌03‑354
I

NORC本部事務局移転のお知らせ
平成3年3月26日

関東支部長並木茂士

移転中の，3月25日侭)〜同27日

このたび，本部及び関東支部事
務局が次の予定により移転するこ

㈱の間，電話,FAX等ご迷惑を

とになりましたので､，お知らせい

が，ご了解ご協力をお願いいたし

たします。年末から準備にかかっ

ます。

おかけすることになると思います

ています。会員の皆様には種々ご

第2舟舗振興ビルは，新築で事

迷惑をおかけすることと思います

務室も若干広くなりますので,現

が，ご了解をお願いいたします。

在手狭の為，なにかとご迷惑をお

移転先

かけしていましたが，会議室設置

東京都港区虎ノ門1‑11‑2

を予定しており，サービスも向上

第2船舶振興ピル（仮称）5階

できるとおもいます。是非，ご来

移転月日

訪をお待ちしています。

｜ 雷 ? 郷 ｜ ｜

ノ

｜

｜

／ 4 1 1 彗 墜 里
地下狼設｢1:岬『虎ノ門』咄新橘幻
赤坂亡コ4出入口仁．l出入口
三 受 蕊 一

三和iR行岡三証券

銀 行 叩 R

F雨司
宮士銀

門□

専務理事清水栄太郎

第 2 船 舶 術 輿ビル(新事務局）

闇日
太陽神戸
三井銀行
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RACEINFORMATION
第16回舵杯ヨットレース
主催／㈱日本外洋帆走協会内海支部(NORC内海),
（繩を社

主管/NORC内海支部（播磨灘フリート),姫路
ヨット協会

後援／側姫路海洋体育事業協会（木場ヨットハー
バー）

協力／関連団体，業界各社多数

協賛／関連団体,業界各社多数
開催期日／平成2年4月6日(土)〜7日(II)
レース会場及び海域／

（会場）姫路市木場1390番地の3木場ヨットハーバー
（海域）播磨灘北東部

クラスB−レース委員会が決定した数値のハン
ディキャップ：

(2)レース方法

各クラスのハンディキャップ｡レースとし，1レース
の成績をもって各クラスの順位を決定する。表彰は
各クラスごとに行う。
（3償及び商品

各クラス優勝司も杯，上位入賞（各クラス）−
トロフィー等，副賞一一賞品等，その他ファースト
ホーム賞，遠来賞，レディス賞，参加賞等多数（女

性,12歳未満の子供,65歳以上の方の乗艇についｰ
はボーナス制度を考慮する）

￨￨￨，レーススケジュール

4月6日(土）

コース／播磨灘北東部に設置したマーク回航レース

14:00う。レイベント（詳細は本部に告示）

参加資格及び参加艇数／

16:00出艇申込受付（木場YHコンテナハウス）
16:30艇長会議（木場YHクラブハウス）
17:00前夜祭（パーテイ，木場YH)

19ft以上のキャビン付きクルーザー型ヨット

（全クラス，但し法定検査済の艇でレース委
員会の認めた艇）
参加艇数は先着100艇

適用規則/IYRR1989〜1992,及び本レース委員会が
規定する規Hﾘ及び帆走指示書
乗員規定／最低乗員一一成人(20歳以上)2名
参加申込み／

平成3年4月1日まで､に申込書に出艇料を添
えて申し込むこと

申込み先／〒653神戸市長田区大橋街7‑4‑7藤原方㈱日
本外洋帆走協会内海支部舵杯係Tbm78‑
611‑5941

問合せ先／上記申込み先並びに，〒105束京者賭区浜松
町1‑2‑17ストークベル浜松町＃糊も社編集部
（担当・ﾎ酎寸浩志)Tbn3‑3434‑5181
係留地に関する問合せ先

似拡臣路海洋体育事業協会Tbm792‑46‑3928

参加料／出艇料¥5,000/1艇

4月7日（日）

08:00出艇申告（木場YH)
10:00レーススタート（木場沖）
14:00タイムリミット

16:00表彰式（木場YH)
IV.停泊地

木場YHを主な泊地とするが満杯の場合は木場YHに
より泊地の世話を行う（※泊地の必要な艇はできるだ
け早く御連絡下さい）

初島卯月レースへ
コース：小綱t→初島伺→小網代48浬
スタート：4月6日出10:00スタート時間変更
申込締切：3月22日（金）

参加資格:IOR/JORI〜VII,IMS,CR
ORC‑4,NORC‑C

出艇申告および艇長会議：4月5日(金)18:30NORC

｜、レース区分

（1）クラスA−本レース委員会が「高帆走性能を有す

る艇」として判断した艇（レーサークラス）
クラスB−主葱活動がクルージングであり当レー
ス委員会がレーサークラスに入らないと判断した艇
（クルーザークラス）
￨￨・適用ハンディキャップ及びレース方法

（1）クラスA−レース委員会が決定した数値のハン
ディキャップ。。

本部

小笠原レーース
コース：小笠原諸島・父島〜小網代510浬
スタート：4月29日（月)12:00

申込締切：4月12日（金）

参加資格:IOR/JOR/IMS,ORC‑1
小笠原レース特別規定
連絡会議：4月12日18:30

1

＃』

'91WHTRMEGmDENWEEKSERIES

takaa‑QCup
…

…

日本ミドルボート選手権
関東ミドルポートオーナーズクラブは，今年もゴールデンウイークに三浦市相涜
模弩
湾で
楽しいレースとパーテイを，「株式会社タカキュー』の御
街協賛を得て開催いたします。
昨年はIORクラスに31艇，CRクラスで24艇を数えましたが，今年は日本選手
権として，全国からの参加をクラブ員一同，相樹
模弩
湾でお待ちしています。

実施要項

■

1．レース名称タカキューカッフ｡，91ヨットレースゴールデンウイークシリーズ
日本ミドルポート選手権
2．主催関東ミドルポー ト オ ー ナ ー ズ ク
クラ
ラブ
ブ
3．後援社団法人日本外洋帆走協会関東支部三浦市
3．後援社団法人日本外洋帆走協会関東支部，三浦市
4．協賛株式会社タカキュー
5．海域三浦市沖
6．日程 914月28日10：00第1レース16：00〜ウエルカム
パー
ィ
4月29日10：00第2レース
4月29日10：00第2レースパー
テティ

13：00第3レース
5月3日10：00第4レース

13：00予備レース16：00〜中日パーティ
5月4日10：00第5レース15：00〜表彰式
7．参加資格レーテイングリミットIOR・JOR18.50〜25.99ft
7．参加資格レーテイングリミットIOR・JOR18.50〜25.99ft・
CR6.50〜9．00m

NORC艇登録（会員・会友艇）が有効期間内である艇
〈IOR＞IORMKIIIもしくはJORの有効なレーテイング証

書とORCカテゴリー1V以上の，NORCカテゴリーB以上の有
→

L
リ

効な安全検査証を所有している艇
<CR＞NORCクルーザーレーテイング'89VER4.02が記載

されているレーテインク証書と小型船舟蛎査合格害を所有し，過
去3年間IOR・JORに登録されていない艇
8．競技内容（1）オリンピックトライアングルコース（2）ソーセージコース
（1），（2）のコースを使用し全日程で5レースを行うがレース成
立は3レースをもって成立とする。スタートはクラス別とする。

9．賞総合倒勝，2〜6位（両クラス）・アマチュア賞l〜6位，（両ク
ラス)，シニアポート賞（IOR・ハルデート6年経過艇)，タカ

闇

キユーナイスガイクラブ賞，その他協力各社賞
キューナイスガイクラブ賞，その他協力各社賞
10．出艇料3万円

11．申込先事務局東京都中央区銀座3−12−5フオトハウス内青山恒昌
TELO3−3541−l326・FAXO3−3580−5828
■
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西洋カップ

