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第5章
抗議、救済、審問、不正行為および上告

A節
• 抗議

• 救済

• 規則69の処置



• 誰が抗議または救済要求ができるのか?

規則 60
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置



次のものが抗議できる：

• 規則 60.1: 艇
• 規則 60.2: レース委員会

• 規則 60.3: プロテスト委員会

規則 60
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置



• どのような場合に艇は抗議したり救済要求
ができるのか?

規則 60.1
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置



• 60.1 艇は、次のことができる。

• (a) 他艇を抗議する。ただし、第2章の規
則または規則31違反の申し立てについ

ては、そのインシデントに関与したか、ま
たは目撃した場合を除き、抗議すること
はできない。

• (b) 救済要求をする。

規則 60.1
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置



• どのような場合にレース委員会は抗議した
り救済要求ができるのか?

規則 60.2
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置



• 60.2 レース委員会は、次のことができる。
• (a) 艇を抗議する。ただし、次のいずれか

からの情報の結果として抗議することはで
きない。 ・救済要求 ・無効となった抗
議 ・その艇の代表者ではない利害関係
のある人物からの報告

• (b) 艇に対する救済を要求する。
• (c) 規則69.2(b)に基づく処置を要請してプ

ロテスト委員会に報告する。

規則 60.2
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置



• どのような場合にプロテスト委員会は抗議
したり救済要求ができるのか?

規則 60.3
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置



• 60.3 プロテスト委員会は、次のことがで
きる。

• (a) 艇を抗議する。ただし、次のいずれか

からの情報の結果として抗議することは
できない。 ・救済要求 ・無効となった
抗議 ・その艇の代表者ではない利害
関係のある人物からの報告

ただし、次の場合には艇を抗議すること
ができる。

規則 60.3
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置



例題

Blue艇は、衝突を回避す

るためベアウエイを強いら
れたので、 Yellow艇に抗

議した。抗議は（必要とさ
れた）抗議旗を掲揚してい
なかったため、無効となっ
た。

プロテスト委員会はYellow
艇を抗議できない。



例題

Yellow艇のみがOCSとし
て識別された。
Yellow艇は救済要求を提
出した。Blue艇は後方に

いたのに失格になってい
ないとの申立てである。

審問において、Blue艇はYellow艇の前方にいたと証言した。
もしそうならYellow艇がOCSなら、Blue艇もOCSだった …...

しかしプロテスト委員会はBlue艇を抗議できない。



• 60.3 プロテスト委員会は、次のことができる。

• (a) 艇を抗議する。ただし、次のいずれかからの情報の

結果として抗議することはできない。 ・救済要求 ・
無効となった抗議 ・その艇の代表者ではない利害関
係のある人物からの報告
ただし、次の場合には艇を抗議することができる。

(1) 艇が傷害または重大な損傷を起こしたかもしれないイン
シデントに関与していることを知った場合。

規則 60.3
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置



例題

Blue艇は急激にコース変更をした、
Yellow艇は抗議旗を掲揚しなかった。

しかし陸上において抗議したが、抗議
締切時刻を過ぎていた。

プロテスト委員会は抗議が無効である
と判決したが、乗員の一人がこの事
故で傷害を被ったことを知った。

プロテスト委員会は、このケースでは、Blue艇を抗議すること
ができる。



• 60.3 プロテスト委員会は、次のことができる。

• (a) 艇を抗議する。ただし、次のいずれかからの

情報の結果として抗議することはできない。 ・救済要
求 ・無効となった抗議 ・その艇の代表者ではない
利害関係のある人物からの報告
ただし、次の場合には艇を抗議することができる。

(1) 艇が傷害または重大な損傷を起こしたかもしれないイン
シデントに関与していることを知った場合。

(2) 有効な抗議による審問の最中、その審問の当事者では
ない艇がそのインシデントに関与し、規則に違反したかもし
れないことを知った場合;

規則 60.3
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置



例題

Blue艇は、接触の結果とし
て、Yellow艇に対し有効な
抗議した。

審問において、プロテスト
委員会は、このプロテスト
の当事者ではないRed艇
に違反があったかも知れ
ないことに気づいた。

プロテスト委員会はRed艇
を抗議することができる。



• 60.3 プロテスト委員会は、次のことがで
きる。

a) …………………………..
b) 救済を考慮するために審問を召集する;

c) 規則69.2(ｂ)に基づき処置する。

規則 60.3
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置



• どのような場合にテクニカル委員会は抗議し
たり救済要求ができるのか?

