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6 月早朝、MCC カップレース   弥栄 初優勝 

弥栄 岩田   

早朝レースは、初夏の三河湾を周遊するセミロングのコースである。 

参加艇は、わが艇に比べて一クラス上の艇ばかり、おまけに同じデザイナーの姉妹艇も多く、我々には厳しいレ

ースだ。 

それでも、“前の船が見える間は全員頑張ろう。たとえ、見えなくなってもあきらめないで走り切ろう”を合言葉

に挑戦だ。 

スタート時、風は弱く、振れ、どちらが風上かもわかりづらい。 

ラインに合わせてスターボードタックで走っていたのだが、反対から迫ってくる艇もスターボードタックだ！…

混乱した中でリコールしてしまった。他艇に迷惑もかけた。 

スタート時の映像を見ると、コミッティがわが艇を心配する声を聞くことができる。 

リコール解消し再スタートしたが、早くもスピン

を上げた先行艇はもう遠い先だ。 

しかし、風が弱いことが幸いしてか、第１マーク

に差し掛かろうという頃に、なんとか前の艇に追

いつくことができた。 

マークを目の前に風待ちの神経戦となった。 

わが艇は、わずかでも走らせようとしたので、マ

ークからは少し離れることになった 

 

先頭を行くホーネットはさらにマークを離れ豊橋寄りで、他の艇は

マークから離れず風が吹くのを待っていた 

しばらくすると海面がざわつきだした、ちょうどＶ字のように、真

ん中に位置するわが艇を除いて、他の船が風をつかみ出した 

わが艇のところまでなかなか風が来ず、焦ります 

早目につかんだ３艇はその勢いでマーク回航、相当先に進み、わが

艇を含め３艇と差がついた 

第２マークの梶島沖までは、長い上りとなった。前半は風が安定せ

ず苦労したが、後半は風の振れに合わせながらタックを繰り返した 

時々、スーパーウェーブやベベとミートすることもできたが、これ

がわれわれにとって勝負を続ける励みとなった。 

 

 

第２マーク回航後のスピンラン。マークに一直線で向かうコースを

とる。風も依然として上がらず苦労した 

この時点で５時間過ぎ疲れてくるころだが、年長クルーが若手クル

ーに適宜声掛けをしてくれたので、クルーもヘルムを持つ私も集中

力が途切れることなく、セーリングを楽しむことができた 

第３マークからゴールに向かう最終のレグ。まだ、先を行く艇が走

っているのが見えている。 

“まだいけるぞ！”という気持ちで、７時間１９分５８秒を走り切

ることができた。 

修正１位という望外な成績となりましたが、私にはできすぎ、クル

ーの皆のおかげです。 

 

また、先輩艇とは技術も経験も大きな差があるなと感じるレースでもありました。 

楽しませていただきありがとうございます。 

リコール解消、ラストスタート 

マーク手前で団子状態、再スタート 

緑ホーネットの前に 

黒の弥栄がいる 

仏島沖ではこんなに離れたが 

黒弥栄、緑ホーネット 



 

8時仏島沖、SW追いついている。 9時マーク手前、再スタート状態。 9時半、アルミストップ廻航。 

10時、再度風落ちる。 

11時、先行3艇が差を広げる。約1マイル。 

13時、アルミスが豊橋廻航中。弥栄は約2マイル後方。 

12時、SWが梶島廻航中。 

13時54分、アルミスフィニッシュ。 

14時、弥栄が豊橋廻航中。アルミスは約2マイル先行。 

弥栄は2マイル差ながら 

14時20分にはフィニッシュする。 

MCC カップ 航跡の時系列 

緑 ホーネット   赤 アルミス 

薄青 ダンシングＢ 黒 弥栄 

黄色 べべ     青 Ｓウェーブ 



MCC カップ、早朝レース一言コメント 

 

弥栄 

早朝レース楽しませていただきありがとうございます。 

前の船が見える間は全員で頑張る。見えなくなってもあきらめないで走り切りました。 

望外な成績となりましたが先輩艇とは技術も経験も大きな差があるなと感じるレースでもありま

した。 

本日はありがとうございました。 

 