｢第S回相模湾JBCオープンヨットレース」
大会実施要項

主催／㈱朝日海洋
主管／61旧本外洋帆走協会関東支部
STC(セイルポート・'､レーニング･クラフツ

コンピューター処理を行う為，締切り日を過ぎてのお
申し込みは，各参加費用の50%の追加手数料をいただ
きますので，ご注意下さい。
12．参加資格

後援／神奈川県，三浦市

船舶安全法に基づく，日本小型船舶検査機構の安全検

協力／シーボニア，葉山マリーナ，逗子マリーナ

査を受験合格した艇て線本レース委員会が決定するレー

特別協賛／㈱西洋環境開発

ティングに従ってエントリーを認めた艇
13．日程

1．期日

1991年6月2日(II)

6月2日(日）

10:00海上集合（佐島沖）

2．レース海面

相模湾・佐島沖

11:00ClassA．B･Xスタート予定時刻

へ

11:10ClassC･J･Yスタート予定時刻

3．種目

15:00ClassA．B･Xタイムリミット

クルーザー

①ClassAレーテイング27.0以上

②ClassBレーテイング22.5以上27.0未満
③ClassCレーテイング22.5未満
④ClassJJ24クラス
⑤ClassX計股オープンクラス30Feet以上の艇

15:10ClassC･』｡Yタイムリミット

17:00表彰式・パーティ（シーポニア）
14．コース

回航すべきマークの順序及び回航方法は下図の通り
とする。

⑥ClassY弓股オープンクラス30Feet未満の艇
（クルーザーレーティングを採用）

ビンクマー

ｸ
.
↑ *1'j旗掲揚
の迦剛廷

4．適用規則

国際ヨット競技jWR111989〜92年と大会実施要項及び帆

1

走指示書を適用する。
5．得点方法及び成績の出し方

F1

ClassA･B･CはレーテイングをTCFに直し所要時間

に掛けて修正時間を出して行う。
ClassJは着順がそのまま成績となる。

ClassX．Yはクルーザーレーティンク1m)をレーティン

ヒーン

クマーク●

グ(ft)に直し独自の計算方法て成績を出す。
6．帆走指示書交付

帆走指示書は申込書と同時に交付する。
7．帆走指示書の変更

帆走指示書の変更はシーポニア・ベイショアコート・
ミーティングルームの公式掲示板に掲示する。
8．参加対象

アマチュアヨッ￨､マン全てを対象とする。

9．参加艇数（予定）
200艇(ClassA,B,C,J,X,Yの合計）

＊

（スタートー①−②−③−①−②−③−フィニッ
スタート後③マークのどちら側を通ってもよい
フィニッシュ時も①マークのどちら側を通ってもよい
15．賞
参加者全員に参加賞を用意

・各クラスファーストホーム賞三浦市長杯，オリ
ジナルトロフィー及び副賞
・各クラス1位オリジナルトロフィー及びチャン
ピオンブレザーと副賞
・各クラス2位〜3位オリジナルトロフィー及び

ごとに1,000円いただきます。

（参加賞，パーティ，保険料を含む)。
11．お申し込み締切り日

1991年5月24日佳泌､着

へ

シユ）

10．参加費用

1W,000円(8人まで),9人以上の場合は1人追加

ヅ

イ

スター￨、

副賞

・各クラス4位〜6位オリジナルﾌﾟレート
．他に特別賞を用意
16．責任の所在

OFFWMf
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ヨットレースの慣例に基づき，レース艇がスタートす
るか否か，またレースを続行するか否か等の決定は，
参加各艇の責任で行い，レース主催者及び運営者は，
艇体の損傷，損害に対しては，一切の責任は負わない
ものとする。

TblO3‑3286‑5412,3571‑9747

担当亀山・北澤
★その他の艇

①持参の場合は，規定の申込用紙に必要事項を記入
の上，現金を添えて下記にお持ち下さい。
〔五反田〕朝日海洋内相模湾JBC

17．保険

オープンヨットレース事務局

参加者全員の安全を第一として運営しますが，万一に
備え傷害保険に加入します。
18．表彰式・パーティ

シーポニアのプールサイドにて6月2H17:00より行

〔葉山〕葉山マリーナハーバー事務所
〔逗子〕逗子マリーナハーバー事務所
＠郵送の場合は，申込言添付の郵便振替でエント

います。

19．受付及びスキッパーズミーティング

期H:1991年5月30日附
18:30〜19:30受付
一

〔三浦〕シーポニアマリーナ事務所

19:30〜スキッパーズミーティンクﾞ
場所：有楽町マリオン朝日スクェア
TblO3‑3284‑0131

＊郵送でお申し込みをされた艇は郵便振替払込金受領
書を持参して下さい。

＊当日はレース出場に必要な物をお渡しします。ス
キッパーズミーティングに出席できない艇はレース
に出場できませんので､ご注意下さい。
尚，レース当日の受付及びスキッパーズミーティン
ク、は行いません。

20．お申し込み・お問い合わせ
★STC登録艇

〒100千代田区有楽町2‑5‑1
有楽町西武3Fマリンデスク

リー費を送金し，申込用紙は下記宛に郵送して下
さい。

〒141束京都品川区西五反田7‑13‑6
SDI五反田ビル7F

（枡悼月日海洋内

相漠弩JBCオープンヨットレース事務局
TblO3‑5487‑8920

担当：池田
＊遠方より参加される方へ

〔三浦半島の樹兵から大磯にかけて，ホームポート
の方は除く〕

第6回相樹弩JBCオープンヨットレースに遠方か
ら参加される艇には，シーポニアにおいて6／1〜
3の間に限り20隻,1日30ftまで4,500円,31ft以上

6,000円にて係留ができますのでご案内致します。
ご希望の方は，担当へ直接ご連絡下さい。
TblO468‑82‑1214担当：仁藤

NORC近畿北陸支部ボイントレース
前期シリーズ（1月13日）スタート10時30分

へ風向180。（スタート時）5〜6m/secレース委員長三井祥功

ｸﾗｽSAIL艇名艇種T.C.F着順所要時間修正秒順ﾗを

得点

I4261CAPTAINSANTATAK‑3010.7796102:23:056692.92
I4080NOAHEXPRESSYAM‑R30I0.7427202:24:326440.71
I4259SERVEYAM‑R30IO.7427302:34:306884.84
137921BIZAJEN‑36.50.7748402:37:597344.37
I32710ASTSTAK‑26SO.7015502:40:026735.83

10.500

I3678安清丸YAM‑R300.7343602:44:007225.56

4．500
6.000
1.500

I4078ALFAYAM‑30SI0.7183702:44:037070.25

11195FRONTRUNNERX‑3/40.7553802:44:087438.28
W3950POTSSONROUGETAK‑l/80.6674902:48:206740.71
W3652FUZZYKAN‑230.66601002:53:026914.42

W4155DOOBIETAK‑l/80.66741102:57:377112.53
m4415A.MHcartYAM‑23H0．68781202:57:387330.65
V3956MARIEYAM‑21CO.66061302:59:567131.84

