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スピンを上げてフィニッシュする優勝艇べべさん（ＭＣＣカップレース） 

会報目次 

CHAPTER1 MCC カップレース（べべ優勝記） 

CHAPTER2 ホーネットが鹿児島に向けて出航 

CHAPTER3 海の交通ルール 

CHAPTER4 佐久島の美味しいもの 

CHAPTER5 第 10 回蒲郡マリンカップ（案内） 

 

行事予定 

7 月 19・20 日 三河湾周航レース MCC（ナイトレース） 

7 月 25-27 日 鳥羽パールレース JASF 

7 月 2０日 蒲郡花火大会 

7 月 2７日 スモールクルーザーレース 

8 月 3 日 第 10 回蒲郡マリンカップ 

8 月 24 日 理事長杯（海陽ハーバー） 

スモールクルーザーレース 



果報は寝て待つ―べべ早朝レース優勝 

                        近藤 

「近藤君、今度の早朝レース頼むよ」ベベの猪股さんから突然言われたのはエリカカップ

の日、「浜寿司」の次に寄った、元芸者さんの美人ママがやっているスナック「笙」でのこ

とだった。早朝レースの日は同窓会旅行で猪股さん、小林さん、水藤さんが抜けてしまうた

めの依頼だった。その日のエリカカップＩＲＣクラスＢの中でホーネット、ビーンズを抑え

て、ＭＣＣ１の成績を収めたベベの人たちの鼻息は異様に荒かった。べべの注文はいたって

シンプルだった。「優勝を頼むよ。年間の事もあるから」 

レースの朝、ハーバーに着くと海面は見渡す限りのカームだった。取り合えずハーバーの

流しでウラナミから持ってきたデュラレックスのグラスを洗った。 

静かな海を滑るようにしてポンツーンを後にした。ホーネットはカームの時の鉄則通り無

駄な動くことなくラインの真ん中あたりでタイミングを計っている。ベベもその後に船を着

けた。スタート直前にわずかに入った風で艇速が上がり始めた。ホーネットは赤灯台まで届

いてしまい、一度大きく内側に入りリコールを防いだがスーパーウェイブはリコールになっ

てしまった。ベベはラインぎりぎりを蛇行させているうちに何とか赤灯台直前でスタート出

来た。最初にホーネットとビーンズのいる右海面に風が入った。その風が凪いだ後に左海面

に東からの良い風が入りセレスティーヌとガメラが艇速を上げた。やがて真ん中にいたベベ

に風が入り、ホーネットとビーンズに風が入った頃にはセレスティーヌとガメラは遥か前方

に行ってしまった。不運としか言い様がないがルートリスの所まではなかなか風が入らず大

きく遅れてしまった。大島を過ぎた頃かにはアビームのスピンランで快適な帆走ができるよ

うになった。船上が落着いた所で、本日のレースのお供であるカルフォルニアはナパヴィレ

イの赤ワインを出す。スタート前に洗っておいたグラスに注いで乾杯。常温で飲むフランス

の赤と違いカルフォルニアの赤は冷やして飲んでも美味しいとラベルに書いてある。 

豊橋マークを回航後はスピン帆走のままベアーして梶島ブイへ向かう。このレグでセレス

ティーヌとガメラは上り過ぎて折角のリードを大きく失った。一方、ルートリスは落とし過

ぎて、バウはダイレクトにマークに向かっているが艇速は止まっている。他はポーラーダイ

ヤグラムに合った角度で走っている様子。このレグは風速が安定せず、常に強くなったり、

弱くなったりしている。仮に真の風向が一定でも風の強弱でアパレントな風向は常に前に後

ろに変化するので細かく合わせた。経済学者のミルトン・フリードマンも言っている。「変

化へのフレキシブルな対応のみが淘汰から逃れる唯一の方法だ」と。梶島ブイを回ってから

はクローズホールドのレグとなった。風はかなり強くなったが風向、風速ともに安定してき

た。ウエザーヘルムが強過ぎて走りがしっくり来ない。スロットが狭くなるのが気になった

