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序文

国際フォーミュラ・ウインドサーフィン・クラス規則の目的は、ウインドサーファーが競技でき、国際的に入手可能な多
くの異なったタイプの製造品の一つとしてのクラスを確立することである。
フォーミュラ・ウインドサーフィンの艇体は、管理された製造がなされ、ISAF に登録した製造者によってのみ製造され
なければならない。
艇体付加物、リグおよびセールは計測管理がされる。
フォーミュラ・ウインドサーフィンの艇体は、製造者から出荷されたあとは、クラス規則のセクション C で許可された範
囲内での改造のみが可能である。
レースまたは大会中の装備の使用法を規定する規則は、これらクラス規則のセクション C、セーリング装備規則
<ERS>第１章およびセーリング競技規則<RRS>に含まれている。
この序文は非公式な予備知識を前もって定めているだけであり、国際 Formula Windsurfing クラス規則は次のペー
ジから正式に始まる。

備忘事項：
これらのクラス規則はオープン・クラス規則である、規則がしてはならないと明確に述べていないことは、してもよい
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パート I – 管理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

セクション A – 総則
A.1
A.1.1
A.1.2

言語
クラスの公式言語は英語とし、翻訳上で異議が生じた場合は英文を優先しなければならない。
用語“shall”は義務であり、用語“may”は許可である。

A.2
A.2.1

略語
ISAF
MNA
IFWC
NCA
RRS
ERS

A.3
A.3.1

オーソリティーおよび責任
クラスの国際的なオーソリティーは ISAF である、これらのクラス規則に関するすべての事項で IFWC（国
際フォーミュラ・ウインドサーフィン・クラス）と協同している。
これらのクラス規則に関する義務または法的責任は、ISAF、IFWC、またはその委任した代表者のいずれ
も負わない。

A.3.2

International Sailing Federation
国際セーリング連盟
ISAF Member National Authority
ISAF 加盟国内協会
International Formula Windsurfing Class 国 際 フ ォ ー ミ ュ ラ ・ ウ イ ン ド サ ー フ ィ ン ・ ク ラ ス
National Class Association
国内クラス協会
Racing Rules of Sailing
セーリング競技規則
Equipment Rules of Sailing
セーリング装備規則

A.4
A.4.1

クラスの管理
ISAF はクラスの管理機能を IFWC に委託している。

A.5
A.5.1
A.5.2

ISAF 規則
これらのクラス規則は ERS と関連して読みとらなければならない。
タイトルに使用されている部分を除き、用語が“太字”で印字されている場合は ERS の定義を適用し、用語
が“イタリック体”で印刷されている場合は RRS の定義を適用する。

A.6
A.6.1

クラス規則の変形
クラスの大会においては、－RRS89.1(d)参照－ISAF 規定 26.5(f)を適用する。他のすべての大会におい
ては RRS87 を適用する。

A.7
A.7.1

クラス規則の変更
これらのクラス規則の変更は、ISAF 規定（レギュレーション）に従って、ISAF の承認を条件とする。

A.8
A.8.1

クラス規則の解釈
クラス規則の解釈は ISAF 規定に従ってなされなければならない。
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A9
A.9.1

認可製造者
ボードは、ISAF に登録されたシリーズ製造ボードであり、フォーミュラ・プロダクション・ボード・リストに含ま
れないものは IFWC 大会では競技してはならない。

A.10
A.10.1

セール番号
セール番号は国別に発行されなければならない（すなわち、各国がそれ自体の番号を発行する）。オーナ
ーの国別協会がクラスを管理する場合、オーナーは国別協会にセール番号を申し込まなければならない;
もしそうでなければ NCA<National Class Association>に申し込まなければならない。

セクション B – 装備の有効性
ウインドサーファーにとってレースをする資格を得るには、このセクションの規則に適合しなければならない。
B.1
B.1.2

ハルマーキング（艇体マーク）
ボードは、製造者によって張り付けられた公式の ISAF ロゴを表示しなければならない。

B.2
B.2.1

大会検査（インスペクション）
総則
(a)
RRS78 については、乗員はオーナーとみなされる。
(b)
大会におけるイクイップメント・インスペクターの役割は、これらのクラス規則の遵守を保証する
ことである。イクイップメント・インスペクターが、装備の部品を更なる調査を必要とすると決定し
た場合には、彼らがいかに妥当な検査の方法と考えたとしても、標準または検査のために提供
された他の装備のサンプルとの比較を含めた方法を用いなければならない。この比較が、イン
スペクターが製造時の許容誤差以内であるとみなす以上に偏差を示す場合、このことを調査お
よび装備の適格性の決定のために、ISAF、IFWC および製造者のテクニカル代表者に報告しな
ければならない。この調査が検査に応じる以上に時間を要する場合、オーナーは検査用のため
代替の装備を提出しなければならない。

B.3
B3.1

大会限定マーク
乗員の装備品のすべての部品は、レガッタ装備管理フォームの表に従って管理の対象となり、大会限定
マークが要求される場合、マークをつけなければならない。
装備のいくつかの部品は、2 つの大会限定マークを受けることがある、1 つ目は容易に見える位置に、2 つ
目は磨耗や裂傷から保護される位置に。

B3.2
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パート II –必要条件および制限
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------乗員およびウインドサーファーは、レース中はパート II の規則に適合しなければならない。矛盾がある場合はセクシ
ョン C を優先しなければならない。
パート II の規則はオープン・クラス規則＜規則がしてはならないと明確に述べていないことは、してもよい＞である。
装備の検査は、このパートで変更されている箇所を除き、ERS に従って実施されなければならない。
セクション C – レースでの条件
C.1
C.1.1
C.1.2

C.2
C.2.1
C.2.2

C.2.3

C.3
C.3.1

C.3.2

総則
規則
次の ERS は適用しない： B9 セールのセットの仕方、シートの取り方および交換
制限
レース中は、1 つのフィン、1 つのリグおよび 1 つセールのみを使用しなければならない。
乗員
制限
乗員は１名で構成されなければならない。
会員
乗員は NCA の会員でなければ国内または国際レガッタにおいてレースすることを許可されない。NCA が
ない場合には、乗員は IFWC の会員でなければならない。
ディヴィジョン
(a)
Open（オープン）
(b)
Women（ウーマン）
(c)
Youth（ユース）－競技会の年の 12 月 31 日時点で 20 歳未満
(d)
Junior（ジュニア）－競技会の年の 12 月 31 日時点で 17 歳未満
個人用装備品
浮揚用具
個人用浮力体が規定された場合、各競技者は、最低標準 ISO12402－5 (LEVEL50)に合致した個人用浮
揚用具を着用しなければならない。変更または追加の標準はレース公示または帆走指示書に規定するこ
とができる。
装備重量
(a)
RRS43 の変更として、乗員によって着用または搭載される衣類および装備は、ハーネスを含め
飲料用容器を除き、RRS 付則 H に従って計量された場合、9kg を超えてはならない。
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C.4
C.4.1

広告
制限
広告は ISAF 規定 20‐広告コードにのみに従って表示されなければならない。

C.5
C.5.1

艇体（ハル）
制限
大会中、1 つを超えない艇体を登録し、大会に使用しなければならない、ただし艇体を紛失するか偶然に
修理不能な損傷を被った場合を除く。交換は、レース委員会の承認を得てのみ行うことができる。その場
合レース委員会は交換する艇体に大会限定マークを添付し、交換された艇体に添付されていた大会限定
マークを取り除くか表面を傷つけ読めなくしなければならない。

C.5.2

改造、保守および修理
(a)
艇体の形状、大きい下面の整形または仕上げ塗りの除去は、故意でない損傷の一部分だけを修
理する場合を除いて、許可されない。D1.1 によって要求されるシリアル番号は判読できるよう残し
ておかなければならない。
(b)
デッキ・グリップは、本来のデッキ図面が判読できる条件で、クリアー塗装で本来の状態に戻すこと
ができる。
(c)
損傷したフィン・ボックスは、ボックスと同‘型’のボックスで交換し、本来と同じ位置に置くことのみが
できる。

C.5.3

艇体重量
(a)
艇体重量は、フットストラップおよびフィンを含め、デッキプレートおよび/またはマストベースを除き、
8.5kg 以上でなければならない。
(b)
補正重量は、C5.3(a)に確実に適合するわかりやすい位置にしっかりと取り付けなければならな
い。