Ⅲ313来夢来人YAM‑23I0.68781403:20:298273.56
V529MUAMUAYAM‑21CO､66061503:32:108409.47

12.375

7．500
3．000
9.000

15．375
13.500
12.000
9.000
10．500
7.500

V3925LadyCatYAM‑21SO.6612DNF**:**:********8

6.000
1.500
1.500

V6734FUSIONYAM‑21CO.6606DNF**:**:********8

1.500

W3752CREEKVTAK‑1/80.6668RET**:**:********8

0FFWmf
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91年度本部レースについて；

8
8
本 部 帆 走 委 員 長 宮＃
坂敬三
8
8

膝

鰐雫雫雫雫雫雫雫雫雫や雫や雫雫雫雫雫雫雫雫雫雫雫雫雫雫雫雫雫や雫雫雫雫雫零雫や雫雫や雫雫雫雫雫や零雫巽
90年11月14日の本部帆走委員会において'91年度の本

'90年11月20日に昨年の反省会を行い,12月18日に今

部主催のレース日程を検討し，原案を作成しました。そ

年度の第1回,'91年1月18日に第2回の実行委員会を

れ以後，関係する支部，委員会に提示，説明を行い調整

開催し，準備を開始しております。

を行っております。影冬的には2月の総会，理事会で承
認をいただくことになりますが，現状でのレース日程他

泊地は油壺湾，レース日程は第1レースを10月10日と
し,20日迄の予定に調整されました。

をお知らせします。

締切の訂正

又，各レースにおいて必要な調整は各々の実行委員
△レース委員会において行っていただくことになるも
冒虞

，月号て､締切が10月11Hとなっていますが,仮エント
リーの締切は8月末1̲1です。

のと考えています。

又、インスペクションは10月5,6,9F1となりました｡へ

第7回小笠原レース

第21回八丈島レース

小笠原返還侍別レース（第5回）及び第6同は東京・

ここ数年来参加希望がなくレースが成立しておりませ

三崎スタートで行いましたが，本年度より通例にもど

ん。本部としては重要レースとして位置づけられており

し，父島二見港内スタートとしました。現在，小笠原

ますので，今年は成立に向け十分な努力をしたいと考え

ヨットクラブ，東京都，小笠原支庁，小笠原村，漁業組

ています。

合，観光協会等関係諸団体に協力をお願いしながら準備

グァムレース

を進めております。
第32回鳥羽パールレース

通年通り，7月の影冬金曜日をスタート日と予定して

グアムレースも回を重ねで91では第7回(二なります。
昨年はIOR/IMS含めて12艇て,したが,今年は20艇
の参加を期待しています。

います。Aコース,Bコースも定着してきたと考えてい

ます。毎年参加艇が増えており，今年はさらに増加する
と予想されますので，運営面での再検討も要するものと
思われます。
第18回清水レース

ここ数年来，ロングディスタンスのレースに参加する

艇が減少する傾向が続いています。昨年の『沖縄レー
ス』が最終的には ナチ 1艇になり，レースが成立し
なかったことに象徴される通り，長距離で過酷なレース

鳥羽レースの終了後にスタートするようにしてから数

が敬遠されています。『ジャパンカップ』のロングが長

年経過し，安定してきたと思いますが，毎年，台風接近

すぎるのでもう少し短くして欲しいという電話力掛かっ

に災いされ運営を担当される方々には苦労をかけていま

てきたことがあるくらいです。問題は色々あると恩わｵ崔

弐二

9o

'91日本海国際レース

ます。世の中計股的には遊びが多様化し，安易な方向(‐
進んでいるのが事実との調査も出ています。その大きな

通例のレースは4年ごとと考えていますが，今年はウ

傾向の中でヨットレースを考えると無理もないと思いま

ラジオストックの開放が予定されていることと，′j樽市

すが，72年，第1回目の『沖縄レース』に参加した当時

にマリーナがオープンしたことを記念して，特別レース

のことを外洋帆走協会のレースを担当する立場で考える
時，残念な気持ちで一杯です。

として企画され， 90年7月より準備を開始しました。
前回までのナホトカよりもはるかに受け入れ体制も良

色々な方面からの多角的な見直しの時期に来ているよ

く，ペレストロイカによる交流を望む声も大きくなって

うに思われます。我々帆走委員会としては，外洋レース

おります。但し，中東戦争，バルト海三国問題もあり，
今現在ではウラジオストックの開放は確認されておりま

を通し，技術の向上，海事思想の普及，シーマンシップ。
の向上を計ることを任務と,L得て努力しているつもりてﾞ

せん。準備は着々と進めてはおりますが，ソ園則の内部

はありますが，各専門委員会をはじめ会員の方々の尚一

事情もいまいち不透明な点も多く気がかりです。

層の御協力をお願いします。

ジャパンカップオフショアシリーズ1991

通算で9回目になります。年々エキサイティングな
レースに発展し，国際性も強くなって来ました。三浦市
に移って今年は3回目になります。

of応HORf
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(任期平成3年1月1日〜同4年12月31日）

代議員名簿

社団法人日本外洋帆走協会

関東支部（73名）

岩澤文雄太田祥一

横浜（5名）

柏崎（1名）

赤井徳夫柿島亮一津野守邦橋本博山本高靖

高橋哲郎

諸磯（5名）

熱海・伊東(1名）

石井竹彦小黒公一倉持和夫前田泰明三宅智久

稲葉文則

油壺（17名）

騒可湾支部（8名）

市村俊明井上武尾島祐太郎加藤忠男加藤正敏

浅井一省岩崎正幸柴田邦敏白井義博杉本光昭

清田博高田尚之高村宏中谷林平斜森保雄

西田兼義林政幸松永一生

並木茂士初鹿野幸生平田克己藤田弘治古川保夫

東海支部(19名）

別部尚司枡田政治

伊藤宏之岡山滋小川伸也加藤正樹河内道夫

シーボニア(11名）

鬼頭洋二坂谷定生鈴木弘鈴木幹夫竹内聡一
寺田順長坂収ナ羽牙千蔵花井修治早川俊克

一朝河清大儀見薫蒲谷和行菅野道北村勝彦
周東英卿高木信幸仁藤勝朗平野喜美夫藤山臓斉

二梛召治邨瀬愛彦山田邦彦渡辺行彦

村本信男

近畿北陸支部（6名）

小網代（6名）

伊藤良入江学上羽正男中川行一深田俊雄

飯島征四郎中馬勇野村清林正明森輝夫

森井幸治

山本憲生

内海支部（17名）

佐島（3名）

荒井敬一郎岡u1真一小田良司神村正弘木村晃

石原拓治（2名欠）

貞松猛郎佐藤誠幸諏訪禎男噸￨￨洸城妹尾達樹

葉山（6名）

lll'l'瀞佳松岡敏松木正雄室井誠l｣｣口照雄

田中一美烏本洋一炎束盛隆野崎輝夫松h奇義邦

山村彰山本昌弘

矢吹秀邦

西内海支部（8名）

江ノ島（6名）

井岡裕明金井準一竹井孝之広本賢郎布田康人

小沢美弘熊谷達也橋本浩之兵藤茂藤井茂

ll｣下文徳吉村明久余出実

安原達朗

玄海支部（3名）

下田(1名）

岩井貞雄田中昭愛伊達健太郎

伊藤秀利

沖縄支部（1名）

逗子（4名）

識名朝典

べく河原雅之多田將三沼田尚文三宅画青
東京（5名）

津軽海峡支部(1名）
上河睦美

大田黒俊一榊正寛内藤恒夫野口隆司畑田晴彦

北海道支部(1名）

浦賀（2名）

船 木 幹 也 以 上 1 3 7 名

玄海支部新事務局長紹介と住所変更 零鱈醗《蓋鮮:呼職職臓，
といいましても，広報委員長の私が自己紹介するだけ願い致します。
といいましても，広報委員長の私が自己紹介するだけ
の事です。去年の9月中旬より事務局長も兼任すること
の事です。去年の9月中旬より事務局長も兼任すること玄海支部事務局長兼広報委員長片倉静江

になり，今，『第10回日韓親善ヤマハカップ』の受付で犬〒819福岡市西区小戸3丁目58‑1福岡市立ヨット
になり，今，『第10回日韓親善ヤマハカップ』の受付で大
奮闘中です。ハーバー内2階TEL/FAXO92‑881‑6207
奮闘中です。

支部住所もヨットハーバー内になりました。玄海支部
が誇る国際VHF博多ヨット基地局が設置されている部
屋が玄海支部事務局です。

今年から銀行自動引き落とし以外の会員への会費納入
のお願いは必ず1月に発送する事にしました。これて？年
度を勘違いしなくてすむと思います。

お 詫 び と 訂 正
1月号P.30タイトル『玄海島と…」は『玄界島

と…』の誤りて．した。また，同P.24｢NORC理事
会,代議員会,総会｣の開催時間は13:00〜の誤りでし
た。ご迷惑をかけた皆様に深くお詫びし，訂正します。
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NORC保険デスクより