規則 60.4
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置



規則 60.4
抗議の権利、救済要求の権利、または規則69の処置

• 60.4 テクニカル委員会は、次のことができる。

• (a) 艇を抗議する。ただし、次のいずれかからの情報の結果として

抗議することはできない。 ・救済要求 ・無効となった抗議 ・その
艇の代表者ではない利害関係のある人物からの報告
ただし、次のように判定した場合、艇を抗議しなければならない。

(1) 艇が、規則41, 42, 44, 46を除く、第4章の規則に違反した。

• (2) 艇または個人装備がクラス規則に従っていない。

• (b) 艇に対する救済を要求する。

• (c) 規則69.2(b)に基づく処置を要請してプロテスト委員会に報告
する。



• 艇が抗議しようとする場合、その義務は ?

規則 61
抗議の要件



• 61.1(a) 抗議しようとする艇は、その意思を最初
の妥当な機会に相手艇に伝えなければならない
。抗議がレース・エリアで関与したか、または目
撃したインシデントに関わる場合、艇は、「プロテ
スト」と声をかけ、目立つように赤色旗を掲揚しな
ければならず、それぞれを最初の妥当な機会に
行わなければならない。その艇は、レース中でな
くなるまで、赤色旗を掲揚しておかなければなら
ない。ただし,……

規則 61.1
抗議の要件－被抗議者に伝えること



• …... 抗議艇が赤色旗を掲揚したり、
“プロテスト”と声をかけたりする義務が
ないケースはあるのか?

規則 61.1
抗議の要件－被抗議者に伝えること



• 61.1 …..続き,……
(1) 相手艇が声をかけられる距離以上に離れている場合には、抗議する

艇は声をかける必要はないが、その意思を最初の妥当な機会に相手
艇に伝えなければならない。

(2) 艇体の長さが6メートル未満の艇は、赤色旗を掲揚する必要はない。

(3) インシデントが、コースの帆走に関する相手艇の誤りであった場合に
は、声をかけることや赤色旗の掲揚は不要だが、その意思を、相手
艇のフィニッシュ前か、フィニッシュ後の最初の妥当な機会に、相手艇
に伝えなければならない。

(4) インシデントの結果、いずれかの艇の乗員が危険な状態になったか、
または抗議しようとしている艇にとって明らかな傷害や重大な損傷が
起こった場合には、この規則の要件はその艇には適用されないが、
抗議の意思を，規則61.3の締切時刻までに、相手艇に伝える努力を
しなければならない。.

規則 61.1
抗議の要件－被抗議者に伝えること



• レース委員会、テクニカル委員会またはプ
ロテスト委員会が抗議しようとする場合、そ
の義務は ?

規則 61.1
抗議の要件－被抗議者に伝えること



• 61.1(b) レース委員会、テクニカル委員会

またはプロテスト委員会がレース・エリアで
目撃したインシデントに関して艇を抗議し
ようとする場合には、レース後、規則61.3
の抗議締切時刻までにその意思を伝えな
ければならない。その他の場合には、抗議
の意思を常識的にできるだけ早くその艇に
伝えなければならない。

規則 61.1
抗議の要件－被抗議者に伝えること



• プロテスト委員会が、規則 60.3(a)(2) に基
づき艇を抗議すると決定した場合、(この審

問の当事者ではない艇が規則に違反した
かも知れない場合）、プロテスト委員会は
どうすべきか?

