
2011 年（平成 23 年度） 第 28 回関関同立定期戦 帆走指示書

１．規則

（１）本大会には､『セーリング競技規則』（以下 RRS という）に定義された規則を適用する。

（２）『全日本学生ヨット連盟規約』『470 学連申し合わせ事頃』『スナイプ級学連申し合わせ事項』を適

用する。

（３）次の規則を追加する。

   ① ケースが同じチーム(大学)艇間であり、接触がなかった場合、第 2 章の規則違反に対しての

ペナルティーはないものとする。

② RRS41 に、以下の文章を追加する。

『ただし、同じチームからの援助を受けることができる。』

③ RRS62.1 に、以下の文章を追加する。

艇は、同じチームの他の艇から受けた損傷または傷害に基づいて救済を求めることはできな

い。

（４）レース公示と本帆走指示書が矛盾する場合､本帆走指示書を優先する。

２．競技者への通告

  競技者への通告は､大会陸上本部前に設置された公式掲示板に掲示する。

３．帆走指示書の変更

    帆走指示書の変更は、それが発効する当日の最初のレースの予告信号の 60 分前までに公式掲

示板に掲示する。また海上で変更する場合は運営艇より、口頭で指示伝達することがある。ただし、

レース日程の変更は発効する前日の 17：00 までに掲示する。

４．陸上で発する信号

（１）陸上で発する信号は､大会陸上本部前に掲揚する。

（２）回答旗が陸上で掲揚された場合､レース信号回答旗中の『1 分』を『50 分以降』に置き換える。この

場合、回答旗が降下されるまで､ハーバーを離れてはならない。

５．レースの日程

（１）レース日程とレース数

①予定されるレース日程とレース数は次のとおりとする。

②それぞれ日の、最初の国際 470 級の予告信号の予定時刻は 09:30 とし､国際スナイプ級はこ

れに続く。レースの延期が長引いている場合及び同じ日に引き続きレースを行う場合､次のレー

スの予告信号は､実施可能となれば直ぐに行う。レースがまもなく始まることを艇に注意を喚起

するために､国際 470 級の予告信号が掲揚される最低 4 分以前に共にオレンジ旗を掲揚する。

③1 日目は、2 日目のレースを繰り上げて行うことがある。

④1 日目は 15 : 00 以降、2 日目は 14:00 以降には予告信号を発しない。

ただし、国際 470 級の予告信号を発した場合には、ゼネラル・リコールがあった場合の新しい予

告信号およびこれに続く国際スナイプ級の予告信号は発する。

６．クラス旗

  クラス旗は次のとおりとする。

     クラス          旗

     国際 470 級    470 旗

     国際スナイプ級  スナイプ旗

７．レース･エリア

日付 国際 470 級 国際スナイプ級

5 月 21 日(土) 7 7
5 月 22 日(日) 6 6
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  添付図 A に、おおよそのレース･エリアの位置を示す。

８．コース

（１）添付図 B の見取図は､レグ間のおおよその角度､通過するマークの順序及びそれぞれのマークの

通過する側を含むコースを示す。

（２）予告信号以前に、レース委員会信号艇(本部船)に、最初のレグのおおよそのコンパス方位を掲示

する。

９．マーク

（１）マーク 1、2、3、4 は､オレンジ色の三角錐のブイとする。

（２）スタート・マークは、スターボードの端となるレース委員会信号艇(本部船)のオレンジ旗を掲げたマ

ストと、ポートの端となるオレンジ色の俵型のブイとする。

（４）フィニッシュ･マークは､レース委員会艇の青色旗を掲げたマストと、ポートの端となるオレンジ色の

俵型のブイとする。

１０．スタート

（１）スタートは RRS26 に従いスタートを行う。

（２）スタート･ラインは､スターボードの端にあるスタート・マーク上のオレンジ旗を掲げたマストと、ポー

トの端にあるスタート・マークの間とする。

（３）予告信号を発せられていない艇は､スタート･エリアを回避しなければならない。

（４）スタート信号の4分より後にスタートする艇は､『スタートしなかった（DNS）』と記録される。この項は

RRS 付則 A4 を変更している。

１１．コースの変更

   スタート後のコースの変更は行わない。

１２．フィニッシユ

   フィニッシュ・ラインは､スターボードの端のフィニッシュ･マーク上の青色旗を掲げたマストと、ポー

トの端にあるフィニッシュ・マークの間とする。

１３．ペナルティー方式

（１）付則 P を適用する。

（２）RRS31 または 44 に基づきペナルティーを履行した艇は､抗議締切時間内に陸上本部において､

『回転報告書』を提出しなければならない。

１４．タイムリミット

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 i『フィニ

ッシュしなかった（DNF）』と記録される｡この項は､RRS35、A4、A5 を変更している。

１５．抗議と救済の要求

（１）抗議の意思を持つ艇は、そのレースにおいてフィニッシュした後に、もしくはリタイアまたはタイムリ

ミットとなった場合にはその後に、速やかにレース委員会信号艇(本部船)へ口頭でその旨を申告

しなければならない。ただし、プロテスト委員会がやむを得ないと判断した場合は、この限りでな

い。

（２）抗議書は、陸上本部で入手できる。抗議は、抗議締切時間内に陸上本部へ提出しなければならな

い。

（３）それぞれのクラスについて､抗議締切時間は､その日の最終レースにおける最終艇のフィニッシュ

後 60 分とする。同じ抗議締切時間をレース委員会とプロテスト委員会がレース･エリアで目撃した

ケースについての抗議及び救済の要求に適用する｡この項は､RRS61.3 と 62.2 を変更している。

（４）競技者による救済の要求の提出期限は、抗議締切時間以内、または当該のケースから 60 分以内

のいずれか遅い方とする。この項は RRS62.2 を変更している。

（５）当事者であるか、または証人として名前があげられている審問にかかわっている競技者に通告す

るために、抗議締切時間後 30 分以内に公示を掲示する。
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（６）指示 13.1 に基づき RRS42 違反のペナルティーを課せられた艇のリストは､抗議締切時間前に掲