新しい内容て､､,1991年度NORC
ヨット1剰I典をご案内しています。

特別会員と会友の皆様には，2月
上旬にパンフレットを郵送いたしま

2．保管中・係留中の風水災に対す

フリーダイヤル
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る船体リスクを判断して船体僻金

I11体窓I!NORC保険デスク

の補償範囲を決めることができま

東東都千代IH区神II1錦町1−9天理ビル
東Ifi興産株式会社來爪尚業所￨ﾉ1
ｹⅡ''1：イ『光庄子．丘I色光

す
。

TEL：0120‑024410FAX：03‑3291‑2289

名称.会員名｜〒住所

会社宛,91年度NORCヨット保険

漁港等の管理者のいないバース

㈱ｲi川保険

に対する提案書力提出され，その要

での係留中の風水災による船体

求事項の全てが採用されるという過

損害も補償します。

程を経て，ご案内する運びとなりま
した。

3．船体保険では無事故割引・事故

㈲ｵﾌイス
，マリン

てお引き受けします。

約を続ける優良契約者に対する割引
制度への強い要望がありました。
詳しくは保険小委員会からの記事

険金額として引き受けます。
マストは新渕購入価格をマスト
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NORCヨット僻金の詳細は．全

レースに参加される方はレー

国どこからでも無料でご利用いただ

サープラン，レースをしない方

けるフリーダイヤルで,NORC保

は割安なクルーザープランをお

険デスク迄お気軽にご相談ください。
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鑓

知久良座
㈲片・ 11

03‑3583‑()783
03‑3584‑6296
045‑584‑665(）
O45‑584‑6656
06‑911‑2()17
()6−911−16 19
0542‑81‑3928
0542‑83‑1316
03‑3405‑8269

T:0569..28‑23.1(）

T:O82‑293‑0860
F:082‑231‑5231
T:O569‑2j7‑5051
F：0569‑27‑6581

516‑01三in肌

T:05996‑6‑0933
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0万円までお引き受けします。
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が分かれています。

7．搭乗者の捜索救助費用は最高40

ロイ３

けします。

733睦踊IIiI)WIﾒ：

佐曲兜Mリ
鈴木総合
保険'1卜勝所
鈴木幹夫

03‑3583‑2696

6‑80‑14
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われる保険の加入には,NORC

りlI嘘繁雄
<ｲ『)サトー

03‑3586‑4411R
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約で，艇の定員人数までお引き受
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南ILrIIl3‑8‑l4

皇１０

る一策として，オーナーの義務と言

Ｉ１
５
１
谷Ｉ｜

加薩惟雄

４

でなく通院・入院時にも保険金が

支払われる内容の医療補筒寸き契

曲

２
２

万全を期しても，思いがけず発生

浜2‑4‑47
緋

保険の
カトー

6．搭乗者傷害僻食は，死亡時だけ

する事故へ個別の安全管理に対処す

1出l安ピル202

保険サーヒ'ス

KAT（）

1.レースをする・しないて､､プラン

下末吉1‑8‑14

538大阪Ilj鎚兇Ⅸ

吋央

て、1億円まで補償します。

〈独自の補償内容＞

赤坂3‑1‑2
AIU赤坂上sル

エーシ空シー

Ｃ斎

への賠償責任は，対人・対物合算

独自の内容で万全に補償する，他に

ヨット保険を是非お役立てください。

107束京郁港￨x：

230横浜iIj鴎兄区

(ｲ､タケウチ

5．帆走中・保管中を問わず第三者

録艇や会友艇でのそれぞれの活動を
ないヨット保険で､す。

赤坂3‑1‑2
AIU,:坂ビル

竹lﾒ､】荻

保険金額として引き受けます。

1991年度NORCヨット僻食は登

107収』j〔梛港区
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をご覧下さい。

船体は時価額の100%を船体保
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クレームにおける保険処理過程で生
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4．船体i剥黄は船体とマストについ
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南仲j血4‑49‑2

ニ階'賭隆

公平な保険料率を適用します。

険改正の背景には，昨年度のマスト
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NORCヨット
NORC保険小委員会