が思い切ってブームを少し出しメインセールの４分の１程にバックウインドウを入れてみ

た。上り角度とスピードのバランスのとれた非常に良い走りになった。このレグの走りはオ

デッセイと互角で、レーティングを考えるとかなり速く走れたことが分かる。このレグを終

えた時、優勝の可能性が少し見えて来た。豊橋マーク回航後はアビームよりも少し前からの



風で、そのまま№１ゼノアでの帆走となった。大島の少し手前でスピンの揚がる風向になっ

た。アビームでしかもこの風力だと３０％速くなるという訳にはいかないがブローチングし

なければ１０％は速くなるだろう。フィニッシュまで１５分掛かるとすれば１分３０秒は所

要時間を短縮できる。都築さん、田中さんに頼んでスピンを揚げてもらった。ブローチング

することもなく無事にフィニッシュすると急いで片づけを終え蒲郡荘で１時から生ビール

と焼酎のレモン入水割りを飲み始めた。３時のパーティーが待てずに２時頃にはすっかり出

来上がってしまい、一人ロビーのソファーで熟睡してしまった。眠りの中の桃源郷を彷徨っ

ていると突然起こされた。「パーティーが始まりますよ」「優勝です」寝惚け眼の私の元へ果

報が届いた。夢が現実か俄には判らない。やがて安堵と喜びが同時に来た。ベベが良く整備

されたセールと船底の状態が良いことは勿論のことだが、一番の勝因は、よく似たコンセプ

トで造られたツボイの船にとって今日の風が№１ゼノアではオーバーキャンパス気味で№

２と迷うぐらいであったのに対してベベでは充分№１ゼノアの範囲であったことが大きか

ったと思う。他にはコース取に無駄がなかったこと。マーク回航で都築さん、田中さん、二

村さんのクルーワークの練度が高く、ゼノアとスピンの揚降でのミスがなかったことなどだ

と思う。ベベの皆さん、ＭＣＣの皆さん、今日は本当にありがとうございました。 

 

 

ＭＣＣ ６月度レース       

名称 ＭＣＣカップ（早朝）レース          

コース スタート ー 子島東 ー 豊橋潮流ブイ ー 梶島ブイ ー 豊橋潮流ブイ ー 小島東 ー フィニッシュ 

距離 22.2 マイル スタート時刻 7:00:00     

風速 5m 以下        

着順 着順船名 TSF TMF (A) 到着時刻 所要時間 (B) 修正時間 (A*B) 修正順位 得点 

7 ベベ 700 0.857  11:24:03 15843  13580 1 20.25 

4 オデッセイ 650 0.923  11:11:38 15098  13937 2 19 

5 ガメラ ３ 665 0.902  11:19:17 15557  14036 3 18 

2 ダンシングビーンズ ３ 625 0.960  11:07:13 14833  14240 4 17 

3 アルミス 5 625 0.960  11:07:57 14877  14282 5 16 

1 ホーネット 605 0.992  11:06:12 14772  14650 6 15 

6 セレスティーヌ 625 0.960  11:21:30 15690  15062 7 14 

8 ルートリス 645 0.930  11:37:54 16674  15511 8 13 

  スーパーウェーブ 645 0.930  OCS      



ホーネットホーネットホーネットホーネットがががが九州九州九州九州にににに向向向向けてけてけてけて出航出航出航出航    

 

（鹿児島カップ、火山めぐりヨットレース参加に向けて海陽ハーバーを出航） 

６月３０日１１時、ホーネットが海陽ヨットハーバーを元気に出航しました。黒雲と東風が強まるなか大島沖

まで見送りました。今日は、大王の予定とのこと。中村さん、二村さん、福田さん無理をせずに大いに楽し

んで下さい。鹿児島で逢いましょう。航海の安全を祈念します。（掲示板投稿者 IIIIshishishishi） 

    