アルミス 

今シーズンは少人数での参加が続き本日も3人での参加でした。 

風が弱かったため、ミスもリカバリで来ました。 

風向が安定せずコース取りが難しかったですがファーストホームできました。 

 

ダンシングビーンズ 

常に風の変化に対応するため、退屈しない楽しいレースでした。 

 

ホーネット 

スタートは風がなく一時トップを走っていたが潮流ブイ手前で最後尾を覚悟してしまう順位とな

った。 

だが、南からの風に上手にのり潮流ブイは2番目で通過できた。 

その後何とか風をとらえて梶島ブイへ。アルミスの後ろからマーク廻航。ホーネットは沖出しで

潮流ブイへアルミスは岸寄りでスピンラン。 

ホーネットはスピンランの途中に海藻がキールかラダーに掛かり走らない！シートを流し清掃し

てもとれない。思い切ってスピンを降ろし艇を止めてようやく取れた。 

再走し DB と同等の走りを回復し順調に走りだし追いついた。しかし、アルミスは大幅に先行、

もやの中だった。 

 

スーパーウェーブⅥ 

今日の乗組員は小生、片言のブラジル人、クルーザー歴4回、同2回の計4名でした。 

レースというより練習及びクルージングを楽しみましたが結局リタイヤ。疲れま

した。 

 

べべ 

今日の風はベベには向かない！ 

梶島ブイに１２時過ぎ。西浦沖１３時２０分。 

この風ではタイムリミットに間にあわない。・・・・・ 

 

 

 

セールＮｏ  艇名  艇種 ＭＲＣ 到着時刻 着順 所要時間 修正時間 順位 

6764 Iyasaka Aiolos 26 0.900  14:19:58 4  7:19:58 6:35:58 1  

4774 Armis 5 J/V9.6CR 1.010  13:54:00 1  6:54:00 6:58:08 2  

5933 Dancing Beens 3 Seam 31 1.007  14:04:24 3  7:04:24 7:07:22 3  

5791 Hornet Seam 31 1.009  14:03:49 2  7:03:49 7:07:38 4  

5550 Super Wave 6 Slot 31  0.983      RET     

4825 BeBe Pioneer 9FR/PB 0.911      RET     

 



「第３回 セマングム国際ヨットレース」 参戦記 

                                Ｂｏｏｍｅｒａｎｇ 代表 沢田一彦 

         

韓国の西海岸埋め立て干拓地＝セマングンム地区に 近未来都市を建設する為の ＰＲ 行事として  国際ヨット

レースが企画され 今年で３回目となりました。 

 日本からは過去２回 長崎のヨットクラブが招待されて参加していましたが 今回は過去６回の韓国の国際レ

ースに参加経験のある「Ｂｏｏｍｅｒａｎｇ］チームに招待状が届き ６月１４日（水）から１９日（月）まで

の６日間 急遽 参加する事になりました。 

招待チームの為 飛行機代＆移動交通費・宿泊費・食事代はすべて主催者の負担で 尚かつ優勝艇には賞金＝₩

３，０００，０００－「スポーツクラス＝Ｊ／２４」が支払われます。 

 韓国のチャーター艇は レースに参加しないヨットを貸し出

す為に 今回もひどいチャーター艇だろうと思っていましたが 

案の定 日本では考えられない状態のチャーター艇（Ｊ／２４）

で 早速船底とキールのシェイプの作業を２日間掛けて行い 

何とかレースに出られる状態に仕上げました。 

  

Ｊ／２４ クラスで・・・初戦トップでフィニッシュしましたが 

２・３戦は２位と 韓国独特の潮流に悩まさ 

れて・・大いに反省・・・ 

翌日の２レースを何とかトップでフィニッシュして 何とか

「スポーツクラス＝Ｊ／２４」で優勝・・・！！  

賞金＝＝₩３,０００,０００－（日本円で税金を差し引かれて 

￥２８０,０００－）を獲得しました。 

  

韓国チームは非常に友好的で 反日感情など全くなく 韓国と日本の親善に少しでも貢献が出来たのではと 

気持よく帰国が出来ました。 



６月スモールポイントレース 

 

