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1. 適用規則

1.1

1.2

・

1.3

2. 競技者への通告

3. 帆走指示書の変更

4. 陸上で発する信号

4.1 陸上で発する信号は､陸上本部前の信号柱に掲揚される。

4.2

4.3

4.4

4.5

5. ﾚｰｽ日程

5.1 ﾚｰｽは全クラスとも4ﾚｰｽを予定する。

5.2 ﾚｰｽ日程

～ 引き続き3ﾚｰｽ

(天候その他により日程を変更することがある)

5.3

5.4

5.5

帆　走　指　示　書

電子的計時装置と電子的コンパスは許される。但し、データを相互に関連づける
どのような機能も持ってはならない。

帆走指示書(以下｢指示｣という)の変更は､それが発効する当日の8：30までに掲示される。但
し、  ﾚｰｽの日程の変更は､それが発効する前日の19：00までに掲示される。

競技者への通告は､陸上本部に設置された公式掲示板に掲示される。

赤色旗がｸﾗｽ旗の上に掲揚された場合､そのｸﾗｽのみに当該信号が適用される。

赤色旗が音響信号2声と共に掲揚された場合は､｢出艇を禁止する｣ことを意味
し、音響信号1声とともに降下された場合は、「出艇を禁止を解除する。予
告信号は、この旗の降下後30分以降に発せられる。」ことを意味する。

最初のレースのスタート予告信号時刻月日

本大会は『ｾｰﾘﾝｸﾞ競技規則２００９－２０１２』（以下「RRS」という）に定義された「規則」
を適用する。

ｽﾀｰﾄはFJ級男女、ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SR男女の順で行う。但し、レース委員会は、ﾚｰｽ進行
上の理由により、ｽﾀｰﾄ順を変更することがある。

Y旗が陸上で掲揚された場合、水上にいる間は常にRRS40を適用する。この項は
RRS第4章前文を変更している。

10/24（日） 10:254ﾚｰｽ

回答旗が陸上で掲揚された場合､RRSﾚｰｽ信号『回答旗』中の｢1分｣を｢30分以
降｣と置き換える。

予定ﾚｰｽ数

国際FJ級クラス規則については2004年改定版を適用する。但し、クラス規則Ｃ．5.1
（ｂ）（1）については、以下を適用する。(2007.7.1改定公示）

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SRについては200９年4月改訂版を適用する。

ﾚｰｽが海上にて引き続き行われる場合は､ﾚｰｽ･ｺﾐｯﾃｨｰ･ｼｸﾞﾅﾙﾎﾞｰﾄ（以下本部船と
いう）に、次のﾚｰｽの最初にｽﾀｰﾄするｸﾗｽの予告信号時刻を掲示する。

引き続きのﾚｰｽが実施されない場合は､ﾌｨﾆｯｼｭ･ﾗｲﾝに位置するﾚｰｽ･ｺﾐｯﾃｨｰ･ﾎﾞｰ
ﾄにAP/H旗またはAP/A旗が掲揚される。



6. クラス旗

ｸﾗｽ旗は次の通りとする。

7. レース･エリア及びスタート･エリア

7.1 別添図Aにﾚｰｽ･ｴﾘｱの位置を示す。

7.2

8. コース

S-1-2-3-1-3-F

S-1-2-3-F

9. マーク

9.1 ﾏｰｸ1､2及び3は､黄色円筒形ﾌﾞｲである。

9.2

10.スタート

10.1 ﾚｰｽは､RRS26を用いて以下のようにｽﾀｰﾄさせる。

この項はRRS26を変更している。
10.2

10.3

10.4

11. フィニッシュ

ｽﾀｰﾄ･ﾏｰｸ及びﾌｨﾆｯｼｭ・ﾏｰｸは本部船と､黄色円筒形のブイの間とする。

ｽﾀｰﾄ･ﾗｲﾝは､ｽﾀｰﾄ･ﾏｰｸ上で本部船ｵﾚﾝｼﾞ旗を掲揚しているﾎﾟｰﾙとｱｳﾀｰﾏｰｸの間
とする。

ｸﾗｽ旗降下

ｽﾀｰﾄ･ｴﾘｱは､ｽﾀｰﾄ･ﾗｲﾝの風上側･風下側にそれぞれ50m､ｽﾀｰﾄ･ﾏｰｸのﾎﾟｰﾄ及びｽ
ﾀｰﾎﾞｰﾄﾞの端から外側へそれぞれ50mの四角で囲まれたｴﾘｱと定義する。