C.6
C.6.1

艇体付加物
制限
(a)
大会中、最大 2 枚のフィンを登録し、大会中使用しなければならない、ただし 1 つのフィンが紛失す
るか偶然に修理不能な損傷を被った場合を除く。交換は、レース委員会の承認を得てのみ行うこと
ができる。その場合レース委員会は交換するフィンに大会限定マークを添付し、交換されたフィンに
添付されていた大会限定マークを取り除くか表面を傷つけ読めなくしなければならない。
(b)
フィンのいかなる点から艇体の最も近い点への距離は、700mm を超えてはない。
(c)
フィン以外のいかなる艇体付加物も禁止される。
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C.7

リグ

C7.1

マスト
(a)
構造
(i) マスト・スパの横断断片は円形でなければならない。
(II) プレ－ベントのマストは禁止される。
(b)
寸法
最小
マストの長さ
(c)

C7.2

最大
6250mm

制限
(i) 艇体に装着するマストは、艇体の垂直軸からいかなる方向に少なくとも 90 度マストを曲げること
が可能でなければならない。
(ii) マストは、艇体から取り外すための、クイック・リリース・システムを有していなければならない。

ブーム
(a)
寸法
最小
付属物を除くウイッシュボーン・ブームの
内部の長さ

最大
3010mm

(b)
使用法
取り付ける場合、ハーネス留め具はウイッシュボーン・ブームに取り付けなければならない。
C.8
C.8.1

セール
制限
(a)
大会中、最大 3 枚のセールを、登録し、大会に使用しなければならない、ただし 1 枚のセールが紛
失するか偶然に修理不能な損傷を被った場合を除く。交換は、レース委員会の承認を得てのみ行うことが
できる。その場合レース委員会は交換するセールに大会限定マークを添付し、交換されたセールに添付さ
れていた大会限定マークを取り除くか表面を傷つけ読めなくしなければならない。
(b)
サイズ
最小

最大

Men（メン）

12.5 ㎡

Women（ウーマン）

11.0 ㎡

Youth（ユース）

11.0 ㎡

Junior（ジュニア）

10.0 ㎡
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イクイップメント・インスペクターがセールのエリアについて疑問がある場合、セール・エリア・計算お
よび計測のための ISAF ガイドを使用しなければならない： http//www.sailig.org/9559.php、この
場合セール・エリアの合計で 3.2%の誤差が許可される。
セールの識別
(a)
国を示す文字とセール番号は、長さが 3.5m より小さい艇については RRS 付則 G.1.2、および付則
B2.4 に適合しなければならない。
(ｂ)
主催団体がディヴィジョンの識別の使用を指定する大会においては、識別はクラスを示す印の上
方のセールに表示しなければならない。ウーマンのセールは、セールの両側に、頭部の近くに等辺
のひし形をつけなければならない。各辺の最小の長さは 150mm でなければならない。
(c)

C.8.2

セクション D – 艇体
D.1
D.1.1

総則
識別
艇体は、認可製造者によって張り付けられた永久的な固有シリアル番号を着けていなければならない。

D.1.2

寸法
最少
艇体ビーム

最大
1050mm

有効：
前回発行；2010 年 2 月 12 日
版権：ISAF 2012

翻訳日：2013/06/20
(1)
このクラス規則は、国際フォーミュラ・ウインドサーフィン・クラス協会（IFWCA）発行の CLASS RULES を、
我が国のフォーミュラ・サーファーおよび関係する団体のために、日本ウインドサーフィン協会（Japan
Windsurfing Association）が、JSAF ジャッジの山岡閃氏の協力のもとに、翻訳したものである。
(2)

翻訳に当たっては、クラスの公式言語が英語であるため（クラス規則 A.1.1）、できるだけ原文に忠実に、
かつ用語については統一した表現とするよう努めている。一部理解を容易にするために原文の意味をそ
こなわない範囲で意訳した箇所もある。

(3)

このクラス規則で使用されているセーリング競技規則（RRS）およびセーリング装備規則（ERS）の用語の
日本語訳については、日本セーリング連盟発行の邦訳版にできるだけ合致するよう努めている。

(4)

赤字は 2010 Rules からの変更箇所を示す。
翻訳: 日本ウインドサーフィン協会（Japan Windsurfing Association: JWA）
http://www.jw-a.org/

（注）プリントする場合は、『用紙 A4 サイズ、 冊子印刷（両面）』が適している。
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国際

FORMULA
WINDSURFING
チャンピオンシップ規則
January 2013

翻訳：日本ウインドサーフィン協会（JWA）
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1 総則
1.1 場所
FW Worlds は国際空港の 200km 以内で、車で容易に到達する距離でなければならない。
1.2 パンピング
パンピングが推進の主な方法となる場合、レースは中止しなければならない。
1.3 タイトル
World Championships はディヴィジョンを A, B, D および E で開催するものとする。
2 ディヴィジョン
2.1 性別ディヴィジョン
2.1.1 MEN (A) 男子
2.1.2 WOMEN (B) 女子
2.2 年齢ディヴィジョン
2.2.1 Junior (C) は 17 歳未満の少年または少女;
2.2.2 Youth (D) は 20 歳未満の男子または女子;
2.2.3 Senior (E) は、20 歳以上で 35 歳未満の男子、または 20 歳以上で 30 歳未満の女子;
2.2.4 Master (F) は、35 歳以上の男子、または 30 歳以上の女子;
2.2.5 Grand Master (G) は、45 歳以上の男子、または 40 歳以上の女子;
2.2.6 セーラーは競技会の年の 12 月 31 日時点で、該当する年齢ディヴィジョンの最少年齢制限に達していなければならない。
2.2.7 セーラーは競技会の年の 12 月 31 日時点で、該当する年齢ディヴィジョンの最大年齢制限を超えてはならない。
2.3 体重ディヴィジョン
2.3.1 Lightweight（軽量体重）
75kg 未満のセーラー。
2.3.2 Heavyweight（重量体重）
75kg 以上のセーラー.
2.4 ディヴィジョンの識別
主催団体がディヴィジョンの識別の使用を特定する大会においては、識別をセールのトップ部 の区画に表示しなければならない、
各面の最小の長さは 150mm でなければならない。
WOMEN
赤色ひし形
MEN LIGHT
黒色ひし形
2.5 最少人員
最少 5 名の参加がディヴィジョンを成立するために必要である。
レース数; タイム・リミット; 目標時間；
休息時間；風速
3.1 レース数
3.1.1 フリート・レースでは 1 日 5 レース以下を予定し、レースをしなければならない。
3.1.2 大会シリーズで予定できる最大のレース数は、15 である。
3.1.3 クラスまたはディヴィジョンでチャンピオンシップまたは大会を有効にするために、クラスまたはディヴィジョンによって、最少 3 レー
スを完了しなければならない。
3.2 風速
3.2.1 風速がスタート信号に先立つ間際の間のいかなる時間においても、スタート・エリアで 7 ノット未満の場合、スタートは中止しなけれ
ばならない。
3.2.2 風速は、漂うボートから、海面上おおよそ 2m で測定しなければならない。
3.2.3 レース・オフィサーは、風がきるだけ多くのコース・エリアに亘って計測されることを、確実にしなければならない。
3

3.2.4 レースは適したコンディションで実施しなければならない、また適したコンディションの決定は、レース・オフィサー、またふさわしい
場合はクラス代表者、によってなされなければならない。
3.3 タイム・リミットおよび目標時間
3.3.1 コース・レースの先頭フィニッシュ艇のタイム・リミットは 40 分とする。
3.3.2 最初のマークに到達する各レースの先頭レーサーのタイム・リミットは 12 分とする。
3.3.3 これらのタイム・リミット（上限）のいずれかを超える場合、レースは中止しなければならならず、公式の記録には含めてはならな
い。
3.3.4 それぞれのレースの先頭フィニッシュ後 20 分を超えてフィニッシュするレーサーは、DSQ、BFD、OCS、RAF、RDG、DGM または
DNE と記録される場合を除き、DNF と記録しなければならない。
3.3.5 プレ－ニング・コンディションにおけるコース・レースの目標経過時間は、勝者に対して 15-20 分とする。
3.4 休息時間
3.4.1 バック・ツー・バック（連続した）のレースの場合、 そのフリート/グループのフィニッシュ・ラインが閉鎖してから新しい予告信号の間
の最少休止時間は最少 10 分でなければならない。
3.4.2 最終 4 日または未満の予定されたレガッタを除き、フリート/グループは、バック・ツー・バックで 2 レースを帆走した場合、2 番目の
レースの最終フィニッシュ艇が、次のレースの前に、陸上で最少 20 分の休息時間をとることができるように陸上に返さなければな
らない。
レガッタが 4 日または未満の予定された場合、最大 3 レースをバック・ツー・バックで帆走することができる。
3.4.3 最大 3 レースがチャンピオンシップを有効にするためバック・ツー・バックで帆走することができる。
4