規則 61.1
抗議の要件－被抗議者に伝えること



• 61.1(c) …….プロテスト委員会が、規則
60.3(a)(2)に基づき、艇を抗議すると決定

した場合には、その意思を常識的にできる
だけ早くその艇に伝え、進行中の審問を閉
会し、規則61.2、63に従って手続きを行い

、元の抗議と新たな抗議の審問を一緒に
行わなければならない。

規則 61.1
抗議の要件－被抗議者に伝えること



• 抗議が有効となるために必要な抗議内
容は何か?

規則 61.2
抗議の要件－抗議内容



• 61.2 抗議内容
抗議は書面で、次のことを特定しなければな
らない。

• (a) 抗議者と被抗議者。

• (b) インシデント。

• (c) インシデントがいつどこで発生したか。

• (d) 抗議者が、違反があったと考える規則。

• (e) 抗議者の代表者の氏名。

規則 61.2
抗議の要件－抗議内容



• ... すると、もし抗議内容が不十分な場合
は?

規則 61.2
抗議の要件－抗議内容



• ただし、(b) の要件が満たされている場合
には、(a)の要件は審問前ならばいつでも
満たすことができ、(d)と(e)の要件は審問
前または審問中に満たすことができる。
(c)の要件もまた、被抗議者に審問の準
備をするための妥当な時間を与えること
を条件に、審問前または審問中に満たす
ことができる。

規則 61.2
抗議の要件－抗議内容



• ... 抗議に含めなければならない、抗議を

提出した後には追加することができない
、抗議が無効となる、唯一の要件は…

規則 61.2
抗議の要件－抗議内容



• 抗議の要件 61.2(b): インシデント

規則 61.2
抗議の要件－抗議内容



• 抗議提出のタイム・リミットは?

規則 61.3
抗議の要件－タイム・リミット



• 61.3 抗議締切時刻
艇による抗議、またはレース・エリアで目撃したインシ
デントに関するレース委員会、テクニカル委員会、もしく
はプロテスト委員会による抗議は、帆走指示書に記載
された抗議締切時刻までに、レース・オフィスに提出さ
れなければならない。

• 帆走指示書に記載がない場合には、抗議締切時刻は
、そのレースでの最終艇のフィニッシュ2時間後とする。
レース委員会、テクニカル委員会、またはプロテスト委
員会によるその他の抗議は、その委員会が当該の情
報を受けた後2時間以内に、レース・オフィスに提出さ
れなければならない。プロテスト委員会は、もっともな
理由がある場合には、その時刻を延長しなければなら
ない。

規則 61.3
抗議の要件－タイム・リミット



62.1 救済要求は何に基づかなければならな
いのか?

規則 62
救済



62.1 救済要求または救済を考慮するとのプロテスト委員会の決定は、レ
ースまたはシリーズにおける艇の得点または順位が、その艇の過失
ではなく、次のいずれかの理由により、明らかに悪くなったかまたは
悪くなるかもしれないという主張または可能性に基づくものでなけれ
ばならない。

(a) 大会のレース委員会、プロテスト委員会、主催団体、またはテクニカ
ル委員会の不適切な処置または不手際。ただし、その艇が審問の当
事者である場合、プロテスト委員会による判決を除く。

(b) 第2章の規則に違反した艇、またはその艇を避けている必要がある
レース中でない船舶の行動により被った傷害または物理的損傷。

(c) 規則1.1に従って救助（自艇またはその乗員に対する救助を除く）を
行ったこと。

(d) 規則2に基づくペナルティー、または規則69.2(h)に基づくペナルティ
ーもしくは警告を受けることとなった、艇またはその乗員の行動。

規則 62.1
救済



• 救済要求には抗議旗が必要か?