東京海上・住友海上2社共同によ

ンの選択,400万円を限度とした捜

1．船体，マストの引受け方法を再

るNORCヨット保険は3月で3年

索救助費用保険の設定等をとり入れ

検討する。

目を迎えることになります。団体と

てきたNORCヨット保険を，より

2．無事故割引制度を導入する。

してスケールメリットを活かした割

簡単に更に納得ゆく内容の1剰食にす

その結果1991年度NORCヨット

引や，オーナーのセーリングパター

るために，以下の内容について引受
保険会社に賑謝食討を依頼しました

イ剥食は以下のとおり改善を加えるこ

ンによるレーサー．クルーザーフ。ラ

とができました。

23

ンです。
1．船体保険部分の引き受け価
格を船体とマストに区分けし
ます。

従来の船体保険の引き受けはNO
RC標増給価によって保険金額が決

定されていました。新制度において
は，船体部分は船体専用の新しいN
ORC標準船価率によってNORC

1年間の保険期間中一度も保険金

①マストが全損となった場合
当初，再購入価格の半分しか
保険に加入していい､ために，

なります。更に2回の保険金請求を

5007JI'I

保険金=1000万円×=500万I'1
1000万円

②マストを修理する場合
たとすれば保険加入時に契約を

険金額を申告してもらい，それを契

した割合に応じて修理費用が支

一そのマストが事故にあった場合の

金請求に対しては2等級上がる事に
起こせば4等級上がる事になります。

は，原則として各オーナーから，保

ベ/ディションをチェックし，更に万

等級となります。一方,1回の保険

われます。

マストの修理に800万円要し

オーナーは，現在の自艇のマストコ

の請求をしないと,1等級下がり‑1

その割合に応じた保険金が支払

標嬉沿価を算定，更にマストの契約

約保険金額とします。つまり，各

OFFWORf

払われます。

①1年間の保険期間中，一度も保険
金の請求をしない場合，2年目の
保険料は船体，マス￨､共に保険料
率2％の割引を受けられます。

②1年間の保険期間中，一度保険金
の請求をした場合，その対象力船
体，マストのいずれでも，2年目

の保険料は船体，マスト共に2等

500万円
保険金=800万円×=400万円
1000万円

級上がり，保険料率は共に4％割

以上のとおり，2通りの契約には

増となります。

修理金額（再購入価格）を算定し，

大きな違いがありますので，契約時

その額を上限として僻灸金額を設定

点で十分賑義，権寸してから保険に

RCヨシ￨､保険の概要です。それら

していただくことになります。簡単

加入する事をお勧めします。

の新しい保険がヨット保険として認

に言い換えますと，現在使っている
マストと￨司様のマストを購入する場
合の価格を限度に保険がつけられる

2．無事故割引，事故割増制度
を設けます｡

ヨシ￨、．モーターポー￨､総合保険

以上が1991年度に改訂されたNO

知されるためには，保険会社，業
者，オーナーの三者が協力して推進
すべきと考えます。その第一歩とし

訳て畿す。一方必ずしも全額保障され

は，自動車僻食のように無事故割引

て会員の皆様のご賛同をいただきま

なくても良い，というオーナーのた

制度ないしは事故割増制度がともに

すようお願いします。

めに再購入価格の範囲内での引き受

ありません。現在のヨット・モー

尚，保険加入に際しては,NOR

けも可能て驍す。従いまして，マスト

ターボート総合保険の形ができあ

C保険デスク（フリーダイヤル01

の引き受け方法は2通りのパターン

がって十余年とたち，その間一度も

20‑024410)に問い合わせるようお

となりますのて鹸，この点は十分にご

保険金の請求を出していないオー

願いいたします。

注意，ご鋤¥いただいた上て識保I鋤'1

ナーも数多くいる中，初年度の契約

入していただく必要があります。

で保険金を請求するオーナーと同じ

（ｲ)マストの再購入価格と同額契約

保険料を支払っている事に対し，多

へ現在と同等のマストの購入価格

くのオーナーから改善策の声があ

が1,000万円であるとその価格で

がっていました。これはもっともな

保険に加入するパターンです。

事で､，自血陣保険のような無事故割

①マストが全損となった場合

引制度の導入の方法を保険会社に検

契約時にマストの価格を1,00

討していただくように要望しました。

0万円て協定しているため，全

その結果,1991年度の契約から無事

損が認定されれば，保険金1,00

故割引，事故割増制度を導入致しま

0万円が支払われます。

す。従いまして，1991年度の契約期

②マストを修理する場合

間1年間の間に保険金の請求をしな

マストの修理に800万円がか

ければ,1992年度の契約では保険料

かったとすれば，その額が全額

率が下がる事になります。当然のこ

支払われます。

とながら保険金の請求をすれば，保

（ﾛ)マストの再購入価格の範囲内での
契約

マスト購入価格が1,000万円で

険料率は上がります。等級は7段級
に区分されていて初年度はすべて±

0等級から始まります。

あるのに対して,500万円分をマ
ストの僻食として加入するパター

等級−2−1±0＋1＋2＋3＋4

社会福祉協議会
への寄附，三崎
港報に紹介さる
先月号でも既報の通り，去る1
月2日，シーポニア沖で行われた

I相模湾新春親善レース』の表彰
式席上，社会福祉に役立てようと

寄付金を募りました。参加者の善
意により3万円が集まり，『社会
福祉法人三浦市社会福祉協議会』
へ寄付致しましたところ，1月31
日付の『三崎港報』に紹介記事が
掲載されました｡ヨットマンの暖
かい心が新聞紙上を通しても伝

わったことをご報告すると共に，
ご協力項いた皆さんに感謝します。
（五十嵐）
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いよいよスタート1
ヤマ八大阪カップ
メルボルン〜大阪
ダブル八ンドレース1991
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1987年に行われた第1回ヤマハ
カッフ。・メルボルン〜大阪ダブルハ

アも2艇含めて16艇で，初参加のソ

ンドレースでは10ヵ国から90艇がエ

前回出場してクラス3位となった

ントリー。1ヵ月以上に及ぶ苛酷な

最年長者，75歳のアルピー・バーギ

レース展開のなかで

波切大王

3月2311:10:30メルボルンにて
第1レグスタート

連からは3艇がエントリーしている。

ヘ

3月24日：14:15ポートシーにて
第2レグスタート

5月4｢I:大阪北港ヨシ￨､クラブ主

の

ンさんが乗る アルスター や，大

活躍など，さまざまなドラマが生ま

儀見薫日本外洋11走協会副会長が

催親善ディンギーレース

乗り込み，前回見事優勝を果たした
波切大王 などがスタート前から

5月511:ウエルカム・フェスチバ

話題となっている。なお，主なるⅡ

5月1211:大阪北港ヨットクラブ主

れ話題となった。

今回迎えた第2回レースのエント
リーは，予想を上回る1lヵIJ65WE｡
日本からの参加は，女性ばかりのぺ

催親善クルーザーレース

程は次のとうりて､､ある。

エントリーリスト
スキッパー

クルー/共同スキッパー(Cs）国籍

ピーパ一八ウス

歌田道教(43）

未 定 日 本

未定

小田義秀(45）

未 定 日 本

ユーリカ･サンチェイサー3

イアン･ランデル(46）通

未 定 オ ー ス ト ラ リ ア

サザン･デュフォー

ﾆｺﾗｽ･ﾚｯﾃｨﾝﾑﾑｰｱ(36)※

ﾆｺﾗ.プﾚｯﾃｨﾝガﾑﾑｰｱ(32)※オーストラリア

ノッツ

ビル･オクスレー(58）豪

ウィル.オクスレー(25)(CS)豪オーストラリア

＄＄(ダラーズ）

ボブ･グーディ(47）豪

イアン･シュミット(34)(CS)‑ストラリア

オルカ

ブライアン･ウッド(52）

シャイラ･クィリン(36）イギリス

キッドナップト

アーノルド･テイクル(43）豪

ビル･グリーソン(33）オーストラリア

パールー11

ジョン･ピアーズ(37）※ キヤシー･リーズ(31）オーストラリア

未定

ケン･フレンチ(34）

リチヤード･ロック(28)(CS)オーストラリア

未定

グレツグ･ブラウン(43）

ステフアン･コリガン(38)(CS)オーストラリア

マスタウェイ

ケネス･ベイカー(46）

キヤシー･ベイカー(46)(CS）ニュージーランド

未定

ジョン･パリ−(37）

未 定 オ ー ス ト ラ リ ア

エドワード･ヒユーズ(48)(CS)オーストラリア
リチヤード･カニアカナダ

赤城（あかぎ）

内尾実(32）

北村正人(41)(CS)日本

ジョセフィン

ワーナー･グラム(54）壷

インケ.リセ･グラム(50)(Cs）※デンマーク

ソーラー･ウインド

ライル･パーキンズ(50）

クリステイナ･ポナピタ(41）オーストラリア

ジーンテックスT3000

ヴォルフガング･クイックス(間）

ﾊｰｰﾄ,ｧｲﾝガｰﾄﾅｰ(40)(CS)ドイツ

CSKベンガルII

頓瀬愛彦(38）

佐藤公治(32）日本

システマティクス

ニコラ.アレクサンドロフ(45）

トドール･ペンチェフ(43）ブルガリア

ルア

キム.ポルク･マティセン(35） キルステン･トマセン(43)(CS)デンマーク

アラベスク

マーク･ミシェル(28）

ミツク･フオモーサ(30)(CS)オーストラリア

ノースムアー

ジーン･ヘイドン(42）

ピル･ヘフナー(47）アメリカ

極楽錆蛉(ごくらくとんぼ）

古庄孝(38）

原田孝雄(31）日本

設 計 者
ジョー･アダムズ
グラハム・ラドフオード

ジャーマン･フレーズ
ジャーマン，フレーズ
へ

八ンク,カウフマン

ロパート･クラーク
セイヤー

ジョン･ピュー
スコット･ジャトソン
グラ八ム･ラドフォード
ヴアン･デ･スュタット

P･ホワイティング/J･バリー
ジョー･アダムズ
ピル･リー

林貰之輔
ジャン･ペレ
プルース,口バーツ

ケオルグ･ニッセン

大橋且典
皿一恥一脚一Ｍ

口パート･クロー八一スト(56）

デピツド･ラトナー(39）

1
6
．
0
0

ベン･レクセン

Ｃ｜閉一Ｃｌ恥

レイチェル･ダガン
インカンテーション

艇の全長

Ⅷ｜剛一噸一吋一Ⅷ｜岬一脚一脈一吋一Ⅷ｜脚一脚一Ⅷ｜岬一脈一噸｜剛

ピーター･八ﾝセン(51）豪

ジョン･ロングデン(46）※オーストラリア

1991年11月1日現在

恥一Ｃｌ恥一Ｃｌ恥一恥一恥一既一Ｃｌ恥一冊一恥一Ｃｌ恥一Ｃｌ恥一恥

９｜旧一Ⅲ｜旧一Ｍ｜旧一口｜旧一印一四一配一由一四一配一串一画一配一詔一釦

オリックス･ブルーウェーブ

5月13H:表彰式（都ホテル大阪）

極一弘一冊

ｈｌ１ｌ２ｌ３ｌ４ｌ５ｌ６ｌ８

艇 名

ル（大阪北港ハーバー）

N･P・ペダーセン
ロン･ホランド

テツド･フッド

林頁之輔

OF応"砿［

25
スザンヌ･デピ‑(31)(CS)

デンマーク

アン･ロード(40)(CS)

オーストラリア

33パシフイツク･プリーズ

ジェラルド･ヒッチマン(肥）

ジョン･イーリー(62)(CS)