リグの交換
リグの交換の場合、レーサーは新しいリグを取得するために水上からビーチに戻らなければならない。キャディー（運搬人）は許可さ
れない。

5

支給される装備
装備が主催団体によって大会に支給される場合、レース公示でどの装備部品が支給されるかを公表しなければならない。

6 装備の登録
6.1 各レーサーは登録デスクから入手した 1 枚の装備登録フォームを完成し、登録の終了前に返却しなければならない。
6.2 各レーサーは、レガッタでレース中に使用しようとする各フィンおよびセールを明確に確認しなければならない、それに関連するフィン
/セールのサイズ、商標、モデル名を装備登録フォームにリストしなければならない。この処理は登録の終了前に完了しなければなら
ない。
6.3 各レーサーは、レガッタでレース中に使用しようとするボードの一連番号を装備登録フォームにリストしなければならない。この処理
は登録の終了前に完了しなければならない。
7 装備チェックおよび計測
7.1 エクイップメント・インスペクターは、レガッタ中いつでも、装備をチェックし計測することがある。

7.2 レースをフィニッシュ後、海上で、識別されたレーサーは直ちにビーチへ戻り、インスペクターの指示を待たなければならない。
ビーチに到着したとき識別されたレーサーは、インスペクターの指示に従わなければならない。
インスペクターが許可を与えるまで、選定されたレーサーおよびその装備は、コーチまたはサポート要員と接触してはならない。
そう通告されたレーサーは、インスペクターの許可なく、インスペクション・エリアから離れてはならない。指示に従わない場合、結果
として失格となることがある。
8 大会スポンサーの広告
8.1 レーサーが ISAF Regulation（規定）20-広告コードに従う広告を掲載することを要求さている大会において；
a) 各レーサーは主催団体によって交付される広告ステッカーを、ブームのすぐ上方の、できるだけリーチ近くに、背中あわせにつけ
なければならない。
b) レーサーは、いかなる方法でもステッカーを切ったり改作したりしてはならない。
c) 大会主催団体によって交付された Lycra（伸縮性ポリウレタン繊維）ベストは、レースのため海上に向かう時またはレース中、衣服
の外側に着用しなければならない。
d) レーサーが現在参加しているレガッタの大会主催団体によって交付された大会ステッカーおよび/または Lycra ベストのみを、着用
またはセールに掲載することができる。
8.2 大会主催団体 (LOA) はまた、男子および女子のクラスの総合 1 位、2 位および 3 位のレーサーに、色付きの Lycra ベストを着用
し、セールにシール式の識別ディスク（円形物）を掲載することを要求することができる。
a) 関係するレーサーは上記 8.1(c) に従わなければならない;
b) またディスクはレース中セールのセール番号のすぐ上方につけなければならない。
c) レーサーは 1 位、2 位または 3 位を占めなくなった場合、このような識別を掲載したり着用したりしなくてもよい。
d) LOA は、レーサーにこの識別を朝にどこでいつ入手し、各日のレース後どこに返却しなければならないかの指示を公式掲示版に
公示しなければならない。
7.3
7.4
7.5
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9 大会フォーマット
9.1 規則
9.1.1 フォーミュラ大会は、次のフォーマット－コース・レーシング、スラローム、マラソンのいずれかまたはすべてを組み入れることがで
きる単一規則のレース大会である。
9.1.2 2 回戦を超えないスラローム・ラウンドおよび／または 1 回戦のマラソン・レースを、シリーズにおいて予定しなければならない。
9.2 フリートまたはグループ・レース
9.2.1 1 つのクラス/ディヴィジョンに参加したレーサーが 60 以下の場合、１つのフリートに統合してレースをしなければならない。
9.2.2 1 つのクラス/ディヴィジョンに参加したレーサーが 61 から 100 の間の場合、クラス・レース・スーパーヴァイザーは、１つのフリート
でレースをするか、予選シリーズのあとに決勝シリーズをするグループ・レースをするかを、決定しなければならない。
9.2.3 1 つのクラス/ディヴィジョンに参加したレーサーが 100 を超える場合、予選シリーズのあとに決勝シリーズをするグループでレース
をしなければならない。
9.2.4 グループ・レースでは、レーサーはほぼ同一の力量の 2 つのグループに分割しなければならない、付則を参照。
9.2.5 クラス・レース・スーパーヴァイザーの決定は最終である。
10 コースおよびコース・エリア
10.1 コース・タイプの選択
推奨されるコースはクラス・ウエブサイト上の ONB（公式掲示版）に公表されている。
10.2 コース・エリア
10.2.1 コース・エリアは‘スタート・ライン’および‘フィニッシュ・ライン’およびその延長を含め、コースから 75 メートル拡張したエリアとして定
義される、これはレース中にレーサーが通常入るところである。
10.2.2 レース中にコース・エリアに入ることは、レース中のレーサーおよび帆走指示書に定義されている公式ボートに限定される。
11 スタート
コース・レースは WCR （ウインドサーフィン・クラス規則）システム 1 に従いスタートさせなければならない。P および Z 旗は使用し
てはならない。
12 安全規定
12.1 中止:
12.1.1 レースからリタイアする競技者は、可能な時は直ちに、コース・エリアを離れる前にレース委員会艇に報告しなければならない。こ
のような報告にもかかわらず、競技者はそのあと、できるだけ早く、ビーチに向かい、本人が直接に、または、レース場所から離
れた陸へ帰着した場合はレガッタ・オフィスに電話によって、直ちにレガッタ・オフィスに報告しなければならない。この指示に従わ
ない場合、結果として RRS 60.2 または 60.3 に基づく行動の結果となることがある。
12.1.2 その日レースに海上に出ない競技者は、最初のスタートに先立ちビーチ・オフィスに通知しなければならない。
12.2 安全システム:
12.2.1 安全システム－“Sign in/ Sign out（サイン・イン/サイン・アウト）”－は大会帆走指示書に定義された場合、強制である。
12.2.2 レースに参加しようとする、各競技者は、レースに出艇する場合、名前/セール番号を、自身でサイン・アウトしなければならない。
12.2.3 陸に戻った場合、各競技者は、陸に戻ったことを証明するために、自身でサイン・インしなければならない…..次のいずれかの時
間に
a) 当該レースのタイム・リミットの終了後、またはバック・ツー・バック（連続した）レースの場合は、クラス/ディヴィジョンの最終レー
ス、のいずれかの 30 分以内、
b) または、レース委員会によって陸に戻る指示がされた 30 分後。
12.2.4 安全システムの各違反のペナルティーは最も近いレースに 5 点を加算しなければならない。
ボードのペナルティー得点は、次の場合は 2 点ペナルティーに変えなければならない、
a) クラス/ディヴィジョン/グループの最初の時のスタートの予告信号前にレース委員会信号艇に報告のサイン・アウトをしなかった
ボード、または
b) クラス/ディヴィジョン/グループの抗議締切時間前にレース・オフィスに報告のサイン・インをしなかった場合、
12.2.5 修正された安全システムがクラス・レース・スーパーヴァイザーによって推奨されることがある。全詳細は帆走指示書に公表され
る。