往路は６月３０日出発、四国太平洋岸、九州東岸の港毎日寄りながらクルージングを楽しみます 

復路は黒屋が加わり３人で黒潮に乗って直行７月２７日に帰港予定です。（掲示板投稿者 nakanakanakanaka） 

７月５日現在、ホーネットは四国です。ＨＰの会員艇の航海日誌をご覧下さい。    



 



 



佐久島佐久島佐久島佐久島のののの美味美味美味美味しいものしいものしいものしいもの    

    

                    このこのこのこの記事記事記事記事をををを見見見見ててててレースレースレースレースをををを棄権棄権棄権棄権してしてしてして佐久島佐久島佐久島佐久島にににに行行行行かないようにしてくださいねかないようにしてくださいねかないようにしてくださいねかないようにしてくださいね。。。。    

■■■■民宿民宿民宿民宿    市兵衛市兵衛市兵衛市兵衛        

 

・住所 愛知県幡豆郡一色町大字佐

久島字東屋敷 67   

・電話番号 0563-79-1103  

・定休日 年中無休  

１泊２食付き・・・７０００円（料理は季

節によって異なります） 

三河湾で捕れた新鮮な魚介類を楽し

むことができる。 

■■■■つるやつるやつるやつるや 

 

・住所 愛知県幡豆郡一色町大

字佐久島字西側 75   

・電話番号 0563-79-1021 

島のコンビニ的存在のお店。 

■■■■作島作島作島作島    茜茜茜茜 

 

・住所 愛知県幡豆郡一色町佐久島

東海道 67-1   

・電話番号 0563-79-1976   

・営業時間 ランチ 11:00～14:00、 夜

18:00～24:00 

・定休日 不定休 

２羽のダチョウが目印、島で唯一の

居酒屋。 

■■■■民宿民宿民宿民宿    ゆきやゆきやゆきやゆきや    

    

・住所 愛知県幡豆郡一色町大

字佐久島中屋敷 49  

・電話番号 0563-79-1020  

・定休日 不定休  

串あさりは人気の一品（要予約    

■■■■鈴屋鈴屋鈴屋鈴屋    

    

・住所 愛知県幡豆郡一色町大字佐

久島 東屋敷 50  

・電話番号 0563-79-1044   

・定休日 不定休  

大あさり丼・・・650 円    

大あさり丼はボリューム満点の逸品。    

 

愛知県一色町佐久島の CM を作る。島

でしか見れないモノを探す旅。夏に捕れ

る巨大天然ガキ料理に良純Ｐ大絶賛！

名物・大あさり丼を川村堪能！青森弁

を話すおまわりさんとの出会いに、２人

は島の温かさを実感する。 



主催主催主催主催    蒲郡蒲郡蒲郡蒲郡マリンカップヨットレースマリンカップヨットレースマリンカップヨットレースマリンカップヨットレース実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    

共催共催共催共催    三河湾三河湾三河湾三河湾クルージングクラブクルージングクラブクルージングクラブクルージングクラブ・・・・白谷白谷白谷白谷ヨットクラブヨットクラブヨットクラブヨットクラブ・・・・JSAFJSAFJSAFJSAF外洋東海三河湾外洋東海三河湾外洋東海三河湾外洋東海三河湾 FFFF    

協力協力協力協力    三谷漁業協同組合三谷漁業協同組合三谷漁業協同組合三谷漁業協同組合・・・・三谷漁港利用者会三谷漁港利用者会三谷漁港利用者会三谷漁港利用者会ヨットヨットヨットヨット部会部会部会部会    