オーストラリア

34ティキタス

ピーター･パーナード(51）

未定

イギリス

35アイキヤンドゥ

トレパー.スミス(55）豪

未定

ニュージーランド

36ゴールデン･シーガル

ニール･八ンター(41）

未定

オーストラリア
オーストラリア

37未定

ピーター･モーンジー(62）

ジョン･セイヤー(34）

38A＆M星羅(せいら）

四本泉(36）豪

未定

ロナルド･スペンス(M)(CS)H オーストラリア

日本

39未定

マレー.スペンス(33）※

40未定

岸 本 信 弘 ( 3 2 ） ※ マイク･ヒューズ(29)(CS)

日本

41カトリーナ

イアン.ローズ(59）

工ニド･ローズ(50)(CS)

オーストラリア

42ペレンティ

ラリー･パーズレー(40）

スーザン･パーズレー(32）

オーストラリア

43パーサング

ピル･シード(45）

ジユリアン･ホツジズ(50）

オーストラリア

44バイジンゴ

デイピット'ホイル(40）

ジョーン･ホイル(32）

オーストラリア

45ジャスト･ラッキー･レディ

浅生重捷(46）

浅生利里(26）

日本

46ライトウェープ

プライアン.アシェンデン(48）

ロン･ラベツト(42)(CS)

イギリス

47コマンドール･ベーリング

ウラジミール.ガマノフ(45）

セルケイ･シポチエンコ(28)(CS)

ソ連

48ラッキー＆ラッピー

日本

セルケィ･シシコフ(42）

ソ連

50未定

サイモン･ケレット(30）豪

クリス･パリン(M)(CS)

オーストラリア

51フリーランス

トム.リンスキー(36）

八リエット･リンスキー(29）

アメリカ

52インテグリティ

ダグ･エニス(52）

目谷和善(30）

オーストラリア

53ライカ

松永香(26）

今給黎教子(25）

日本
フランス

54パラカ

オリビエ･フュリック(29）

テイエリ･ルダン(29）

55ラコア

ダイソン.ギリバー(59）※

デラ･ギリパー(55）豪 ニュージーランド

56波切大王(なきりだいおう）

未定

菅井英夫(39）

日本

57未定

マルコム.ジャック(37）

ジョン･マクガリー(47）

ｵーストラリア

フイリツプ･ホッグ(39）

バリー･モーリッツ(38）

ニュージーランド

159アルスター

アルビー.バーギン(75）※

コール･バターワース(31）

オーストラリア

i601未定

金子純代(29）

ジェーン･八ンフリス

日本

伊藤良(42）

未定

日本

58ファイン･トレランス

61ミックス･マックス

ポイド･スミス(28）※

日本

64未定

セルゲイ.スタネツキー(32）

アレクサンドル･カミエホフ(26）

ソ連

65南流斗II(なると)11

堺克也(70）

未定

日本

66アヴァター

ピーター･ラニヨン(45）

ダグ･カウイー（32）

アメリカ
ニュージーランド

67パックラッシュ

68未定
69ブラウド･ジンパ

オーストラリア

ジョン.ベレット（49）

ジョン,ジョーンズ

松浦優(35）

田中尚(32）

トレパー.リッター(33）

未定

日本
オーストラリア

恥一脚一皿一睡一郎一脚｜暇

未定

岡本頼(46）豪

ジョー･アダムズ
ブルース･ファー

スパークマン＆スティープンズ
ネルソン/マレツク

プキヤナン
J,B､セイヤー

沢地繁
トニー･力ストロ
マイク･ミュア
Giles

アダムズ/ラドフォード
サベッジ

ジョー･アダムズ

高井理
カール･ショーメイカー
ホフマン

ロン･スワンソン

ライル・ヘス
ゲーリー･ヒューソン

グレッグ･エリオット

ローリー･ダビッドソン
ジョン･リドガード
プルース・ファー

ジム･イングリス
ブルース･口バーツ

アダムズ/ラドフォード
高井理
高井理

恥一咄一ＣｌＣｌ肥一恥一Ｃ

トニー･ヴイツク(41）※

63ｸﾀｰ･ﾗイ

162ココナッツ･エクスプレス

パレット

ヤマ八発動機
岬一岬一恥一岫一岬一脚一Ⅷ｜Ⅷ｜賑一皿一剛一脈

レイ･八スラー(47）

ウラジミール･アルブーゾフ(51）

昭一ＣｌＣｌ叱一ＣｌＣｌ恥一恥一Ｃｌ恥一Ｃｌ肥

箱守康之(35）

一49未定

価一脚一脚｜恥一触一岬一Ⅷ｜Ⅷ｜皿一ｍ一郎一皿一脚｜岬一Ⅷ｜岬一脚一脚

ミシェル･デビー(37）
ステイーブン･ロード(40)

Ｃｌ恥一恥一Ｃｌ恥一Ｃｌ恥一恥一恥一恥一Ｃｌ恥一ＣｌＣｌ肥一恥一冊一恥

31スクープ デﾙﾌｧｲ ｾｷｭﾘﾃｨｰズ
，32ヴァグラント

J､B・セイヤー
ロビンソン

ロン･ホランド
ガーキー/ラニヨン
アトキンズ
フィノー

トレバー･リッター

R‑A:ﾚｰｻｰグﾙｰプｸﾗｽAR‑B:ﾚｰｻｰグﾙｰプｸﾗｽBR‑C:ﾚｰｻｰグﾙｰプｸﾗｽCC:ｸﾙｰザｰグﾙｰプ
張印は前回のレース参加者

､

〜

塗→一

ト…

I

塞鐸鼻審
一 色 等
回声

雰
禽

一 号 凸 一 一

上は前回のスタート，右は前回の優勝艇
写真/山崎武敏

波切大王

0F応"砿f

26

艸
荘
ｻ
ﾝ
デ
行開催

AⅢ2MArCH4LLEWE
型伽ZERJC4SQPIg92

L警濤

Ｉ

ｒ

冒唖

Ｆ４１Ｊ

･吋

班

ＡＩ轍

桃

一一

割溢

唾

謹︑４０

＊

暫

一

府
罰一四Ｗと尾夕彦

エ

●グー

琴や師Ｖ︐

【
、

盈ヲ：．

Ｐ
痔▼雫4

壷

L1

唾

ム

■■■

0
h

ム

ml̲■

いよいよカップ獲得へ向け，
サンディエゴヘ出発するニツポ
ンチャレンジチーム。その壮行

会及び記者説明会が2月1日，
東京・日比谷，帝国ホテルにて

石原「行った限りは
勝ってこなきゃ，帰
ってこれないゾ／」

行われた。

壮行会は,草の根応援団長･木

山崎「'92年1月1日にスキッパー
を決め，そのスキッパーがクルー

わせて数百名が集まった。キャ

を決める」

ンペーンソング『風をつかんで』
の発表もあり，いよいよ本番近
し,との興薑と熱気に包まれた。

；ｌ

村太郎氏の司会で進められ，合

江口「サンデイエゴの
気象状況をインプット
し，解析するソフトも
完威している」

会場での各氏の，カップ獲得へ
向ける熱い一言をピックアップ
してみよう。
撮影／市川和彦，藤掛昭雄

江口秀人NCAC委副会長

0恥"0雌
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︑虫
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朝麺ｺｺﾛ』■柵』
華一圭書ト=:L

山崎達光NCAC委会長

『風をつかんで』の演奏

江口「挑戦艇はFSX戦闘機と同じ構造｡3.5tの
設計重量に対し,5kgの誤差しか生じなかった」

一

＝
ツブを真ん中にしてまたお会いしましょう」

南波「サンディエゴでは1分たり
とも気を抜かずがんばりたい」
アメリカズカップ組識委事務局長｢(湾岸戦争
開戦の日に）いまだからこそ，アメリカズカ
ップファミリーの結末を固め，世界の友好を
深めようではないか」

高持Ｊ
はをる
価プい
評シて
の力っ
ジにも
ン本を
し日感
ャ︐機
チは危
ンゴと

ボエ︐

シイる

ニデれ
ｒンか
見サ行
儀・て
大いつ

︽
ステージ最前には，マスコミも大挙押し駆けた

ジュニアセーラーたちより，花束の贈呈を受ける
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消波堤を回ったのは