13 得点
13.1 得点は RRS 2013-2016 – ウインドサーフィン競技規則(WCR)に従って, “低得点方式”を用いて、なされる。
13.2 単独のフリートの 1 を超えるの“ディヴィジョン”レースの場合、競技者はそのレースの“ディヴィジョン”のフィニッシュ順位と同じ得点
となり、公式記録は各“ディヴィジョン”ごとに公表される。
13.3 WCR 付則 A の変更として、フィニッシュ順位なしのレーサーは、フィニッシュし、その後リタイアしたか失格とされたレーサーを含
み、参加したレーサーの数に１以上を順位の得点が記録される….
i. “フリート・レース”においては、そのフリートの競技者の数
ii. “フリート”内の“ディヴィジョン”においては、その“ディヴィジョン” の競技者の数、
iii. “予選シリーズ”においては、その“シリーズ”の最大グループの競技者の数、
iv. “決勝シリーズ”においては、競技者フリート（例えば Gold または Silver) の競技者の数、
13.4 １つのスラローム・ラウンドまたは１つのマラソン・レースは、シリーズの１つのコース・レースとして得点を記録しなければならな
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13.5

い。
WCR 付則 A2 の変更として、各ボードのシリーズ得点は次のように、最も悪い得点を除外した数のレースの得点の合計としなけ
ればならない；
1-3 レース 除外 0、4-6 レース 除外 1、7-10 レース 除外 2 、11-15 レース 除外 3

14 電子機器
14.1 電子機器は、計時能力のみを持つ機器を除き、禁止される。
14.2 GPS の管理された使用 は宣伝用およびメディア目的として許可されることがある。
.
15 公式行事
15.1 レーサーは開会式、表彰式およびレース公示で予定されたその他の公式行事に出席しなければならない。
15.2 妥当な理由なく出席しなかったレーサーは、賞および賞金を剥奪されることがある。
APPENDICES（付則）
Prize Money Split（賞金の配分）
Group Racing（グループ・レース）
st

Effective: 1 January 2013 （発効： 2013 年 1 月 1 日）
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レース公示事例 （Example of Notice of Race）
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1．

規則

1.1
1.2
1.3
1.4

本大会はセーリング競技規則－ウインドサーフィン競技規則（WCR）に定義された規則を適用する。
国際 FORMULA WINDSURFING CLASS（IWFC）チャンピオンシップ規則を適用する。
各国協会規程は適用しない。
使用言語間で矛盾が生じた場合には、英文を優先する。

2．
2.1

広告
セーラーは、主催団体によって選択され提供される広告の表示を要求されることがある。ISAF 規定 20
－広告コードを適用する。
大会ブランドは、水上にいる時は常時、またメディア・インタビュー中および表彰式の間は主催団体の
要請に応じて、身につけていなければならない。

2.2

3．
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.4

ディヴィジョン
性別ディヴィジョン：男子（Men）および女子（Women）
年齢ディヴィジョン：
プロ・キッド（Pro Kid）は 15 歳未満でなければならない（1997 年または以降で、2001 年以前生まれ）
ジュニア （Junior）は 17 歳未満でなければならない（1995 年または以降生まれ）
ユース（Youth）は 20 歳未満でなければならない（1992 年または以降生まれ）
マスター（Master) は 35 歳以上（1975 年または以前生まれの男子）、または 30 歳以上（1980 年また
は以前生まれの女子）
グランド・マスター（Grand Master）は 45 歳以上（1965 年または以前生まれの男子）、または 30 歳以
上（1970 年または以前生まれの女子）
ディヴィジョンが成立するためには、最低 3 名の競技者を必要とする。
フォーミュラ・エクスペリエンス・サブ－ディヴィジョンは、すべての年齢グループで許可される。

《参考》
MEN(A)
男子
WOMEN(B) 女子
Junior(C)
17 歳未満の少年または少女
Youth(D)
20 歳未満の男子または女子
Senior(E)
20 歳以上で 35 歳未満の男子、または 20 歳以上で 30 歳未満の女子
Master(F)
35 歳以上の男子、または 30 歳以上の女子
Grand Master(G) 45 歳以上の男子、または 40 歳以上の女子
＊競技会の年の 12 月 31 日時点で該当する年齢ディヴィジョンの最小年齢に達していなければならない。
＊競技会の年の 12 月 31 日時点で該当する年齢ディヴィジョンの最大年齢を超えてはならない。
4．
4.1
4.2

4.3
4.4

資格および参加
すべての参加者は、ISAF 規定 19－資格コードに合致しなければならない。
競技者は国別クラス協会の会員でなければならない、協会は関係する国際クラス協会、または IWA に
会費を支払う会員でなければならない。
会員手続はサイトで完了できる。
資格のある競技者は、下記でオンライン申し込みができる：
http://www.internationalwindsurfing.com/windsurfing_competion_0028v01.htm
下記を登録時に提出しなければならない。
・ 参加申込書 Original Entry Form – プレ－エントリーとして、登録時にチェックとサインするための
フォーム 1 を提出すること
・ 有効な第三者保険証書
・ 年齢証明書
・ 両親/法的保護者の同意書 Parental/legal Guardian Assent－18歳未満
・ 医学治療許可書 Medical Treatment Permission－18歳未満または両親の医療保険処理
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5．
5.1
5.2
5.3

参加料
必要参加料：、マスター200 ユーロ、ユース 170 ユーロ、ジュニアおよびプロ・キッド 120 ユーロ
40 ユーロ割引が、2011 年 6 月 31 日までに IWA が受けつけた参加者に、差し引かれる。
登録時の参加料支払いは現金（ユーロ）でなければならない、また 20 ユーロの加算料が課せられる。

6．
6.1
6.2
6.3
6.4

レース・フォーマット
チャンピオンシップは、単一規則、コース・レーシング、“オープン・エントリー”大会である。
男子および女子、少年および少女はともにレースすることがある。
競技者は 1 日に最大 4 レース、シリーズで最大 15 レースをしなければならない。
チャンピオンシップが有効となるために、3 レースが必要となる。

7．

レース日程
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日～
年 月 日

1000-1800
1900
1100
1200
10:00

早期到着＆トレーニング
登録＆トレーニング
開会式
受付&スキッパーズ・ミーティング
レーシング
スキッパーズ・ミーティング

年 月 日

7-2
8．
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

9．

1000
スキッパーズ・ミーティング
1700
最終可能の予告信号
1900
表彰式、ディナー＆パーティー
最初の予告信号は各日 11：00 に発せられる、ただし予告信号が 12：00 に発せられる最初の日は除く。
装備およびエクイップメント・インスペクション
プロ・キッド・ディヴィジョンは最大サイズ 8.5 ㎡、ジュニア・ディヴィジョンは最大サイズ 10 ㎡ の セ ー ル
を使用しなければならない。
装備インスペクション・フォームは、登録時に入手できる、競技会のスタート前に大会エクイップメント・イ
ンスペクターに返却しなければならない。
エクイップメント・インスペクションは、大会中いつでも実施することができる。
セール番号－WCR 付則 G を適用する。エクイップメント・インスペクターは、セールの識別規則の順守
に特別の注意をはらう。
主催団体によって別途指示されない限り、ボードおよび装備は大会会場の指定されたエリアから出艇
し、着艇しなければならない。
帆走指示書
帆走指示書（SIs）は受付時に入手できる。SIs の変更は大会のクラス代表者によって承認されなけれ
ばならない。
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10．

コース
コースは、帆走指示書（SIs）に記述される。

11.

プロテスト委員会
プロテスト委員会は、WCR91(a)に従って指名される。

12.

得点
得点は、WCR 付則 A に従い、低得点方式を使用する、ただし除外は IFWC 規則 13.5 に従わなけれ
ばならない。

《参考》
IFWC 規則 13.5： WCR 付則 A2 の変更として、各ボードのシリーズ得点は次のように、悪い得点を除
外した数のレースの得点の合計とする；1-3 レース 除外 0、4-6 レース 除外 1、7-10 レース 除外
2 、11-15 レース 除外 3》
13.