示される。

（７）レース委員会またはプロテスト委員会による抗議の公示を RRS61.1(b)に基づき伝えるために掲

示する。

（８）指示 10(3)、13(2)、17(1)、17(2)､18、19、20、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､RRS60.1(a)を変更している。

これらの違反に対するペナルティーは､プロテスト委員会が決めた場合には､失格より軽減すること

ができる。

（９）審問の再開の要求は､それぞれの日の判決を通告された後 30 分以内とする。この項は､RRS66
を変更している。

１６．得点

（１）艇の得点

  ①艇の得点は､全てのレースの得点の合計とする。

  ②参加艇数は､その種目の（参加申込みチーム数×3）とする。

（２）種目別の得点

  ①種目別の得点は､チームの艇の全レースの得点の合計とし､より得点の低いチームを上位とす

る。

  ②チームの得点がタイとなった場合には､RRS 付則 A8.1 及び A8.2 の文中の『艇』を『チーム』に置

き換えて解く。

（３）総合の得点

①総合の得点は､種目別の得点の合計とし､より得点の低い大学を上位とする。

②総合の得点がタイとなった場合には､そのチームは同位とする。

（４）本大会が成立するためには、各クラス 1 レースを完了することを必要とする。

１７．安全規定

（１）競技者は海上にいる間は、ライフジャケットまたはその他の適切な個人用浮揚用具を着用しなけ

ればならない｡ただし､衣類の着脱にたずさわる短時間の場合を除く。ウェット･スーツとドライ･スー

ツは､適切な個人用浮力体ではない。この項は､RRS 第 4 章前文及び RRS40 を変更している。

（２）出艇申告と帰着申告

  ①当日のレースに出走しようとする艇は､その日の各クラスの最初のスタート予告信号の 60 分前か

ら陸上本部に用意した出艇申告書を提出しなければならない。

  ②帰着申告は、帰着後直ちに、且つその日の最終レース終了後 60 分以内に陸上本部に提出しな

ければならない。但し、レース委員会において帰着申告の提出期限を延長する場合がある。

  ③レースからリタイアする艇は、できるだけ早くレース委員会（レース委員会艇）に伝えなければなら

ない。海上での通知が不可能で、陸上への帰着が必要な場合は、帰着後速やかに陸上本部に

伝えなければならない。

（３）指示 17(1)(2)に違反した艇には、審問なしに、この違反が認められたその日の全レースに

RRS44.3(c)に規定された計算による 20%の得点のペナルティーを課す。

（４）レース委員会は、危険な状態にあると判断した競技者または艇を救助することができる。救助され

た場合、その艇はリタイアしなければならない。

１８．乗員の交替と、艇および装備の交換

（１）出艇申告後、乗員の交替は、レース委員会の承認なしでは許可されない。

交替の要請は、最初の適当な機会にレース委員会（レース委員会艇）に行わなければならない。

（２）損傷または紛失による艇および装備の交換は、レース委員会の承認なしでは許可されない。

交換の要請は、最初の適当な機会にレース委員会（レース委員会艇）に行わなければならない。

１９．装備と計測のチェック

   艇または装備は、クラス規則、レース公示および帆走指示書に従って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。
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２０．支援艇

（１）チーム･リーダー､コーチその他の支援要員（チーム関係者）の乗艇している支援艇は､指示 20(3)
に基づくレース委員会の要請がない限り、レース中（準備信号からレース終了まで）は､下記に示

すエリアの外側にいなければならない。

（２）指示 20(1)に従わなかった場合､違反した者に関連する全ての艇に対しペナルティーが課せられる

ことがある。

（３）レース委員会信号艇（本部船）またはレース委員会艇に、数字旗 8 が掲揚された場合､『支援艇は､

レースをしているエリアを含む全エリアにおいて､危険な状態にある艇を可能な限り速やかに救助

しなければならない』ことを意味する。

２１．ごみの処分

   艇は海中にごみを捨ててはならない｡ごみはレース委員会艇または支援艇に出すか、自分で持ち

帰らなければならない。

２２．無線通信

   艇は、レース中無線通信を行ってはならず、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。

２３．賞

種目別、および総合の第 1 位～第 3 位のチームへ､賞状、賞品を与える。

２４．責任の否認

競技者は､完全に自己のリスクと責任でこの大会に参加している。（RRS4『レースをすることの決

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的損傷または個人の

負傷もしくは死亡に対する責任を否認する。

以上
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添付図Ａ
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添付図 B

【コース】スタート→１→２→３→１→４→フィニッシュ
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