問合問合問合問合せせせせ・・・・申込先申込先申込先申込先    ＥＥＥＥﾒｰﾙﾒｰﾙﾒｰﾙﾒｰﾙ    naka4401@sk2naka4401@sk2naka4401@sk2naka4401@sk2．．．．aitaiaitaiaitaiaitai．．．．nenenene．．．．jpjpjpjp FAX 0533 FAX 0533 FAX 0533 FAX 0533----57575757----4401440144014401    

夏夏夏夏はははは海海海海でででで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう！！！！    

        スナメリスナメリスナメリスナメリのののの泳泳泳泳ぐぐぐぐ海海海海をををを守守守守ろうろうろうろう！！！！ 

第第第第 10101010 回回回回 

蒲郡マリンカップ 

    ヨットレース 

 

 

大島・小島・仏島 三島回航レース 

2002002002008888.8..8..8..8.3333(Sun)11:00 Star(Sun)11:00 Star(Sun)11:00 Star(Sun)11:00 Startttt    



夏夏夏夏はははは海海海海でででで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう！！！！スナメリスナメリスナメリスナメリのののの泳泳泳泳ぐぐぐぐ海海海海をををを守守守守ろうろうろうろう！！！！！！！！    

第第第第 10101010 回蒲郡回蒲郡回蒲郡回蒲郡マリンカップヨットレースマリンカップヨットレースマリンカップヨットレースマリンカップヨットレース    
 

２００２００２００２００８８８８．．．．８８８８．．．．３３３３（ＳＵＮ）（ＳＵＮ）（ＳＵＮ）（ＳＵＮ）    

１１１１１１１１：：：：００００００００    ＳＴＡＲＴ！ＳＴＡＲＴ！ＳＴＡＲＴ！ＳＴＡＲＴ！ 

コースコースコースコース    三谷三谷三谷三谷－－－－大島大島大島大島（（（（東東東東））））－－－－小島小島小島小島－－－－仏島仏島仏島仏島－－－－大島大島大島大島（（（（西西西西））））－－－－三谷三谷三谷三谷    
（三島回航レース） 

夏・恒例の､楽しいイベントを企画しました。 

三谷漁業協同組合の協力を得て､レース後は魚市場でバーベキューです。 

レーサーもファミリーも一緒に楽しみましょう！！ 

賞品多数！乞うご期待！ 

 

 

主  催  蒲郡マリンカップヨットレース実行委員会 

共  催  三河湾クルージングクラブ､白谷ヨットクラブ、ＪＳＡＦ外洋東海三河湾Ｆ 

協  力  三谷漁業協同組合、三谷漁港利用者会ヨット部会 

適用規則  2005-2008 国際セーリング規則､帆走指示書 

参加資格  小型船舶安全検査合格艇     乗員制限  小型船舶安全検査定員以下 

出艇申告・艇長会議  ８月３日(日)９：００ 三谷漁港魚市場 

 

申込締切申込締切申込締切申込締切        ７７７７月月月月２７２７２７２７日日日日((((日日日日))))    

申込方法  郵送または FAX 艇名､艇種､ｾｰﾙ No､連絡先住所､氏名､電話､FAX（様式別紙） 

申込先   蒲郡マリンカップヨットレース実行委員会  

      FAX 0533-57-4401 郵送先 443-0104 蒲郡市形原町三浦町 11-3 

参加料   30f 未満 8 千円、30f 以上 1 万円 

      （バーベキュー参加料を含む、炭､食材､その他を用意いたします。） 

振込先   三菱東京 UFJ 銀行名古屋営業部・普通・No2334627・口座名 ﾖｯﾄﾚｰｽ実行委員会 

 

 

 

表  彰  ８月３日(日)１４：００ 三谷漁港魚市場 

      部門分け・レーサー部門､クルーザー部門 

      クラス分け・各部門の参加艇数に応じてクラス分けする。 

      修正時間システムは､本レース独自のものを使用する。 

      各部門､各クラス別上位艇を表彰する。全艇に参加賞あり。 

泊  地  ８月２日(土)は、三谷漁港内に係留可、事前申込要 

問合せ先  FAX0533-57-4401 または E ﾒｰﾙ naka4401@sk2.aitai.ne.jp にお願いします。 

 