コーチ＆支援艇
コーチおよび支援艇は主催団体に登録しなければならない。支援艇のドライバーは有効な船舶免許お
よび第三者責任保険を所持していなければならない。

14．

安全
各競技者および支援艇のサポートメンバーは、個人用浮揚用具（ライフジャケット）を着用しなければな
らない、ISO12402-5(Lecel50)の最少標準に従っていなければならない。

15.
15.1

賞
賞は適切に構成された各ディヴィジョンの上位 3 名の競技者に授与される。適切に構成された各ディヴ
ィジョンは登録完了後公式掲示版に掲示される。
第 1 位のユースの男子および女子は“2011 フォーミュラ・ウインドサーフィン・ユース・ワールド・チャン
ピオン”と公表される。
第 1 位のマスターズの男子および女子は“2011 フォーミュラ・ウインドサーフィン・マスターズ・ワールド・
チャンピオン”と公表される。
プロ・キッドおよびジュニア・ディヴィジョンの第 1 位の少年および少女、およびグランド・マスター・ディヴ
ィジョンの第 1 位の男子および女子は、“2011 フォーミュラ・ウインドサーフィン（ディヴィジョン）・チャン
ピオン”と公表される。

15.2
15.3
15.4

16.

公式行事
競技者は大会の公式行事に出席することを要請される；しかしながら、主催団体は服装の標準がその
場に相応しくない参加者の入室を拒否することができる。受賞者は表彰式に欠席したことによって賞の
権利を失うことがある。

17.

責任の否認
競技者は自分自身の責任でこの大会に参加する。WCR4－レースすることの決定－参照。主催団体、
大会役員、代表者、スポンサー、スポンサー役員または代表者は、大会の前後または期間中に関係し
こうむった物理的損害または身体障害もしくは死亡に対しいかなる責任も負わない。
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18.

保険
各参加選手/支援艇ドライバーは、大会につき最低 1,000,000 ユーロまたは同等を保証する第三者責
任保険を掛けていなければならない。

19．

名称および肖像の使用権
大会に登録時、競技者は自動的に大会期間中に撮られた自身の映像、写真、動画、テープまたはフィ
ルムのテレビジョンおよびそれらの他の複写物を、随時任意に、作成、使用また展示する使用権を主
催団体に与える。大会は選手が報酬を得ることなく参加するとレース公示および帆走指示書で定義す
る。

20.
20.1
20.2

更なる情報
登録は-----------にあるレース・オフィスで行う。
さらなる情報の連絡先は：--------------------Tel: 999-999-9999
email:xxxxx@yyyyy
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追加情報シート
下記の情報は大会の規則の部分ではない。
すべての情報は大会ウエブサイトに更新される – www.fw2011.dk
A
B
C
D
E

宿泊
航空機/交通/移動
卓越的な気象状況
会場
チャーター

《参考》
「国際 FORMULA WINDSURFING クラス規則(International Formula Windsurfing Class Rules)」および「国
際 FORMULA WINDSURFING チャンピオンシップ規則(International Formula Windsurfing Championship
Rules)」は http://www.wf-j.org/を参照してください。
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2011 FORMULA WINDSURFING (Youth & Masters) WORLD CHAMPIONSHIP
Skive, Denmark
28th August to 3rd September 2011
SAILING INSTRUCTIONS
1. RULES
1.1 The regatta will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing – Windsurfing
Competition Rules (WCR) and the Championship Rules.
1.2 No national authority prescription will apply.
1.3 In case of a discrepancy with the Notice of Race, the Sailing Instructions will take precedence
1.4 If there is a conflict between languages, the English text will take precedence.
1.5 All the competitors, coaches and support personnel shall wear their buoyancy vest at all times while afloat.
This changes Part 4 preamble and WCR 40.
2.

NOTICES TO COMPETITORS
Notices to competitors will be posted on the Official Notice Board located on the window panes of the race
office.

3.

CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS
Any change to the sailing instructions will be posted on the Official Notice Board at least 60 minutes before
the scheduled start of any race on the day that it takes effect, except that any change to the schedule of
races will be posted before 2000 hrs on the day before it will take effect.

4.
4.1
4.2
4.3

SIGNALS MADE ASHORE
Signals made ashore will be displayed at the Official Flag Pole located on the roof of the race office.
When a signal is displayed over a Division flag it applies to that Division only.
When the AP Flag is displayed, ‘1 minute’ is replaced with ‘not less than 30 minutes’. This changes WCR
Race Signals.
4.4 When a Division Flag is displayed, with one sound signal, the warning signal for that Division shall be made
in not less than 20 minutes.
4.5 When the D Flag is displayed the Safety System is in force.
4.6 When ‘AP over H’ is displayed: “Boards shall not leave the beach. Wait for further instructions’. This
changes WCR Race Signals.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

RACE SCHEDULE and FORMAT
The schedule, and format, of races will be as specified in the Notice of Race.
Boys and girls, men and women, shall start together.
‘Back to back’ races shall be run for all divisions.
To alert boards that a race or sequence of races will shortly begin, an Orange Flag may be displayed (with
one sound) at least 4 minutes before a warning signal is displayed. No sound will be made when the
Orange Flag is lowered.
5.5 The warning signal for the last race of each day shall not be made later than 1900hrs, except on the last
day when the last possible warning signal shall be at 1700hrs
6.

DIVISION FLAGS
The division flags will be posted on the Official Notice Board.
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7.

RACING AREA
The racing area is defined as an area extending 75m beyond the course including the
starting line, the finishing line and their extensions, in which a board would normally sail
while racing.

8. COURSES
8.1 The courses to be used shall be published on the ONB, and, at the daily skippers meeting.
8.2 If more than one course option is prescribed for the days racing, no later than the warning signal the Race
Committee Signal Boat shall display the course to be sailed on a white board.
9.

MARKS
The starting marks, finishing marks and marks of the course will be as described on the course diagram.

10. THE START
10.1 Races will be started using WCR 26.1 – System 1.
10.2 The starting line will be between a staff displaying an orange flag on the Race Committee Signal Boat and
an orange flag on the pin end buoy.
10.3 Boards whose warning signal has not been made shall avoid the starting area.
10.4 A board starting later than 4 minutes after her starting signal will be scored Did Not Start. This changes
WCR A4 and A5.
10.5 If flag I has been displayed, and any part of a board, crew or equipment is in the triangle formed by the
ends of the starting line and the first mark during the last minute before her starting signal, she shall
thereafter sail from the course side across an extension to the pre-start side before starting. This
changes WCR 30.1.
10.6 When an individual recall has been signaled, or a board breaks rule 30.3, the Race Committee may
display the sail number(s) on a white board on the back of the Race Committee Signal Boat before the
first board has finished that race. Failure to display the sail numbers(s) will not be grounds for redress.
This changes WCR 62.1(a) and A5.
11. THE FINISH
The finishing line will be as described on the course diagram.
12. PENALTY SYSTEM
A board that has taken a penalty or retired under rule 44.1 shall complete an acknowledgement form at the
Race Office within the protest time limit.
13. TIME LIMITS, TARGET TIMES & REST PERIOD
13.1 The time limits and target times are as follows:
Time limit
40 minutes
Target time
15>20 minutes
Mark 1 time limit 12 minutes
13.2 If no board has passed mark 1 within the Mark 1 time limit, the race will be abandoned.
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A board failing to finish within 20 minutes after the first board in her division sails the course and finishes,
will be scored Did Not Finish (DNF) without a hearing. This changes WCR’s 35, A4 and A5.
13.3 Rest Periods-Back to Back races. The warning signal for a subsequent race on the same day will be made
as soon as practicable, except that the minimum interval between the closing of the finishing line and the
new warning signal for that division will be 10 minutes.
13.4 Rest Periods-Ashore. If two races have been sailed back to back there shall be a rest period of a minimum
of 30 minutes ashore for the last finisher per division in the second race, before the warning signal for
further races.
14. PROTESTS & REQUESTS FOR REDRESS
14.1 Protest forms are available at the Race Office. Protests and requests for redress shall be delivered there
within the appropriate time limit.
14.2 The Protest Time Limit is 45 minutes after the last board has finished the last race of the day for each
division or the Race Committee signals ‘no more racing today’, whichever is later.
14.3 Notices will be posted no later than 30 minutes after the protest time limit to inform competitors of hearings
in which they are parties or named as witnesses. Hearings will be held in the Protest Room, located near
the Race Office.
14.4 Breaches of WCR’s 23.3 and 77 and Sailing Instructions 10.3, 16, 17, 19 & 20 will not be grounds for a
protest by a board, and the penalty may be less than disqualification if the jury so decides. This changes
WCR 60.1(a).
14.5 On the last day of the regatta a request for reopening a hearing shall be delivered:
a. Within the protest time limit if the party requesting reopening was informed of the decision on the
previous day;
b. No later than 30 minutes after the party requesting reopening was informed of the decision on that day.
This changes WCR 66.
14.6 On the last scheduled day of racing a request for redress based on jury decision shall be delivered no later
than 30 minutes after the decision was posted. This changes WCR 62. 2.
15. SCORING
15.1 Scoring will be according to the WCR Appendix A, as amended by the Championship Rules.
15.2 To request correction of an alleged error in the posted races or series results, a board shall complete a
Scoring Enquiry Form available at the Race Office.
16. SAFETY REGULATIONS
16.1 A board that retires from a race shall, if reasonably possible, notify the Race Committee before leaving the
course area and shall report to the Race Office upon arriving ashore.
16.2 Competitors not leaving the site for the day’s racing shall inform the Race Office prior to the first start.
16.3 Safety System. The Safety System, if prescribed, is Championship Rule #12.2.
17 REPLACEMENT OF EQUIPMENT
Substitution of damaged or lost equipment will not be allowed unless approved by the Race Committee.
Requests for substitution shall be made to the Race Committee at the first reasonable opportunity, including
a written request, on the form provided, submitted to the Race Office.
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18 OFFICIAL BOATS
18.1 Race Committee boats shall display a white and blue VOLVO flag.
18.2 Media boats shall clearly display identification.
19 SUPPORT BOATS
19.1 All teams support boats shall conspicuously display the national flag or country code of their country of
origin
19.2 Before the Preparatory Signal of any class, support craft shall have left the course areas and remain
outside the area, except to assist a crew in distress or at the request of the race committee, until after the
finish of the last competitor of the final class racing or the races are postponed or abandoned.
Infringements will be subject to action by the Race Committee which may result in preventing a support
boat from going afloat.
20 TRASH DISPOSAL
Boards shall not put trash in the water. Trash may be placed aboard support and Race Committee boats.
21 PRIZES
21.1 Prizes will be awarded according to the NOR.
21.2 All competitors and coaches are required to attend at the prize giving and closing ceremony. Prize winners
not attending may forfeit their prize.
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帆走指示書事例 （Example of Sailing Instructions）
帆走指示書
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

