
 
Application of RRS 46 & 75 to Sailor Eligibility  

at Sail Canada Events and Sailing Competitions in Canada 
 

 
The following items are required to show at registration desk check-in to confirm 
eligibility to race. 
1. Sail Canada member card (and valid proof of age for age restricted events); 
Or 
 
2. Proof of membership with a Sail Canada member club or other Sail Canada member 
organization, or other World Sailing member national authority (MNA)*, (and valid proof 
of age for age restricted events); 
 
A sailor without 

● Sail Canada member card, or 

●  proof of membership with a Sail Canada member club or other Sail Canada 

member organization, or 

● proof of membership with other World Sailing member national authority may obtain 

a Right-to-Race card which will be available at the registration desk for a fee. A Right-
to-Race sailor card is valid only until the completion of the event being entered. 
 
Sail Canada member cards are issued by the Provincial Sailing Associations, who 
then issue these to Sail Canada member clubs. Directors or mangers at the clubs then 
issue the cards to their members. 
 
Proof of age - the following are valid forms of proof of age: 

● Valid passport; 

● Provincially issued identification – e.g. drivers’ licence, health card; 

● Municipally issued photo accreditation that includes full name and birth date; 

● School- issued photo accreditation that includes full name and birth date. 

 
Proof of membership with a Sail Canada member club or other organization – 
the following are acceptable means to prove membership or affiliation: 

● Membership card from Sail Canada member club or other organization (or other 

World Sailing MNA) – such card indicating name and type of membership held; 

● Official and original signed document (or copy – facsimile or electronic file) from 

director of the Sail Canada member club or other Sail Canada member organization – 
such document is to be on letterhead of the club or organization, and need name the 
sailors and indicate the nature of the membership or affiliation with that organization; 

● On-site reference to member list on official website of the organization – such list 

will indicate full name and nature of the membership or affiliation. 
 
A list of Sail Canada member clubs and organizations can be accessed in the members’ 
area of the CYA website. 
 
* I.e. US Sailing 
2017-03-08 

  



カナダにおける Sail Canada イベントおよびセーリング競技会での 

セーラー資格への RRS 46および 75の適用 

 
 

レースへの参加資格を確認するには、登録デスクでのチェックイン時に、次のアイテムを提

示する必要がある。 

1. Sail Canada会員カード（および年齢制限のあるイベントにおいては有効な年齢証明）。 

または 

2. Sail Canada会員クラブまたは他の Sail Canada会員団体、または他のWorld Sailing

加盟各国連盟（MNA）*、の会員であることの証明（および年齢制限イベントの有効な年

齢証明）。 

 

下記を所有していないセーラーは、 

●  Sail Canada会員カード、または 

●  Sail Canada会員クラブまたは他の Sail Canada会員団体の会員であることの証明、

または 

●  他のWorld Sailing加盟各国連盟であることの証明、 

レース権利カード（Right-to-Race Card）を取得することができる、それは登録デスクにて有

料で入手可能である。レース権利・セーラーカードは、参加するイベントが完了するまでに

限り有効である。 

 

Sail Canada 会員カードは、各州セーリング協会によって発行され、その後 Sail Canada

会員クラブに発行される。そしてクラブの会長またはマネージャーがその会員にカードを発

行する。 

 

年齢の証明－以下は年齢の証明の有効な形式である： 
● 有効なパスポート； 

● 州発行の身分証明書－例．運転免許証、健康カード; 

● 氏名と生年月日を含む、市発行の写真認定書； 

● フルネームと生年月日を含む、学校発行の写真認定書。 

 

Sail Canada 会員クラブまたは他の団体の会員であることの証明－会員または所属を証
明するため許可される手段は次のとおりである。 

● Sail Canada会員クラブまたはその他の団体（またはその他のWorld Sailing MNA）から

の会員証－会員名と会員の種類を示すカード。 

● Sail Canada 会員クラブまたは他の Sail Canada 会員団体の会長からの正式でオリジ

ナルの署名入り文書（またはコピーーファクシミリまたは電子ファイル）－この文書はクラブ

または団体のレターヘッドがあり、セーラーの名前を付ける必要があり、その団体の会員ま

たは所属の種類を示すものである。 

● 団体の公式 Web サイトに会員リストへのオンサイト参照－このリストは、会員または所

属の完全な名前と種類を示いている。 

 

Sail Canada 会員クラブおよび団体のリストは、CYA ウェブサイトの会員エリアからアクセ

スできます。 

 
*I.e. US Sailing 
2017-03-08 



RRS  

Rule46 PERSON IN CHARGE 

A boat shall have on board a person in charge designated by the member or 

organization that entered the boat. See rule 75. 

