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NOTICE TO COMPETITORS 
Notice Number: 

Posted: 

Subject: 

2 

14 October 2022, 19:10:00 

About tracking equipment (delivery and position) 

トラッキングシステム端末について（受け渡し・搭載場所） 

 

The delivery and return of the tracking equipment 

The tracking equipment shall deliver at morning of 15th October, 

and shall be returned after the race of 16th October. 

(After the race of 15th, it shall be kept by each boat) 

 

◆The way to deliver the tracking equipment 

 (It shall be informed at the event “LINE Open Chat”, when it becomes available)  

Teams at Enoshima 

 Receive the tracking equipment at Enoshima Yacht Harbour “Meeting Room F”, no later 

than 10:00. To avoid the three C’s, only one person shall come to receive for each Teams. 

Teams at Hayama-port, Kohama, Morito, Hayama Marina 

  Receive the tracking equipment at front of Hayama-port “Race management room”, no 

later than 10:00. To avoid the three C’s, only one person shall come to receive for each 

Teams. 

◆The way to return the tracking equipment 

 (Return it before the time limit of “Check-in” of the last day of racing)  

Teams at Enoshima 

  Return the tracking equipment to Enoshima Yacht Harbour “Meeting Room F”. 

To avoid the three C’s, only one person shall come to return for each Teams. 

Teams at Hayama-port, Kohama, Morito, Hayama Marina 

  Return the tracking equipment at front of Hayama-port “Race management room”. To 

avoid the three C’s, only one person shall come to return for each Teams. 
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トラッキングシステム端末受け渡し方法について 

トラッカー端末は、10/15 の朝に受け渡し、10/16 のレース終了後に返却とする。 

（初日終了後、トラッカー端末は各艇で保管管理をお願いします。） 

 

◆受け渡し方法（受け渡し準備が出来次第、大会 LINE オープンチャットにて連絡） 

江の島出着艇のチーム 

10 時までに江の島ヨットハーバーF 会議室にてトラッカーをお受け取りください。 

なお、密を避けるため、各団体代表者 1 名が受け取りに来てください。 

葉山港・小浜・森戸・葉山マリーナ出着艇のチーム 

10 時までに葉山港レース運営室前にて、トラッカーをお受け取りください。なお、密を避けるため、各

団体代表者 1 名が受け取りに来てください。 

◆返却方法 （最終日着艇申告時間内に返却ください。） 

江の島出着艇のチーム 

江の島ヨットハーバーF 会議室にてトラッカーをご返却ください。なお、密を避けるため、各団体代表者

1 名が返却ください。 

葉山港・小浜・森戸・葉山マリーナ出着艇のチーム 

葉山港レース運営室前にトラッカーをご返却ください。なお、密を避けるため、各団体代表者 1 名が

返却ください。 

 

The position of the tracking equipment 

420 

 It shall be stock in the spinnaker bag of the port side. 

 To prevent losing, keep it lashed with the rope attached. 

 Do not stock in the transparent pocket to prevent direct daylight. 

Optimist 

 It shall be lashed with the rope attached between hull and air bag of the port side.  
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トラッキングシステム端末搭載場所・方法について 

420 

必ずポート側スピンバックに収納ください。 

艇の転覆や不意の紛失に備えて必ず付属のラニヤードでしっかりと固縛ください。 

スピンバック前面の透明ポケットは直射日光があたりますので絶対に入れないでください。 

 

Optimist 

ポート側のアップバックと艇体の間に、付属のラニヤードを使って落水させないように固定する。 

 

 

Taro KYOGURO  

Race Officer 
 

 

 