規則
レガッタはセーリング競技規則－ウインドサーフィン競技規則（WCR）に定義された規則およびチャンピ
オンシップ規則（WCR）を適用する。
各国協会規程は適用しない。
レース公示と矛盾がある場合、帆走指示書を優先する。
使用言語間で矛盾が生じた場合は、英文を優先する。
すべての競技者、コーチおよびサポート要員は水上にいる間は常時浮力ベストを着用しなければな
らない。これは第 4 章前文および WCR 40 を変更している。

2.

競技者への通告
競技者への通告は、レース・オフィスの窓ガラスに設置された公式掲示板に掲示される。

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レースの予定スタートの少なくとも 60 分前に公式掲示
版に掲示される、ただし、レース日程の変更は発効する前日の 2000 時までに掲示される。

4.
4.1
4.2
4.3

陸上で発する信号
陸上で発する信号は、レース・オフィスの屋上に設置された公式フラグ・ポールに掲揚される。
信号がディヴィジョン旗の上に掲揚される場合、そのディヴィジョンにのみに適用する。
AP 旗が掲揚される場合は、‘1 分’を‘30 分以上’に置き換える。これは WCR レース信号を変更してい
る。
ディヴィジョン旗が、音響信号一声とともに、掲揚される場合、そのディヴィジョンの予告信号は 20 分以
降に発せられる。
D 旗が掲揚される場合は、安全システムが実施中である。
“H 旗の上に AP 旗”が掲揚される場合:“ボードはビーチから離岸してはならない。次の指示を待て”。こ
れは WCR レース信号を変更している。

4.3.
4.4.
4.5

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

6.

レース日程およびフォーマット
レースの日程、およびフォーマットはレース公示に明記されたとおりとする。
少年および少女、男子および女子は同一スタートする。
‘バック・ツー・バック’ レースをすべてのディヴィジョンで実施する。
レースまたは連続するレースがまもなく開始することをボードに注意を喚起するため、予告信号が掲揚
される少なくとも 4 分前にオレンジ旗を（音響一声とともに）掲揚することがある。オレンジ旗を降下する
時は、音響は発せられない。
各日の最終レースの予告信号は、1900 を超えて発せられない、ただし最終可能な予告信号が 1700
である最終日は除く。
ディヴィジョン旗
ディヴィジョン旗は公式掲示板に掲示される。
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7.

レース・エリア
レース・エリアは、スタート・ライン、フィニッシュ・ラインおよびその延長線を含み、コースから 75m 広が
ったエリアで、ボードはレース中通常その中で帆走する。

8.
8.1

コース
使われるコースは公式掲示板、およびその日のスキッパーズ・ミーティングで公表しなければならな
い。
もしレース日に 1 を超えるコース・オプションが指示されている場合、予告信号以前にレース委員会信
号艇はホワイト・ボードに帆走するコースを掲示しなければならない。

8.2

9.

マーク
スタート・マーク、フィニッシュ・マークおよびコースのマークはコース見取図に記述のとおりとする。

10.
10.1
10.2

スタート
レースは、WCR26.1－方式 1 を用いてスタートする。
スタート・ラインは、レース委員会信号艇のオレンジ旗を掲揚したポールと、ピン・エンドのブイのオレン
ジ旗の間とする。
予告信号の発せられていないボードは、スタート・エリアを回避しなければならない。
スタート信号の 4 分以降にスタートするボードは、「スタートしなかった（DNS）」と記録される。これは
WCRA4 と A5 を変更している。
もし I 旗が掲揚されている場合、スタート信号前の 1 分間に、ボード、乗員または装備の一部でもスター
ト・ラインの端と最初のマークとで作られる三角形の中にある場合、そのボードはその後スタートする前
に、コース・サイドから、スタート・ラインの延長線を横切り、プレ･スタート･サイドまで帆走しなければな
らない。これは WCR30.1 を変更している。
個別リコールが発せられた場合、またはボードが規則 30.3 に違反した場合、レース委員会は、最初の
ボードがそのレースでフィニッシュする前に、レース委員会信号艇の後方のホワイト・ボードにセール番
号を掲示することがある。セール番号の掲示の落ち度は救済の根拠にはならない。 これは WCR
62.1(a)と A5 を変更している。

10.3
10.4
10.5

10.6

11.

フィニッシュ
フィニッシュ・ラインはコース見取図に記述のとおりとする。

12.

ペナルティー方式
ペナルティーを履行したか、規則 44.1 に基づきリタイアしたボードは、抗議締切時間以内にレース・オ
フィスで確認フォームに記入しなければならない。

13．
13.1

タイム・リミット、目標時間および休息時間
タイム・リミットと目標時間は、次のとおりとする。
タイム・リミット
40 分
目標時間
15>20 分
マーク 1 タイム・リミット 12 分
どのボードもマーク１タイム・リミット内にマーク 1 を通過しなかった場合、レースは中止される。

13.2
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13.3
13.4

13.5

そのディヴィジョンの先頭ボードがコースを帆走してフィニッシュ後 20 分以内にフィニッシュしないボード
は、審問なしにフィニッシュしなかった（DNF）と記録される。これは WCR35、A4 と A5 を変更している。
休息時間－‘バック・ツー・バック’レース。同じ日の引き続き行われるレースの予告信号はきるだけ早く
発せられる、ただし、そのディヴィジョンのフィニッシュ・ラインの閉鎖と新しい予告信号との間の間隔は
最低 10 分とする。
休息時間－陸上。2 レースがバック・ツー・バックで帆走した場合、次のレースの予告信号前に、2 番目
のレースでのそのディヴィジョンで最終のフィニッシュ艇のために、最低 30 分の陸上休息時間をとらな
ければならない。

