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ISAF Sailor Classification Code Updated With Group 2 To Be Eliminated 
Classification Code is changing and starting from 1 April 2010, the category of Group 2 sailors will be 
eliminated. 

ISAFセーラーセーラーセーラーセーラー分類分類分類分類規定が規定が規定が規定が2010年年年年4月月月月1日日日日からからからから変更され、変更され、変更され、変更され、グループグループグループグループ2ののののカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーがががが削除削除削除削除された。された。された。された。 

すなわち従来のすなわち従来のすなわち従来のすなわち従来のグループグループグループグループ1,2,3はははは、、、、グループグループグループグループ1,3にににに変更された。（新旧規定は下記のとおり）変更された。（新旧規定は下記のとおり）変更された。（新旧規定は下記のとおり）変更された。（新旧規定は下記のとおり） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ISAF Sailor Classification Code （（（（2010年年年年3月月月月31日日日日まで）まで）まで）まで） 

22. ISAF 22. ISAF 22. ISAF 22. ISAF セーラー分類規定セーラー分類規定セーラー分類規定セーラー分類規定 

 

競技者の分類競技者の分類競技者の分類競技者の分類 

22.2 競技者の分類は、次の通りに決定されるものとする。 

    

22.2.1 22.2.1 22.2.1 22.2.1 グループグループグループグループ1111    

(a) 下記に規定された者以外で、グループ1 の競技者は、資格期間を満了し、かつ以下を満たす競技者とする。 

(i) 単に娯楽としてレースに参加している競技者で、その仕事はレースまたはシリーズでの艇の性能を向上

させる知識や技量を必要としない；かつ 

(ii) レースへの参加に関連して報酬を受けなかった；かつ 

(iii) レースと関連して報酬のために自分のサービスを公に誘いもせず、また申し出もしなかった。 

(b) ただし、満24 歳になる前に、資格期間中にグループ2 またはグループ3 の活動に100日以下しか従事しなかっ

た競技者はグループ1 の競技者とし、満18 歳未満の競技者はグループ1 の競技者とする。 

(c) グループ3 でない競技者で、分類の日付前12 か月の間に、その仕事がマリーン・ビジネスまたはマリーン組織に

かかわっていた競技者は次のとおりとする。 

(i) 仕事がレースまたはシリーズでの艇の性能を向上させる知識や技量を利用しないまたは必要としない場

合で、出資者、商売上の相談役、経営者、管理者、または製造労働者であることに限られている場合、グル

ープ1 の競技者とする。ただし、その他の理由でグループ2 または3 の競技者でない場合に限る。 

(ii) 上記 (i) 以外はグループ 2 の競技者とする。 

    

22.2.2 22.2.2 22.2.2 22.2.2 グループグループグループグループ2222    

グループ2 の競技者は、グループ1 の競技者でない競技者で、かつ資格期間中にグループ3の競技者でなかった競

技者とする。 

    

22.2.3 22.2.3 22.2.3 22.2.3 グループグループグループグループ3333    

グループ3 の競技者は、資格期間中に次のいずれかであった競技者とする。 

(a) 次のことを含む仕事で報酬を得ていた。 

(i) レースで競技すること。 

(ii) レースのために艇、その乗員、セールまたは装備の管理、訓練、練習、チューニング、試験、保守または

その他の準備をし、その後その艇またはチーム競技の場合には同じチームの艇で競技したこと。 

(b) 製品またはサービスの広告または販売促進のために、帆走のでき栄え、セール・レースの結果または帆走の評

判と関連して自分の名前または肖像の使用を許可することで報酬を得ていた。 

(c) 自身をグループ3 の競技者として、またはプロのレース・セーラーとして公に認められていた。 

(d) 競技用の艇の提供と関連して報酬を得、その後観覧者として以外でその艇か、チーム競技で同じチームの別の

艇で競技した。 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISAF Sailor Classification Code （（（（2010年年年年4月月月月1日日日日からからからから）））） 

22. ISAF 22. ISAF 22. ISAF 22. ISAF セーラー分類規定セーラー分類規定セーラー分類規定セーラー分類規定 
 

競技者の分類競技者の分類競技者の分類競技者の分類 

22.2 競技者の分類は、次の通りに決定されるものとする： 

    