規則 62.2
救済



62.2 救済要求は書面でなければならず、要求する理由を

特定していなければならない。救済要求がレース・エリ
アで起こったインシデントに基づくものである場合には
、抗議締切時刻またはそのインシデントから2時間後の

いずれか遅い方までに、レース・オフィスに提出されな
ければならない。

それ以外の救済要求は、要求する根拠を知った後、常
識的にできるだけ早く提出されなければならない。プロ
テスト委員会は、もっともな理由がある場合には、その
時刻を延長しなければならない。赤色旗は必要としな
い。

規則 62.2
救済



62.2 ………
赤色旗は必要としない。

規則 62.2
救済



第5章
抗議、救済、審問、不正行為および上告

B節
• 審問と判決



• 艇は、抗議の審問なしに、ペナルティー
を課せられることがあるのか?

規則 63.1
審問－審問の要件



規則 63.1
審問－審問の要件

63.1 審問の要件
艇または競技者は、規則30.2, 30.3, 30.4, 
64.3(d), 69, 78.2, A5およびP2に規定された場

合を除き、抗議の審問なしにペナルティーを課さ
れることはない。救済の判決は審問なしに行って
はならない。プロテスト委員会は、レース・オフィス
に提出されたすべての抗議または救済要求を審
問しなければならない。ただし、プロテスト委員会
が、抗議または救済要求の取り下げを認めた場
合を除く。



• 抗議審問の関係者はどのように準備した
らよいのか?

規則 63.2
審問－審問の時刻と場所、当事者の準備時間



規則 63.2
審問－審問の時刻と場所、当事者の準備時間

63.2 審問の時刻と場所、当事者の準備時間

すべての審問の当事者は、審問の時刻と場
所を通告され、抗議または救済の情報を入手
でき、また審問の準備のために妥当な時間を
与えられなければならない。



• 抗議審問にはどのようなメンバーが出席
するのか?

規則 63.3
審問－出席する権利



規則 63.3
審問－出席する権利

63.3 出席する権利

(a) 審問のそれぞれの当事者の代表者は、すべての証言の審
問の間出席する権利がある。抗議が第2章、第3章または第
4章の規則違反を主張するものである場合、艇の代表者は

インシデントの時に乗艇していなければならない。ただし、プ
ロテスト委員会が別のことを決めるもっともな理由がある場
合を除く。プロテスト委員会のメンバー以外の証人は、証言
を述べる場合を除き、退席しなければならない。

(b) 抗議または救済要求の審問の当事者が審問の場に現れ

ない場合には、プロテスト委員会は、当事者が出席しなくて
も、抗議または救済要求の判決を行うことができる。当事者
がやむを得ず欠席した場合には、プロテスト委員会は審問
を再開することができる。



• 当事者が出席しなかった場合、審問の再
開ができるのか?

規則 63.3
審問－出席する権利



例題



例題



例題



規則 63.4
審問－利害関係

• プロテスト委員会のメンバーに利害関係者
がいる場合は?

• また利害関係とは具体的にどのようなこと
か?



規則 63.4
審問－利害関係

63.4 利害関係

(a)プロテスト委員会のメンバーは、利害関係の可能性に気付いたら、でき

るだけ早く表明しなければならない。プロテスト委員会のメンバーに利害
関係があると考える審問の当事者は、できるだけ早く異議を申し立てな
ければならない。プロテスト委員会のメンバーが表明した利害関係は、
規則65.2に基づいて提供される、書面による情報に含まなければならな
い。

(b)利害関係のあるプロテスト委員会のメンバーは、審問を行う委員会のメ
ンバーになってはならない。ただし、次のいずれかの場合を除く。

(1) すべての当事者が同意した。

(2) プロテスト委員会が、利害関係は顕著ではないと判断した。

(c)プロテスト委員会は、利害関係が顕著かどうかを判断する際、以下のこ

とを考慮しなければならない。 ・当事者の受け止め方 ・利害関係の程
度 ・大会の水準 ・それぞれの当事者にとっての重要性 ・総合的な観
点からの公平さ （続く）



規則 63.4
審問－利害関係

(d)ただし、World Sailing主要大会、または開催地の各国連盟規程で定
められた大会では、規則63.4(b)は適用されず、利害関係のある人物
はプロテスト委員会のメンバーになってはならない。