FJ級

P旗･I旗･Z旗・IZ旗・黒色旗の掲揚

ｽﾀｰﾄ信号後、4分より後にｽﾀｰﾄする艇は､審問なしに『ｽﾀｰﾄしなかった』と記
録される。これは､RRS付則（以下付則という）A4を変更している。

4分

他のﾚｰｽのｽﾀｰﾄ手順の間、予告信号が発せられてない艇は､指示7.2のｽﾀｰﾄ･ｴﾘｱ
を回避しなければならない。

信　号

１声クラス旗掲揚

音響信号 ｽﾀｰﾄまでの時間

１声

1分

ﾌｨﾆｯｼｭ・ﾗｲﾝは､ｽﾀｰﾄ･ﾏｰｸ上でﾚｰｽｺﾐｯﾃｨ・ﾎﾞｰﾄのｵﾚﾝｼﾞ旗を掲揚しているﾎﾟｰﾙとｱｳﾀｰ
ﾏｰｸの間とする。

長音１声

ｽﾀｰﾄ

P旗･I旗･Z旗・IZ旗・黒色旗の降下

旗

１声

予　告

ｺｰｽ

FJ旗(青文字色)

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SR旗

準　備

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SR

5分

FJ級

ＳＲ級

クラス

視覚信号

下図は､各ﾚｸﾞ間の概ねの角度、通過するﾏｰｸの順序、及び各ﾏｰｸの通過する側を含むｺｰｽ
を示す。

0

1　分

m
マーク１ 

マーク2 

マーク3 

マーク１ 

マーク3 

本部船 本部船 

スタート・ライン フィニッシュ・ライン 

マーク３～マーク１ 

１，０００～１，５００ｍ 45° 

45° 

90° 



12.ペナルティー方式

12.1

12.2

13.タイムリミット

13.1

13.2

13.3

14.抗議と救済の要求

14.1

14.2

14.3 抗議の公示

14.4

14.4 抗議の通告

14.5 審問の順序及び待機場所

審問は基本的に抗議受付順に行う。

 

14.6

14.7

14.8

この項は､規則66を変更している。

14.9

当事者は､ﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員会事務局前に待機していなければならない。(b)

審問の場所及び時刻､抗議の当事者､又は証人として指名されたものを競技者に知
らせるため『抗議の通告』を抗議締切時刻後30分以内に掲示する。

各ｸﾗｽに対して、抗議締切時間はその日の最終ﾚｰｽ終了後60分とする。

ﾚｰｽ委員会又はﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員会からの抗議を規則61.1(b)に基づき被抗議艇に伝える
ために､当該委員会は『抗議の公示』を掲示する。

先頭艇がｺｰｽを帆走して、ﾌｨﾆｯｼｭ後15分以内にﾌｨﾆｯｼｭしない艇は、審問なしに
『ﾌｨﾆｯｼｭしなかった（DNF）』と記録される。この項はRRS35、付則A4、A5を変更して
いる。

先頭艇のﾀｲﾑ･ﾘﾐｯﾄは８0分とする。

ｽﾀｰﾄ後概ね30分以内に先頭艇が最初のﾏｰｸに到達しそうにない場合､ﾚｰｽ委員
会はそのﾚｰｽを中止することができる。

審問の再開の要求は､要求する当事者が判決を通告された後20分以内に提出されなければならない。

RRS44.1に基づき回転ペナルティーを履行した艇は､抗議締切時間内にﾌﾟﾛﾃｽﾄ
委員会に回転報告書を提出しなければならない。

ﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員会の判決に対する救済要求は、判決の掲示から20分以内でなければな
らない。これは、RRS62.2を変更している。

抗議書はﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員会事務局で入手できる。抗議は抗議締切時間内に当該事務
局に提出されなければならない。抗議締切時間は掲示する。

指示の10.3､13.2､17.1､17.2､17.4､17.７、18、21､22の違反は､艇による抗議の根拠
とはならない。この項は規則60.1(a)を変更している。これらの違反に対す
るﾍﾟﾅﾙﾃｨｰは､ﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員会が決めた場合は､失格より軽減することができ
る。この指示に基づく裁量のﾍﾟﾅﾙﾃｨｰに対する得点の略語は、DPIとする。

指示13.1に基づき規則42違反を認めたか､またはﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員会により失格とされた
艇のﾘｽﾄは､抗議締切時間前に公式掲示板に掲示される。

RRS42違反艇に対し、付則Pを適用する。

(a)



15.得点

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16.安全規定

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17.乗員の交代と装備の交換

17.1

17.2

18.装備と計測のチェック

艇のｼﾘｰｽﾞの得点はレース得点の合計とする。

出艇・帰着申告は、通報部の出艇帰着申告所において､艇長の署名により行う。出
艇申告はｽﾀｰﾄ予告信号予定時刻の60分前から受付ける。出艇申告は出艇前に完
了しなければならない。帰着申告は帰着後速やかに行わなければならない。その日
の最終ﾚｰｽ終了後は、遅くとも、抗議締切時間内に完了しなければならない。