14．抗議と救済要求
14.1
抗議書は、レース・オフィスで入手できる。抗議および救済要求は妥当な締切時間内に提出しなければ
ならない。
14.2
抗議締切時間は、各ディヴィジョンのその日の最終レースで最終ボードのフィニッシュ後か、レース委
員会が‘本日のレースはない’信号を発した時の、いずれか遅い方の 45 分後とする。
14.3
抗議の通告は、当事者または証人として指名された者を競技者に知らせるため、抗議締切時刻後 30
分以内に掲示する。審問はレース・オフィスの近くの、プロテスト・ルームで行われる。
14.4
WCR23.3 と 77、および帆走指示書 10.3、16, 17、19 と 20 の違反は、ボードによる抗議の根拠とはな
らない、ペナルティーは、ジュリーが決めた場合は、失格より軽減することができる。 これは
WCR60.1(a)を変更している。
14.5
レガッタの最終日では、審問再開の要求は、次の時間内に提出しなければならない。
a.再開を要求する当事者が前日に判決を通告された場合には、抗議締切時間内。
b.再開を要求する当事者がその当日に判決を通告された後 30 分以内。
これは、WCR 66 を変更している。
14.6
レースの最終日には、ジュリーの判決に対する救済要求は、判決の掲示後 30 分以内に提出しなけれ
ばならない。これは WCR 62.2 を変更している。
15
15.1

得点
得点は、チャンピオンシップ規則によって修正された、WCR 付則 A に従わなければならない。

《参考》 IFWC 規則 13.5： WCR 付則 A2 の変更として、各艇のシリーズ得点は、次のように悪い得点を除外し
た数のレースの得点の合計とする；1-3 レース 除外 0、4-6 レース 除外 1、7-10 レース 除外 2 、11-15 レ
ース 除外 3
15.2

掲示されたレースまたはシリーズの成績のミスの訂正を要求するためには、ボードはレース・オフィスで
入手できる得点照会フォームに記入しなければならない。

16
16.1

安全規定
レースからリタイアするボードは、常識的に可能な場合、コース・エリアを離れる前にレース委員会に知
らせなければならない、そして着岸後レース・オフィスに報告しなければならない。
その日のレースで陸から離岸しない競技者は、最初のスタートに先立ってレース・オフィスに報告しな
ければならない。
安全システム。安全システムは、規定された場合、チャンピオンシップ規則#12.1 とする。

16.2
16.3
17

装備の交換
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可されない。交換の要請は、規定
フォームに要請を記入し、レース・オフィスに提出することを含めた、最初の妥当な機会に、レース委員
会に行わなければならない。
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18
18.1
18.2

運営艇
レース委員会艇は白と青の VOLVO 旗を掲揚する
メディア・ボートは識別を明らかに表示する。

19
19.1
19.2

支援艇
すべてのチーム支援艇は自国の国旗または国コードを目立つように掲揚しなければならない。
クラスの準備信号後から、最終クラスのレースの最終競技者がフィニッシュするか、またはレースが延
期もしくは中止されるまで、支援艇はコース・エリアから離れ、エリアの外側にとどまっていなければな
らない、ただし困難な状態の乗員を救助したりレース委員会の要請による場合を除く。この違反は、レ
ース委員会が、支援艇が水上にでることを禁止するができる行動の対象となる。

20

ごみの処理
ボードは、ごみを水中に捨ててはならない。ごみは、支援艇およびレース委員会艇に渡すことができ
る。

21
21.1
21.2

賞
賞は NOR に従って授与される。
すべての競技者およびコーチは表彰式および閉会式に出席することを要請される。欠席した受賞者は
賞の権利を失うことがある。
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RRS 付則 K レース公示ガイド
(Guide to Notice of Race)
－ 大会名 －
－ 日程 －
－ 開催地 －
－ 主催 －
－ 公認 －
－ 協力 －
－ 後援 －
－ 協賛 －
1．規則
1.1
「セーリング競技規則」に定義された規則（RRS）
1.2
「セーリング競技規則 付則 B ウインドサーフィン競技規則（WCR）」
1.3
国際 FORMULA WINDSURFING クラス規則
1.4
国際 FORMULA WINDSURFING チャンピオンシップ規則
2．広告
2.1
各艇は主催団体により提供される広告の表示を要求される場合がある。
3．ディヴィジョン
3.1
MEN(A)
男子
3.2
WOMEN(B)
女子
3.3
Junior(C)
17 歳未満の少年または少女
3.4
Youth(D)
20 歳未満の男子または女子
3.5
Senior(E)
20 歳以上で 35 歳未満の男子、または 20 歳以上で 30 歳未満の男子、
3.6
Master(F)
35 歳以上の男子、または 30 歳以上の女子
3.7
Grand Master(G) 45 歳以上の男子、または 40 歳以上の女子
3.8
競技会の年の 12 月 31 日時点で関係する年齢ディヴィジョンの最小年齢に達していなければならな
い。
3.9
競技会の年の 12 月 31 日時点で関係する年齢ディヴィジョンの最大年齢を超えてはならない。
4．資格および参加
4.1
4.2
4.3
未成年の場合は次の条件を満たすこと。
(a)親権者の承諾を得ている事
(b)引率者が付き添う事。引率者は親権者からの指名を受けていること。
(c)引率者は、複数の艇の引率を兼ねる事ができる。
5．参加申込
6．参加料
7．日程
7-1
レース日程
年 月 日
15:00～17:00 受付、 インスペクション
年 月 日
08:30～
受付、インスペクション
10:00～
開会式、スキッパーズミーティング
11:00
最初のディヴィジョンの予告信号時刻
19:00（予定）
レセプション
年 月 日
09:00～
スキッパーズ・ミーティング
10:00
最初のディヴィジョンの予告信号時刻
16:00（予定） 表彰式
7-2
シリーズは X レースを予定する。
7-3
1 日に実施される最大のレース数は「国際 FORMULA WINDSURFING チャンピオンシップ規則」によ
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る。
8．装備
8.1
大会期間中計測を実施する場合がある。
8.2
セール番号を、張り付けておかなければならない。
8.3
ディヴィジョン識別を表示しておかなければならない。
9．帆走指示書
受付時に配布される。
10. 開催地
11．コース
帆走するコースは、帆走指示書に示される。
12. ペナルティー方式
規則 B4 44.1 に従い、規則 44.2 の 2 回転はタックまたはジャイブを必要としない 1 回の 360 度回転とする。
13．得点
13.1 シリーズが成立するためには、X レースを完了することを必要とする。
13.2 WCR 付則 A2 の変更として、各ボードのシリーズ得点は次のように、悪い得点を除外した数のレースの
得点の合計とする；
1-3 レース 除外 0、4-6 レース 除外 1、7-10 レース 除外 2 、11-15 レース 除外 3
13.3 得点の集計方法は「国際 FORMULA WINDSURFING チャンピオンシップ規則」による。
14．支援艇（サポートボート）
14.1
支援艇を使用する場合は、支援艇の登録を大会受付でおこなうこと。
14.2
支援艇はレスキューボートとみなされ、以下の条件を満たす場合のみ使用を許可する。
(a)参加申し込み時に申請用紙にてレース委員会に仕様を申請し、許可を受けること。申請、許可なき
艇の出艇および定員の半数を超える乗艇は認められない。
(b)常時は支援艇として航行範囲の制限を守り、レース委員会からレスキューボートとしての要請があ
れば、いつでもこれに応じること。この要請があった場合のみ制限範囲内への侵入を認める。
(c)搬入手続きは大会事務局の指示に従うこと。
(d)支援艇はレース委員会が支給する「X 色」旗を掲揚しなければならない。
(e)支援艇は、対人対物賠償責任保険および搭乗者傷害保険に加入していなければならない。
15．安全規定
海上では、常に適当な個人用浮揚用具（ライフジャケット）を着用していなければならない。ウェット・スーツおよ
びドライ・スーツは個人用浮揚用具ではない。個人用浮揚用具の浮力装置が膨張式のものであれば、海上では
常に膨張させた状態で使用しなければならない。
16．賞
17．責任の否認
このレガッタの競技者は自分自身の責任で参加する。規則 4[レースすることの決定]参照。
主催団体は、レガッタの前後、期間中に生じ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。
18．保険の加入
各参加選手は、自己および第三者への賠償を補償できる有効な第三者賠償責任保険に加入していなければな
らない。
－ その他の情報 －
(a)大会事務局
(b)宿泊に関して
(c)交通に関して
(d)「国際 FORMULA WINDSURFING クラス規則 (International Formula Windsurfing Class Rules)」および
「 国 際 FORMULA WINDSURFING CHAMPIONSHIP RULES (International Formula Windsurfing
Championship Rules)」は http://www.wf-j.org/を参照してください。
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RRS 付則 L 帆走指示書ガイド
(Guide to Sailing Instructions)
1. 規則
1-1
「セーリング競技規則」に定義された規則
1-2
「セーリング競技規則 付則 B ウインドサーフィン競技規則（WCR）」
1-3
国際 FORMULA WINDSURFING クラス規則
1-4
国際 FORMULA WINDSURFING チャンピオンシップ規則
1-5
選手はセールにディヴィジョンの識別を取り付けなければならない。
1-6
レース公示と帆走指示書に矛盾が生じた場合は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、レース本部前に設置された公式掲示板に掲示される。
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出艇申告受付開始前に掲示される。ただし、レース日程の変更
は、発効する前日の抗議受付締切時刻までに掲示される。
4．陸上で発する信号
4-1
陸上で発する信号は、レース本部前の信号柱に掲揚される。
4-2
音響信号１声とともに掲揚される D 旗は、「予告信号は D 旗掲揚後 20 分以後に発せられる。艇はこの
信号が発せられるまで離岸してはならない。」ことを意味する。
5．レース日程
5-1
レース日程
年 月 日
年 月 日