フリートだより

ミー

、 ，

メールア

ロイⅥ"(YA30SII),

ソレーユ ， 一寸法師"(Y34‑

召津

R)"青雲

の順大瀬迄の長い片

上りのレグで，新艇 サラポーン

多

は艇速をのばし，トップ｡の メール
アミー
○

大瀬崎
、̲一

江梨

て

古宇

哩三

に迫る。大瀬マークの手前

メールアミー は岸寄り， サ

ラポーン は沖出しした後， メー
ルアミー
ン
川奈

はポートて、

サラポー

はスターポでマークにアブ。ロー

チ，ここで又差が開き，帰りのスピ
ンランはそのままの差でフィニッ

半島

シュ， メールアミー の着IIHI多正

月例

ス紹介

とも1位であった。−
11月11日くもり風向W→NW→V

沼津フリート

メールアミー

沼津フリートに20年余り定着して

フィニッシュのホーンを間くまて安

風速7Kt波なしスタート11:00

心出来ない。又後続艇にとっても，

風が北に寄っている為，全艇ス

いる月例レースを紹介する。この

先行艇はきっと待っていてくれると

ターポてL上側に集まって来た。 サ

レースは毎月第2H曜に行われてい

期待させる，気の抜けない，見方に

マータイム"(YA30SII),"メー

て，1月〜3月をウインターシリー

よっては面''1いレース海域となって

ルアミー

ズ，4月〜6月スフ。リンク今シリー

いる。これまで､に一度て も沼津にお

ク寺をとる。

ズ,10月〜12月をオータムシリーズ

見えになった人はｷIl当数あるで､しょ

と夏を除く毎月行われ，シリーズ毎

うが，思いはどうて､､あろうか。

の成絞を競っている。

そこて､地方の田舎レースで､はある

附述の参加艇はYA3()SII,YA3‑
()ST,YOK33SR,DOU30,X%,

思う。レース蓼城記であるので表現

YOK29,YA30S,YA30CII,スカン

が局所的になる事をお断りしておく。

が，今回少し詳しく述べてみようと

ピY34R,SWING31,オークレツ
ト26,ベネトウ35等てある。
レース掘或は駿河湾のどんづまり

やや下側南に寄っている風をみて

スて､､ある。入江の中にある多比白灯
台と￨ I野赤灯台の見通しをスタート

メールアミー"(Swing31)だけ

し，北西に岸と並行した消波堤を

がジャストスター

},"OZZ"(オークレツ￨､26)
は良いポジションを取るがイナー
シャが無い。出おくれた

メールア

寺−，， ロイVI''はスタートil!i:後

、 ，

タックしブランケットから逃げる。
サマータイム

はスターポの

まま大久保を離して， ロイ，，．

風速5Ktスタート11:00

である内浦湾内の12マイル3角コー

ラインとし，大久保の鼻崎をかわ

サマータイム

先行

10月14日晴風向W→N→W

がやや下にいてタイミン

メールアミー， は岸壁添いに。消

波堤に向けてミートした時風は窪
W,"サマータイム

ポートスタート，ダッシュの良かっ
た ソレーユ"(YA30SII)とミー

はポート

ロイ はスターポの声を飛ばす。

サマータイム

はタック，

ロ

イ はラムラインに来たと見てタッ

回った後南西4マイル先の大i卿奇

ト， メールアミー はヘッドを下
げかわすも，他は全艇の前を横切っ

のマークを回って戻って〈るものてﾞ

た。多比側から出た サラポーン'，

この時西の風が来る。西上にいた

ある。このコースは岸に近く，しか
も沿岸は山が多くその山が直接海に

落ち込んでいる感じの為，独特の気
象条件をもっている。時々請われて
関東等から，いわゆるテクニシャン

ク，これに メールアミー が続く。

(Swing31)もすぐタックし一番上

サマータイム は単独走り出す。

のスペースに出た。大久保鼻を抜け

たのは サラポーン ， メールア
ミー ， 青雲"(Dou30)"ソ

メールアミー
マータイム

順位は

はタックし

サ

を追った。第1マーク

サマータイム

，

メール

レーユ の順て縦1列になる。
メールアミー は北側にある風を

アミー ，他は岸側から ロイVI''
向かう｜､ツフ。を走る

サマータイ

い」といい，簡単には勝てないのも

ひろいにタックしすべり出す，これ
を見た後続艇もタック，先行してい

ム

が迫る。3

このあたりにあるのではないかと思

た サラポーン はタック時期を失

艇身か。そこで

う。地元の人達でもこのレースは

いとり残される。第一マークである

マークへのアプローチを岸側から。

といわれる人達やセールメーカー等
が助っ人に来ても，一様に「難かし

一寸寸却m"となり，大瀬マークに
に

メールアミー

メールアミー

は

Of応H砿［
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との

マーク迄に前に出る。回航順は

｜､ツフ。争いと同様，マーク回航で大

スーパーエスメラルタ、 ， カレ

ここは前月の対

サラポーン

きく逆転。 メールアミー ， サ

ン￨､オ､ラ ， 一寸法師 ，

マータイム ， 一一､j法師 ， ロ

エリアス ， セフ。ター ， メー

③大瀬崎マークに近づく方法によっ

/fVI","サラポーン の順。フィ

ルアミー ， ソレーユ ･帰りは

て大逆転がある事は有名な話である。

ニッシュヘはデッドランて､長い距離

スピンランなのだが，風が弱い。西

地形上で､は南西の時は山のブラン

メールアミー'，， サマータイ
ム の争い。お互いにジャイブを繰

が吹いている所へフィニッシュ近く

ケットであるが，風は岬を右回りに

につれ，時々東が来る。ヨレヨレの

まわり込んでくる。沖出しは白波が

り返し，スピードを求める。 メー

風の中ゼノアにしたりスピンにした

見えるのでつい誘惑されてしまう。

ルアミー

楽勝かと思われたが，大

り悪戦苦闘する各艇のコースを見て

④大瀬から多比への5マイルは西の

久保鼻手前て譲カームに入る。喜んだ

みると，トップ。の スーパーエスメ

スピンランあるいは東のクローズが

のは

･次の吹き出

ラルダ は大久保に向けて， カレ

ほとんどであるが，フイニッシュに

サマータイ

ン￨､オ､ラ ， 一寸法師 は淡島向

近づくにつれ陸の影響が出る。又夕

をスピンで、

き，中間のラムラインを メールア

凪になる頃でもある。沖からブラン

サマータイム

しは西→北へと回り、
ム

が

メールアミー

一バーしトップフィニッシュした。

アク

卜してからこの間が陸風海風の変り

'三lといえる。スタート時に而樹言出来
れば上マークはトップ。で回れる。

ミー ， セフ･ター は スーパー

ケを逃げてとか，吹きおろしを拾っ

メールアミー の行足がなくなっ

エスメラルタ守 と同様，． ソレー

てとか考える所だ。3時頃になれば

た所へ下から続いて 一寸i却m"が

ユ は一番沖西郷島にと広がってい

先行艇は侍っていてくれる事があ

フイニッシュ， メールアミー に

る。どこも風が弱い中，

り，見えなくなる程差があってもあ

メールア

とっては魔のフィニッシュラインと

ミー が良く走って， スーパーエ

きらめる事なく，集中力を持続させ

なった。

スメラルダ，，,"メールアミー'',

る事が大切である。どうすれば良い

カレントオ､ラ ， 一弓h却而 の

という定説はいまだ見い出せない

12月10日時々雨風向E→WE

順となる。タイムリミッ￨､15:00が

が，まれにとんでもない事が起き，

スピンランの横蒜泉スタート。ス

刻々迫る。後の艇からリタイヤが始

泣いたり笑ったりする事がある。

ピードのあるのが セフ｡ター"(Y‑

まる。淡島からフィニッシュまて､､の

風速5Kt波なしスタート11:00

A30SII),"メールアミー ･大久

間がEの真上りとなる。

保鼻は

エスメラルタ惑 がタン￨､ツ。次の

セフ･ター

，

メールア

メールアミー