定義： 利害関係

ある人物は次の場合、利害関係があるという。

(a) その人物が関与する決定の結果、自身に損得が生じる場合。

(b) 公平である能力に影響を与えうる、個人的または経済的利害関係が
あると、常識的に見ることができる場合。

(c) ある決定に関し、密接な個人的関利害がある場合。



規則 63.4
審問－利害関係

Dave PerryのUnderstanding the Racing Rules of Sailingには『筆者の意見では
、利害関係者としては、Parents (or offspring)（親または子）、Instructors or 
coaches（指導者またはコーチ）、Employers or employees（雇用者または従
業員）およびSponsors or financial contributors（スポンサーまたは資金提供

者）をそうとみなすことができる。通常、ヨットクラブとかヨット協会のメンバーとか同
じ国籍の同僚セーラーは利害関係者とはみなさない。しかしながら、状況にもっと
もな道理があれば、これらの人々が利害関係者と判定されることがある。』とある。
＜付則N3.2: メンバーを、国籍、所属するクラブまたは類似したことを理由として
顕著な利害関係があるとみなしてはならない。＞

またUS Sailing Judges Committeeの資料では、Competitor（選手）,Personal, 
business or family tie to a competitor（選手とつながりのある個人、職場、家
族）, Significant adverse relationship with a competitor（その競技者に著し
い敵意を持つ関係者）, Interest in a competing boat (including a 
syndicate) （競技艇の利害関係者）, Contributions to a syndicate or 
campaign（シンジケートまたはキャンペーンの出資者）を挙げ、反面
Membership in an OA or club（主催団体もしくはクラブのメンバー）およびGiving 
Teatimony（証人）は利害関係者ではないとしている。国内でよくある同窓OB・OG
も当然該当しない。参考にされたい。



規則 63.5
審問－抗議または救済要求の有効性

63.5 抗議または救済要求の有効性

審問の始めに、プロテスト委員会は、抗議または救済要求

がすべての要件を満たしているかどうか判定するために必
要と思われる、すべての証言を取らなければならない。要
件が満たされている場合には、抗議または救済要求は有
効であり、審問を続行しなければならない。満たされていな
い場合には、プロテスト委員会は抗議または救済要求が
無効であることを宣言し、審問を打ち切らなければならない
。抗議が規則60.3(a)(1)に基づき行われた場合には、プロ

テスト委員会は、傷害または重大な損傷が問題のインシデ
ントに起因しているか否かも決定しなければならない。起
因していない場合には、審問を打ち切らなくてはならない。



規則 63.5
審問－抗議または救済要求の有効性

• 抗議・救済要求の有効性とは何か?



規則 63.5
審問－抗議または救済要求の有効性

• 規則61 抗議の要件

• ・61.1 被抗議者に伝えること

• ・61.2 抗議内容

• ・61.3 抗議締切時刻

• 規則62 救済の要件



規則 63.5
審問－抗議または救済要求の有効性



規則 63.6
審問－証言の取得と事実認定

63.6 証言の取得と事実認定

プロテスト委員会は、審問に出席した当事者とそ

の証人の証言、および必要と思われるその他の証
言を取らなければならない。インシデントを目撃し
たプロテスト委員会のメンバーは、当事者が出席
している間に、目撃したという事実を述べなければ
ならず、証言することもできる。審問に出席した当
事者は、証言をするすべての者に質問することが
できる。その後、プロテスト委員会は事実を認定し
、これを判決の根拠としなければならない。



規則 63.7
審問－規則間の矛盾

63.7 規則間の矛盾

2つ以上の規則の間に矛盾があり、プロテスト委員

会が判決する前に矛盾を解決しておかなければな
らない場合には、プロテスト委員会は、影響を受け
るすべての艇に対して最も公平な結果となると考
える規則を適用しなければならない。規則63.7は
、レース公示、帆走指示書、または定義：規則(g）
項に基づく大会を管理するその他の文書の中の
規則間で矛盾がある場合にのみ、適用される。