 

 

Rule75 ENTERING A RACE 

Rule 75.1 To enter a race, a boat shall comply with the requirements of the 

organizing authority of the race. She shall be entered by 

(a) a member of a club or other organization affiliated to a World 

Sailing member national authority, 

(b) such a club or organization, or 

(c) a member of a World Sailing member national authority. 

 

 

Rule89.1 Organizing Authority 

Races shall be organized by an organizing authority, which shall be  

(a) World Sailing; 

(b) a member national authority of World Sailing; 

(c) an affiliated club; 

(d) an affiliated organization other than a club and, if so prescribed by the national 

authority, with the approval of the national authority or in conjunction with an affiliated 

club; 

(e) an unaffiliated class association, either with the approval of the national authority 

or in conjunction with an affiliated club; 

(f) two or more of the above organizations; 

(g) an unaffiliated body in conjunction with an affiliated club 

where the body is owned and controlled by the club. The national authority of the 

club may prescribe that its approval is required for such an event; or  

(h) if approved by World Sailing and the national authority of the club, an unaffiliated 

body in conjunction with an affiliated club where the body is not owned and controlled 

by the club. 

 

In rule 89.1, an organization is affiliated if it is affiliated to the national authority of the 

venue; otherwise the organization is unaffiliated. However, if boats will pass through 

the waters of more than one national authority while racing, an organization is 

affiliated if it is affiliated to the national authority of one of the ports of call. 

  



引用 RRS 

規則 46 責任者 

艇には、その艇の参加申し込みをしたメンバーまたは団体によって指名された責任者が乗

艇していなければならない。規則 75参照。 

 

規則 75 レースへの参加 

規則 75.1 レースに参加するためには、艇は、レースの主催団体が求める要件に従わなけ

ればならない。艇は、次のいずれかにより参加申し込みをしなければならない。 

(a) World Sailing加盟の各国連盟に加盟するクラブまたはその他の団体のメンバー。 

＜日本においてはＪＳＡＦ加盟団体・特別加盟団体の会員＞ 

(b) 上記のクラブまたは団体。＜ＪＳＡＦ加盟団体・特別加盟団体＞ 

(c) World Sailing加盟の各国連盟の会員。＜ＪＳＡＦの会員＞ 

 

規則 89.1 主催団体 

レースは、次のいずれかの団体からなる主催団体により主催されなければならない。 

(a) World Sailing。 

(b) World Sailing 加盟の各国連盟。＜日本においてはＪＳＡＦ＞ 

(c) 加盟クラブ。＜ＪＳＡＦ加盟団体＞ 

(d) クラブ以外の加盟団体。ただし各国連盟規程に定められている場合には、各国連盟の

承認を得たか、または加盟クラブとの共同主催が必要である。＜ＪＳＡＦ特別加盟団体＞ 

(e) 非加盟クラス協会。ただし各国連盟の承認を得たか、または加盟クラブとの共同主催

が必要である。 

(f) 上記の 2つ以上の団体。 

(g) 加盟クラブにより所有され管理されている非加盟の組織と、加盟クラブとの共同主催。

各国連盟は、このような大会には承認が必要であることを規定することができる。 

(h) World Sailing およびクラブの加盟する各国連盟が承認した場合には、加盟クラブによ

り所有され管理されていない非加盟の組織と、加盟のクラブとの共同主催。 

規則 89.1では、加盟団体とは、その団体が開催地の各国連盟に加盟している場合をい

う。それ以外は非加盟団体である。ただし、艇がレース中に 2つ以上の各国連盟の水域を

通過する場合には、団体がいずれかの寄港地の各国連盟に加盟していれば、加盟団体で

ある。 

 

注： 

＜JSAF加盟団体＞ＪＳＡＦ県連・外洋団体 

＜JSAF特別加盟団体＞艇種別団体・階層別団体・クラブ等団体 

 