一寸i却而 のll頂。今シリーズ初エ
スーパーエスメラル

雪。西の風を読んて､いた
ミー
師

が当たり，次いで

メールア

不足で2位は無しというレースだ6

日となる。強風の確立は％位だろう。

レース後表彰式とパーティを行い，

3月〜6月は東又は西，他は低気圧

メールアミー が『鳥羽レース」

の動きによる全国的なもの。夏〜秋

かった"スーノf−エスメラルタ、' ，
セフ。ター ， ロイVI",!&サラ
ポーン

はややリードされる。

大瀬に向かうレク識はNEの風ス
ピンで上側を

セフ･ター

下側を

メールアミー ， 青雲 ，
寸法師

，ラムラインを

以後初のシリーズを征し，侭勝カッ

は東のち南，陸風海風のパターンと

プを手中に収めた。

なる。雪も降る事なく一年中セーリ
ング日和りだ。月例レースの他，沼

一寸法

がこのラインに続く。北に向

スーパー

シリーズを通じて良く走ったとい

メールアミー，，に原稿依頼が来

ス等もあり，カレンダーはレース日
程て､いっぱい。皆様面白い駿河湾に

たったのかもしれないがもう少しこ

1人でも2人でも又艇ごとで､も1度

のコースのポイントを述べてみたい。

来てみませんか。

う

①スタート地点は湾を西に向かって
出て行く形になっている。北側に高
い￨｣｣が迫り南側に淡島，これも高い。
雨天で北の風の時は風の振れと風の

間点で1度西にシフ￨､し，スピンタﾞ

強い所が移動しているので要注意

ウン。振れ戻ってもスピンを上げな

西の風が入り込む上りスタートも振

いのは スーパーエスメラルタ悪，，。

れが多い。

けれども速い。

②大久保から消波堤である第一回航

は

津〜田子島や支部の駿河湾横断レー

たので，気象の事だからたまたま当

エスメラルダ ， ソレーユ ，中

メールアミー

き，吹き出すと数日間昼夜続く。西
の吹かない日はおだやかな暖かい1

タ、"(YOK33SR)は!ll'!遅れ。岬を出

ると風はNEの上り，変化し安定せ

節的には12月〜2月は強風の西力秋

はリミットに2分

ミー ， カレントオ､ラ"(XX),
ントリーの

スーパー

以上4つのポイントを述べた6季

スピンを上げず後続に迫られる。ス

点まではスタート後30分を要する。

リークォーターは力をILII1し．大瀬

という事はl1:30と考えるとスター

〆
F
蝿

蝋
Ⅲ
/
て
く
L
≦
､

90年オータムシ'ノーズイ到券の メールアミー
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『第33回紀伊水道レース」

1990.11.3〜4

内海支部レース委員長柏元孝博
本レースは，私がクルーザーの

うて､､，ファーストホームの ドン

アの連絡力順次入り，午後4時前に

レースに乗り始めたころ（20年程

キー などは，3時間も漂っていた

は全艇無事に帆走･j壁惟をしている

前）には内海のヨット乗りにとって

とのことだも

ことを確認できた。

(20ノット弱)。途中凪もあったよ

は年間最大の目標レースであった。

ところが，2日目の4時頃から，

のフィニッシュの後，電話て、リタイ

今回のような，天候の急変にも全

100M以上のコースを食事を作り

急激に発達した低気圧の影響を受

艇，的確な対応ができたようで､，参

ながら交替て睡眠を取り，寒さに耐

け,40〜50ノットの北の強風を受

加者全員事故もなくレースを終える

え，必死に走り，参加者全員が一体

け，参加艇は非常な苦労を強いられ

ことができた。

感をもつ。レースが終わってから

たようだ。

は，「来年にはもっと準備をし，こ
んどこそ上位に入れるように」と，
各艇力憩いをハーバーにもって帰る。

前半には小型艇も大型艇と一緒に

結局フィニッシュできた艇は，両

走れたが，後半に低気圧の影響を受

クラスとも大型艇1隻のみという過

けてからは，小型艇には非常に過酷

酷なレースだった。

な状況となったようだ。その中てゞ

そんなレースであった。

フィニッシュした大型艇でも，最

フィニッシュした艇はもちろん毒

現在に至るまで､，日程・コース等

後には，ナンバー4ジブのみで帆

が，最後までフィニッシュを目指し

変更は色々あったが，現在でもク

走，ストームジブとトライスルでの

頑張り続けた艇や，的確な判断でリ

ルーザーのレースの原点とも言え

帆走で頑張った艇もあった。

る，島回り・オーバーナイトの数少
ない外洋レースとして残っている。

タイアした艇も含めて参加各艇の乗

陸上においても，夜中の3時頃か

ら雨が降り始め，それと共に風も強

員の頑張りには賞賛の拍手を送りた
い。

近年,IORレース艇の減少やク

く吹いてきた。夜明け前には，風雨

ルー不足の影響から，参加艇が年々

とも大変強く，ハーバー内で､みて

減少してきており，昨年は，参加艇
が5隻にまで落ち込んだ。本年度

も，まるで台風の接近かと思うよう

日）に20年以上もの間，内海のほと

な状況だった。運営の本部船の出港

んど全てのレースの世話をして頂い

は，参加資格に幅をもたせて,IO

は，危険な状態であったのでハー

ていた，谷川晴彦氏が，癌のため急

Rルール・乗員・安全備品の面から

バー事務所に本部を置き，海面の見

死された。

2つのクラスに分けて参加艇を募っ

えるところに交代て駁人員を配置し徒

たが，時期的な問題もあってか本年

歩・車にて移動，陸上で､のフィニッ

故人の冥福を祈るとともに，来年
度には，もっと多くの参加艇が集ま

●

昨年のちょうどこのR(11月4

度はRクラス4．Cクラス4の8艇

シュタイムの読み取りの手配をした。

り充実感のある楽しいレースとなる

の参加であった。

視界は数百メートルにもなってお

ようにしたい。

スタート時は,10ノット程度の北

東の風，追い潮と追風で､全艇大島目
指してスタート。由良瀬戸を抜けて
からも余り強い風は受けずに大島を
回り，そこからは，北の風で帆走

り，風雨ともますます強くなって，
ハーバー内でも，もやいの切れる
艇，セールが開いて飛ばされる艇

等，まさに台風の通過のようだった。
ドンキー
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熾烈なビッグレースに挑み、商度な性能を存分に発抑。1990年度
R.0.R.C.チャンピオンボートの栄冠に輝いた、ベネトウ･ファースト

45f5「キャップ:ｿジｪｱ｣期.の、名誉ある戦統を報i'jします。
FIRST‑45f566C

チャンネルウイーク
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YACHTOFTHEYEAR(ﾄｯプｽｺｱ艇）
優勝（'3レース中'0レース￨位）

︵一

ミッドナイトカッブ
サラウンドトロフィー
スピウェストフランスレース
ノルマンディカッブ
カウズ／サンバーストレース
ドウギンガン／ポールレース
モーガンカップ

｜位
｜位

｜位(R,0.R,C,レース）
｜位（R,0.R0.レース）
1位(R.0R.C.レース）
総合優勝シエルブール／ダートマスレース｜位
ダートマス／ヤーマスレース｜位
ヤーマス／力ウズレース2位

カウズ／ディナールレース＝

カウズ／サンマロレース3位
｜位(R.ORCレース）
ファーストホーム及び'985年、51フィートのエンター

チャンネルレース
ドゥベールチャレンジ

カウズ／ウィスルハムレース
カゥズ／シェルブールレース
ニウラルグレース

プライズの作ったコースレコードを更新。
＝＝

＝＝

｜位(R.0.R.0.ﾚｰｽ）
総合優勝ボーンマス／ジャージー島レース｜位
ジャージ島／ブライトンレース｜位
フライトン／サザンフトンレース1位

三＝

二＝

2位(RORC.レース）
｜位
｜位（CHSBクラス）
一 '

界で最も愛されているヨット｡ベネトウ
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