5-2
5-3

15:00～17:00 受付、 インスペクション
08:30～
受付、インスペクション
10:00～
開会式、スキッパーズミーティング
11:00
最初のディヴィジョンの予告信号時刻
19:00（予定）
レセプション
年 月 日
09:00～
スキッパーズ・ミーティング
10:00
最初のディヴィジョンの予告信号時刻
16:00（予定） 表彰式
シリーズは 8 レースを予定する。
１日に実施される最大のレース数は、次のとおりとする。

ディヴィジョン
MEN, WOMEN
YOUTH
JUNIOR
5-4
5-5

最大レース数
4

最初のディヴィジョンに続くディヴィジョンの予告信号は、それぞれ前のディヴィジョンのスタート信号と
共に、またはその後に発する。
レースが引続き行なわれる場合、間もなく始まることを艇に注意するために、予告信号を発する前に、レ
ース委員会信号艇は反復音響信号を発する。

6．クラス旗
クラス旗は次のとおりとする。
ディヴィジョン
OPEN

クラス旗
FW 旗
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WOMEN
YOUTH
ＪＵNIOR
7．レース・エリア
（添付図 A 参照）
8．コース
ウインドワード/リーワード・コースとし、見取り図は通過するマークの順序、それぞれのマークをどちら側に見て
通過するかを含むコースを示す。
スタート－マーク①－マーク②－マーク①－マーク②－フィニッシュ

マーク①

マーク②

9．マーク
9-1
マーク①、マーク②およびフィニッシュ・マークはオレンジ色の円筒型ブイとする。
9-2
スタート・マークは黄色の円筒型ブイとする。
9-3
帆走指示書 11「コースの次のレグの変更」に従って用いられる場合の、新しいマーク①およびマーク②
は同色の球形ブイである。再度コースを変更するためにマークを設置する場合には、最初のマークを
使用する
9-4
スタート・マークは、スターボードの端にあるレース委員会信号艇とポートの端にあるスタートマーク・ブ
イとする。
9-5
フィニッシュ・マークは、ポートの端にあるレース委員会信号艇とスターボードの端にあるフィニッシュマ
ーク・ブイとする。
10．スタート
10-1
レースは、規則 26 を用いてスタートさせる。
信 号
視 覚 信 号
予告
クラス旗掲揚
準備
I 旗または黒色旗掲揚
1分
I 旗または黒色旗降下
スタート クラス旗降下

音響信号 スタートまでの時間
1声
5分
1声
4分
長音 1 声
1分
1声
0分

10-2 スタート・ラインは、スターボードの端にあるレース委員会信号艇のオレンジ旗を掲揚したポールと、ポー
トの端のスタート・マークの間とする。
10-3 スタート信号の 4 分以降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。これは規則 A4
を変更している。
11．コースの次のレグの変更
コースの次のレグを変更するために、レース委員会は、新しいマークがまだ設置されていなくても、先頭艇が新
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しいレグを始める前に新しいコンパス方位の掲示とともに信号を発する。なお、レグの長さを示す「＋」および
「－」の掲示は行わない。これは規則 33(b)を変更している。
12．フィニッシュ
フィニッシュ・ラインは、ポートの端にあるレース委員会信号艇のオレンジ旗を掲揚したポールと 、スターボード
の端のフィニッシュ・マークの間とする。
13．タイム・リミット
13-1
先頭艇のタイム・リミットと目標時間は、次の通りとする。
タイム・リミット 40分
最初のマーク タイム・リミット 12分
目標時間
15>20分
13-2
先頭艇がコースを帆走してタイム・リミット内にフィニッシュした場合、そのフィニッシュ後20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。これは規則35、A4、A5
を変更している。
13-3
目標時間通りとならなくても、救済要求の根拠とはならない。これは規則62.1(a)を変更している。
14．抗議と救済要求
14-1
抗議書は、レース本部で入手できる。抗議はその日の最終レース終了後 60 分以内に提出しなければ
ならない。
14-2
抗議は、できるだけ早く、ほぼ受付順に審問される。
14-3
抗議の通告は、審問の場所および時刻、当事者または証人として指名された者を競技者に知らせるた
め、抗議受付締切時刻後 30 分以内に掲示する。
14-4
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規則 61.1(b)にもとづき伝えるために掲示す
る。
14-5
帆走指示書 16、17、19、20、21、24 の違反は、艇による抗議の根拠とはならない。これは規則
60.1(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は、失
格より軽減することができる。
15．順位、得点、及び大会の成立
15-1
シリーズが成立するためには、3 レースを完了することを必要とする。
15-2
WCR 付則 A2 の変更として、各艇のシリーズ得点は、次のように悪い得点を除外した数のレースの得
点の合計とする；
1-3 レース 除外 0、4-6 レース 除外 1、7-10 レース 除外 2 、11-15 レース 除外 3
15-3
得点の集計方法は「国際 FORMULA WINDSURFING チャンピオンシップ規則」による。
16．安全規定
16-1
個人用浮揚用具（ライフジャケット）
競技者は、離岸して着岸するまでの間、衣服または個人装備を一時的に替えたり整えたりする間を除
き、個人用浮揚用具を着用していなければならない。ウェット・スーツとドライ・スーツは個人用浮揚用
具ではない。これは規則第 4 章前文および規則 40 を変更している。
16-2
出艇申告（サイン・アウト）
(a) 出艇申告は、レース本部に備え付けの所定の用紙に艇長が署名しなければならない。
(b) 引続き行なわれる予定のレースの申告は取りまとめて行う。レースが引続き実施されず一旦帰着
した場合は、その後出艇する際に再度出艇申告を行わなければならない。
16-3
帰着申告（サイン・イン）
帰着申告は、当該最終レース終了後 30 分以内にレース本部に備え付けの所定の用紙に艇長が署名
しなければならない。ただし、急病怪我等の場合により乗員が署名できない場合はこの限りでない。
16-4
レースからリタイアした艇は、できるだけ早くレース委員会に伝えなければならない。
17. 装備の交換
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、その委員会に行わなければならない。
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18．装備と計測のチェック
艇または装備は、クラス規則と帆走指示書に従って、いつでも検査されることがある。
19．運営艇
運営艇はオフィシャル旗として

旗を掲揚する。

20．支援艇
チームリーダー、コーチその他の支援要員は、準備信号の時刻からすべての艇がフィニッシュするか、またはレ
ース委員会が延期、ゼネラルリコールもしくは中止の信号を発するまで、レースに影響するエリアにいてはなら
ない。これに違反した場合、その支援艇に関連するすべての艇に対してペナルティーが課せられることがある。
21．無線の使用
緊急の場合を除き、レース中の艇は無線送受信も、すべての艇が利用できない無線通信の受信もしてはならな
い。またこの制限は、携帯電話にも適用する。
22．賞
22-1
22-2 参加艇数に応じて賞を授与する。詳細は公式掲示板に公示する。
23．責任の否認
競技者は、完全に自己のリスクでレガッタに参加している。規則 4「レースをすることの決定」参照｡主催団体は、
レガッタの前後、期間中に生じた物理的傷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。
24．ごみ処理
艇は水中にゴミ等を捨ててはならない。ゴミは各艇が責任持って処理しなければならない。
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