22.2.1 22.2.1 22.2.1 22.2.1 グループグループグループグループ1111    

(a) 下記に規定された者以外で、グループ1 の競技者は、資格期間を満了し、かつ以下を満たす競技者とする： 

(i) 単に娯楽としてレースに参加している競技者で；かつ 

(ii) その仕事は、レースまたはシリーズでの艇の性能を向上させる知識や技量を必要としない。 

(b) 資格期間中に競技者の仕事がマリーン・ビジネスまたはマリーン組織にかかわっていた競技者はグループ1とす

る、ただし22．2．2の理由によってグループ3 ではないという条件である。 

(c) ただし、満24 歳になる前に、資格期間中にグループ3 の活動に100日以下しか従事しなかった競技者はグルー

プ1 の競技者とし、また満18 歳未満の競技者はグループ1 の競技者とする。 

 

22.2.22.2.22.2.22.2.2222    グループグループグループグループ3333    

グループ3 の競技者は、資格期間中に次のいずれかであった競技者とする。 

(a) 次のことを含む仕事で報酬を得ていた； 

(i) レースで競技すること。 

(ii) レースのために艇、その乗員、セールまたは装備の管理、訓練、練習、チューニング、試験、保守または

その他の準備をし、その後その艇またはチーム競技の場合には同じチームの艇で競技したこと。または、 

(b) 次のことで報酬を得ていた； 

(i) レースのために艇、またはそのセールを供給すること；または 

(ii) レースのために艇、またはそのセールを供給することに関連したサービスすること；そして 

(ⅲ) その後その艇、またはチーム競技の場合には同じチームの艇で競技したこと。 

ただし、艇のオーナーとして、レース競技に艇を支給するために時折チャーター・フィーを得ているグループ1 の競技

者は、自身がその競技会でその艇の舵を持たない場合、グループ1の競技者のままでもよい。競技会がチーム大会

の場合、この制度は、同一のチームにおいて、チャーター艇としてのいかなる艇の舵を持たない場合のみ適用しなけ

ればならない；または 

(c) マリーン・ビジネスまたはマリーン組織において、次の知識や技量を必要とする仕事で報酬を得ていた； 

(i) レースにおいて艇の性能を向上させる能力のある；かつ 

(ii) レース中の艇に乗艇している間、競技者によって利用できる可能性のあるもの；または、 

(d) 次のコーチを含む仕事で報酬を得ていた 

(i) 次のいずれかにおいて、準備または競技のため、競技者、乗組員またはチームのために； 

－オリンピックおよびパラリンピックのセーリング競技および予選大会； 

－地域大会； 

－アメリカス・カップ・マッチ、大会およびシリーズ； 

－グレード１マッチレース大会； 

－ISAFクラスの世界および大陸選手権； 

－ISAF大会； 

－世界または大洋間レース；または 

(ii) ナショナルまたは州または地域チーム；または 

(ⅲ) カレッジまたは大学チームにおける仕事が、競技者の活動に対する主な報酬である；または 

(e) 製品またはサービスの広告または販売促進のために、彼もしくは彼女の帆走のでき栄え、セール・レースの結果

またはセーリングの評判と関連して、自分の名前または肖像の使用を許可することで報酬を得ていた；または 

(f) 彼もしくは彼女自身が、グループ3 の競技者またはプロフェショナル・レーシング・セーラーとして公に認められて

いる。 

 
ISAF Sailor Classification : http://www.sailing.org/classification/ 
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ISAF Sailor Classification Code （（（（By March 31, 2010）））） 
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ISAF Sailor Classification Code （（（（From April 1, 2010）））） 
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各ワンデザイン・クラスのクラス規則各ワンデザイン・クラスのクラス規則各ワンデザイン・クラスのクラス規則各ワンデザイン・クラスのクラス規則（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    
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1.1 CLASSIFICATION - While racing in One Design Class events, the crew including 

skipper, and owner(s), if aboard, shall be composed of Group 1, (Amateur), competitors except 

that not more than 4 crew members may be other than Group 1. Competitor Grouping shall be 

determined by application of the current ISAF Sailor’s Classification Code (See Appendix 4 of 

this Class Rule). Competitors without a current classification, or whose employment 

circumstances have changed, may apply for a new certificate electronically from the ISAF 

website www.sailing.org. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