規則 63.8
審問－異なるレースにおける艇間の抗議

63.8 異なるレースにおける艇間の抗議

異なる主催団体によって運営される、異なるレー

スで帆走している艇間の抗議は、これらの団体に
より認められたプロテスト委員会により審問されな
ければならない。



規則 64.1
判決－ペナルティーと免罪

64.1 ペナルティーと免罪

プロテスト委員会は、抗議の審問の当事者である艇が規則に違反し、

免罪されないと判定した場合、他のペナルティーが適用される場合を
除き、その艇を失格としなければならない。適用規則が抗議の中に述
べられているか否かにかかわらず、ペナルティーを課さなければならな
い。艇がレース中でないときに規則に違反した場合には、その艇のペ
ナルティーはそのインシデントに時間的に最も近く帆走したレースに適
用しなければならない。ただし、

(a)ある艇が規則に違反した結果、他艇に規則違反を強いた場合、他艇
は免罪されなければならない。

(b)艇が適切なペナルティーを履行した場合には、それ以上のペナルティ

ーを課してはならない。ただし、その艇が違反した規則のペナルティー
が、シリーズ得点から除外できない失格である場合を除く。

(c)レースが再スタートまたは再レースとなった場合には、規則36＜再スタ
ート・再レース＞が適用される。



規則 64.1
判決－ペナルティーと免罪



規則 64.2
判決－救済の判決

64.2 救済の判決

プロテスト委員会は、艇が規則62に基づき救済を受ける資

格があると判決した場合、救済を求めたか否かにかかわら
ず、影響を受けたすべての艇に対してできるだけ公平な調
整を行わなければならない。この調整には、艇の得点（いく
つかの例については規則A10参照）またはフィニッシュ時

刻を調整する、レースを中止する、成績をそのままにする、
または別の調整を行うことができる。その事実、または行
おうとする調整によってそのレースまたはシリーズに対して
起こりうる結果について疑問がある場合、特にレースを中
止する前には、プロテスト委員会は適切な情報源からの証
言を取らなければならない。



規則 64.2
判決－救済の判決 付則A

付則A 得点

A10 救済についてのガイダンス

プロテスト委員会がレースでの艇の得点を調整することに

より救済を与えると決定する場合には、次のいずれかの得
点を記録するよう考慮することを勧める。

(a) 問題のレースを除き、その艇のシリーズでの全レースの
平均に等しい小数点以下第1位までの得点（小数点以下
第2位を四捨五入）。

(b) 問題のレースより前の全レースの平均に等しい小数点以
下第1位までの得点（小数点以下第2位を四捨五入）。

(c) 救済が正当とされたインシデントの時点におけるそのレー
スでのその艇の順位に基づく得点。



規則 64.3
判決－クラス規則に関する抗議の判決

64.3 クラス規則に関する抗議の判決

(a) プロテスト委員会は、クラス規則に規定された許容範囲を超える差異が、損傷または通

常の損耗に起因するもので、艇の性能を改善していないと認定した場合、その艇にペナ
ルティーを課してはならない。ただし、その艇はこの差異が修正されるまでは、再度レー
スをしてはならない。ただし、プロテスト委員会が修正を行う妥当な機会がない、または
なかったと判定した場合を除く。

(b) プロテスト委員会は、クラス規則の意味するところに疑問がある場合、その解釈に対して

責任のある機関に当該の事実と共に疑問を照会しなければならない。判決を行う際には
、プロテスト委員会は、その機関の回答に従わなければならない。『日本セーリング連盟
規程2参照』

(c) 艇がクラス規則に基づきペナルティーを課され、その艇が同じ大会のそれ以前のレース

においても同じ規則に違反していたとプロテスト委員会が判定した場合、ペナルティーは
それら全てのレースに対して課すことができる。追加の抗議は必要ない。

(d) クラス規則に基づきペナルティーを課された艇が上告の意思を書面で述べた場合、艇に

変更を加えずにその後のレースで競技することができる。ただし、その艇が上告しなかっ
たか、または上告でその艇に不利に裁決された場合には、その後競技した全てのレース
で、追加の審問なしに失格とされなければならない。