 

 

お願い 

 各艇、バーベキューコンロを持参してください。 

魚市場の下は濡れています、腰掛用にシートを持参してください。 

ゴミは、各艇持ち帰っていただきます。ご協力ください。 



 

   第第第第１０１０１０１０回回回回    蒲郡蒲郡蒲郡蒲郡マリンカップヨットレマリンカップヨットレマリンカップヨットレマリンカップヨットレ－－－－スススス    参参参参加申込書加申込書加申込書加申込書    

 

艇  名            （漢字等の場合、カナを付けてください） 

セ－ル No            （無い場合、無しと記入してください） 

艇  種            （ヤマハ２３－Ⅱ等、詳しく記入してください） 

全  長             m,feet  

泊  地          （通常、係留等しているマリ－ナ名を記入してください） 

 

所有者（代表者）氏名 

 同上     住所 

 

連絡責任者   氏名 

 同上住所（ 郵便番号        ） 

 同上     電話             ＦＡＸ 

 

参加料 振込日      年  月  日 

 

レース前夜、三谷漁港に   係留したい、 係留しない 

 

 

申込締切申込締切申込締切申込締切    ７７７７月月月月２２２２７７７７日日日日（（（（日日日日））））        

申込申込申込申込みみみみ先先先先    蒲郡蒲郡蒲郡蒲郡マリンカップヨットレースマリンカップヨットレースマリンカップヨットレースマリンカップヨットレース実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    

    FAXFAXFAXFAX    ０５３３０５３３０５３３０５３３－－－－５７５７５７５７－－－－４４０１４４０１４４０１４４０１            

 郵送郵送郵送郵送    443443443443----0104010401040104    蒲郡市形原町三浦町蒲郡市形原町三浦町蒲郡市形原町三浦町蒲郡市形原町三浦町 11111111----3333    

EEEE ﾒｰﾙﾒｰﾙﾒｰﾙﾒｰﾙ    naka4401@sk2.aitai.ne.jpnaka4401@sk2.aitai.ne.jpnaka4401@sk2.aitai.ne.jpnaka4401@sk2.aitai.ne.jp    

    

 

 

   ハンディキャップハンディキャップハンディキャップハンディキャップ（（（（修正時間係数修正時間係数修正時間係数修正時間係数））））算出資料算出資料算出資料算出資料    

 

 艇種別の標準デ－タ等から、本レース独自の修正時間係数を算出します。 

 次の項目について○印等でお答えください。 

  

 

 艇  種           （ヤマハ２３－Ⅱ等、詳しく記入してください） 

 

ファ－リングジブ   使用、 不使用 

 

プロペラ       船外機、ﾌｫ-ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ､ﾌｪｻﾞ-ﾘﾝｸﾞ､固定２翼、固定３翼 

 

 

出艇申告時に別紙乗員名簿を記載提出していただきます。            してください。 

乗員の氏名､性別､年齢､住所(市町村名)及びコメントを記載してください。 

当日当日当日当日提出提出提出提出    



第第第第１０１０１０１０回回回回    蒲郡蒲郡蒲郡蒲郡マリンカップヨットレマリンカップヨットレマリンカップヨットレマリンカップヨットレ－－－－スススス    乗員名簿乗員名簿乗員名簿乗員名簿    

 

艇  名                                艇種     全長    feet 

セール No                               泊地              

所有者（代表者）氏名                          

所有者（代表者）住所                          

電話          FAX            

 氏  名 性別 年齢 住 所 (市町村名) 

(艇長)     

２     

３     

４     

５     

７     

８     

９     

 

コメント（各艇紹介に使います､乗員・艇の特色などを記入してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

不足は裏面を使用ください。 

 

当日提出当日提出当日提出当日提出    