4 月 5月が開催できなくて今年初のスモールレース。先週MCC早朝レースに優勝した弥栄が都合で参加出来なく

て集まったのはハニービー、あや、ホープの3艇。 

空梅雨もようやく終わり梅雨模様になり何時降り出してもおかしくない雲行き、風は少なくスモールにはもって

こいというよりやはり少なめ。 

コースは竹島マークの予定だったがスタート間際に風が大きく振れてコース変更。No6赤ブイを上マークにした。 

風の少ない中をポートスタート、いち早く風を拾ったあやが先行、ホープが続くが嫌ってタック、あやもそれに

続いて南に沖出しした。ハニービーは風に嫌われ遅れてスタート先行艇がスターボーに返した後もポートで竹島

方向に伸ばす。 

ホープが先にタックしたがアヤはさらに南へ伸ばし3艇がばらばらのコースになった。少ない風がどのように変

化するかだが結果は中間のホープに。アヤは結果オーバーセールになってしまいホープ、あや、ハニーの順に上

マークを廻航、コースは1往復としてスピンラン勝負、順位は変わらずフィニッシュした。 

成績計算では往路復路分けた計算もしてみた。復路はハニービーが頑張りました。 

 

  ｾｰﾙ 艇  名 TYPE 所属 MRC 到着時刻 着 所要時間 修正時間 順 

 6499 Hope YAM21C SCR 0.817  12:06:10 1  1:06:10 0:54:03 1  

 375 ＡＹＡ Y 21R&CT SCR 0.828  12:07:58 2  1:07:58 0:56:17 2  

 4418 HoneyBee YAM23 SCR 0.844  12:09:22 3  1:09:22 0:58:33 3  

           

往路 6499 Hope YAM21C SCR 0.817  11:40:26 1 0:40:26 0:33:02 1 

 375 ＡＹＡ Y 21R&CT SCR 0.828  11:42:24 2 0:42:24 0:35:06 2 

 4418 HoneyBee YAM23 SCR 0.844  11:46:35 3 0:46:35 0:39:19 3 

           

復路 6499 Hope YAM21C SCR 0.817  11:40:26 3 0:25:44 0:21:01 2 

 375 ＡＹＡ Y 21R&CT SCR 0.828  11:42:24 2 0:25:34 0:21:10 3 

 4418 HoneyBee YAM23 SCR 0.844  11:46:35 1 0:22:47 0:19:14 1 

 

 

24日海陽ヨットハーバーの 

「スナメリを探しに行こう！」 

 

 午前3家族、午後3家族。アクアマリンで大島から

蒲郡航路ブイNo1付近まで周遊。先日の大雨で海に

はごみが多く浮遊。残念ながらスナメリには会えま

せんでしたが良い風に恵まれセーリングは楽しめま

した。 



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 

併催 ＪＳＡＦ外洋東海 クルーザーミーティング 

協力 三谷漁業協同組合・三谷漁港利用者会ヨット部会 

問合せ・申込先 Ｅﾒｰﾙ naka4401@sk2.aitai.ne.jp  FAX 0533-57-4401 

 

 

2017.8.6(Sun)11:00 Start 



夏は海で遊ぼう！スナメリの泳ぐ海を守ろう！！ 

第１９回蒲郡マリンカップ＆ｸﾙｰｻﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 
外洋東海クルーザーミーティングを併催、 夏の海を楽しみましょう。 

 

２０１７．８．６（ＳＵＮ） 

１１：００ ＳＴＡＲＴ！ 

コース 三谷－小島（東）－帆走区域灯標－小島（東）－三谷 
（大島、小島、仏島、三島めぐりレース） 

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。 

 

 

 

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  2017-2020 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６日(日)９：００ 三谷漁港魚市場 

 

申込締切  ７月３０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６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５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 

 体験乗船を一部艇に義務付けます、協力をお願いします。 

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１９回 蒲郡マリンカップヨットレ－ス 参加申込書 

 

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 

        メール 

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 ７月３０日（日）  

申込み先 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 443-0104 蒲郡市形原町三浦町 11-3 

E ﾒｰﾙ naka4401@sk2.aitai.ne.jp 

 

 

 

   ハンディキャップ（修正時間係数）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 

ジェネカー(クルージングスピンを除く)   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。 

当日提出 



第１９回 蒲郡マリンカップヨットレ－ス 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 