艇は､安全のためにﾏｽﾄ･ﾄｯﾌﾟに浮力体をつけることができる。

出艇申告違反の場合は直後に行われたﾚｰｽ､帰着申告違反の場合は直前に行わ
れたﾚｰｽ､出艇帰着ともに申告しなかった場合はその間に行われた全てのﾚｰｽに対
してﾍﾟﾅﾙﾃｨｰが与えられる。

ﾚｰｽ委員会及びﾌﾟﾛﾃｽﾄ委員会は､艇及び乗員が危険な状態であると判断した場
合、艇に対して､ﾘﾀｲｱを勧告できる。また緊急救助の必要があると判断した
場合は､競技者の意志に拘わらず強制的に救助を行うことができる。艇は、
救助されたことを、救済の要求の根拠としてはならない。この部分はRRS
62.1(a)を変更している。

損傷または紛失した装備の交換は、ﾚｰｽ委員会の承認なしでは許されない。交換の
要請は、最初の妥当な機会に行わなければならない。

事前に登録された艇の乗員以外の乗員の交代は、正当な理由（乗員の病気怪我
等）と、ﾚｰｽ委員会の書面による事前承認がないかぎり許可されない。

各ｸﾗｽにおいて、大会が成立するためには､1ﾚｰｽが完了しなければならない。

ﾚｰｽをﾘﾀｲｱした艇（出艇しない艇を含む）は､速やかﾘﾀｲｱ報告書を通報部へ提出し
なければならない。なお、海上でﾘﾀｲｱした艇は、可能であれば、ﾚｰｽ・ｺﾐｯﾃｨｰ・ﾎﾞｰﾄ
にその旨を伝えねばならない。

その艇がPTPで､尚且つZFPでもある場合､ZTPとして記録される。

帆走指示書17.3の出艇帰着申告の手続きに誤りのあった艇に対して､ﾚｰｽ委員
会は審問なしにPTPの略語を付し､『確定順位+3点』の得点を記録する。但
し、DNFの艇より悪い得点になることはない。これは付則A5を変更するもの
である。

艇または装備は、各ｸﾗｽ規則と帆走指示書に従っていることを確認するため､いつでも検査さ
れることがある。海上では､艇は、ﾚｰｽ委員会のｲｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄ・ｲﾝｽﾍﾟｸﾀｰまたはﾒｼﾞｬﾗｰにより
検査のために直ちに指定したｴﾘｱに向かうことを指示されることがある。

ﾚｰｽ委員会は、FJ級に対し、ｱﾝｶｰ・ｱﾝｶｰﾛｰﾌﾟの搭載を指示することがある。この場
合、事前に公式掲示板に掲示される。



19.支援艇

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

20.ごみ処理

21.無線通信

22.責任の否認

23.賞

レース公示のとおり､各種目別に賞を与える。

別添図A：レース・エリア

競技者は､完全に自己の責任で大会に参加している。規則4「ﾚｰｽすることの決定」参
照。主催団体は､大会前､大会中または大会後と関連して受けた物理的損害または身
体障害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。

チーム関係者（部長・監督・コーチ・部員・ＯＢ・ＯＧ等）が乗艇している
レース・コミッティー・ボート及び救助艇は、レース中（予告信号から最終
艇フィニッシュまで）以外は、支援艇になり得る。尚、前述以外の支援艇
は、出艇前にレース委員会に出艇届を提出しなければならない。これら全て
の支援艇は、レース中の艇に対し一切支援行為をしてはならない。但し、緊
急救助等の場合はその限りではない。

指示21.1、21.3に従わなかった場合、ﾚｰｽ委員会は、支援艇に関連する全て
のﾚｰｽ艇に対し抗議することができる。

本部船に赤十字旗が掲揚された場合は、指示21.1は適用せず、全ての支援艇
は救助活動に従事しなければならない。この旗はﾚｰｽ中であっても掲揚され
ることがある。

支援艇を出艇させる場合は、ﾚｰｽ委員会に事前に届出なければならない。支
援艇は支給された緑旗を掲揚しなければならない。

艇は離岸してから着岸するまでの間､無線の送受信を行ってはならない。また全ての艇が利
用できない無線通信を受信してはならない。この制限は､携帯電話にも適用する。

艇は、ごみを水中に捨ててはならない。ごみは、支援艇及びﾚ-ｽ・ｺﾐｯﾃｨｰ・ﾎﾞｰﾄに渡
してもよい。

艇及びﾁｰﾑの支援要員は、最初にｽﾀｰﾄするｸﾗｽの準備信号の時刻から全ての艇
がﾌｨﾆｯｼｭするかもしくはﾘﾀｲｱするか、またはﾚｰｽ委員会が延期、ｾﾞﾈﾗﾙ・ﾘｺｰﾙ
もしくは中止の信号を発するまで、艇がﾚｰｽをしているｴﾘｱの外側にいなけれ
ばならない。