(e) クラス規則にかかわる抗議から生ずる計測費用は、敗訴した当事者が支払わなければ
ならない。ただし、プロテスト委員会が別のことを決定した場合を除く。



規則 64.4
判決－支援者に関する判決

64.4 支援者に関する判決

(a)プロテスト委員会は、審問の当事者である支援者が規則に違反したと
判定した場合、次のことができる。

(1) 警告を与える。

(2) 人物を大会もしくは開催地から排除する、または権利もしくは特典を剥
奪する。

(3) 規則の定めるとおり、プロテスト委員会の権限内で他の処置を行う。

(b)プロテスト委員会は、次のいずれかの判定をした場合、支援者の規則
違反を理由に、艇のある1つのレースにおける得点に、失格またはそれ

以下の変更を加えることによって、競技者にもペナルティーを課すことが
できる。

(1) 支援者の違反の結果、競技者が競技上有利になった可能性がある。

(2) プロテスト委員会が競技者に、ペナルティーを課すことがあると警告し
た後、支援者がさらなる違反を犯した。



規則 64.4
判決－支援者に関する判決

• 支援者とは?



規則 64.4
判決－支援者に関する判決

定義： 支援者

以下に該当する人物を支援者という。

(a) 競技者に物理的または助言的サポートを提供す

る、または提供することができる人物。コーチ、トレ
ーナー、マネージャー、チーム・スタッフ、医師、医
療補助員、または競技中もしくはその準備のため
に競技者とともに働いたり、治療したり、援助したり
するその他の人物、すべてを含む。

(b) 競技者の親または保護者



規則 64.4
判決－支援者に関する判決

• プロテスト審問をもたらす可能性がある
支援者の行動とは?



規則 64.4
判決－支援者に関する判決

プロテスト審問をもたらす可能性がある支援者の行動
■ レース・オフィシャル、ヴォランティアー、他の競技者または支援者を罵
倒したり、圧力をかけたりすること（規則69および/または帆走指示書）

■ 準備信号以降いかなる方法であれ競技者を支援すること（病気、傷害
または危険にある状態を除く）（規則41）
■ 支援艇規程に従わないこと（帆走指示書）

■ 競技艇を指定された艇置き場から移動させること（帆走指示書）

■ 計測された装備を許可なく改変したり、置き換えたりすること（帆走指
示書）

■ 他の競技者の艇を許可なくいじくったり、計測したりすること（規則69）
■ スポーツマンらしくない、またはセーリング・スポーツの名誉を傷つける

ようなデータを広める目的でソーシャル・メディアとか他の媒体物を使用
すること（規則69）



規則 65
当事者その他への通告

65 当事者その他への通告

65.1 プロテスト委員会は、判決を決定した後、審問の当事者に、認

定した事実、適用規則、判決、判決理由および課すペナルティー
または与える救済を速やかに通告しなければならない。

65.2 審問の当事者は、判決を通告されてから7日以内にプロテスト

委員会に書面で求めた場合に限り、上記の情報を書面で受け取
る資格が得られる。プロテスト委員会は、関連がある場合、プロテ
スト委員会が作成または支持したインシデントの見取図を含めて
、情報を速やかに提供しなければならない。

65.3 プロテスト委員会が、クラス規則に基づき艇にペナルティーを

課した場合、該当するクラス規則管理機関に上記情報を送付しな
ければならない。



規則 65
当事者その他への通告

65 当事者その他への通告



規則 66
審問の再開

66 審問の再開

プロテスト委員会は、自ら明らかな誤りを犯したかもしれないと判断した

場合、または妥当な時間内に重要な新しい証拠が得られた場合、審問
を再開することができる。規則71.2またはR5に基づき各国連盟より要求

された場合、プロテスト委員会は審問を再開しなければならない。審問
の当事者は、判決を通告されてから24時間以内に審問の再開を要求す

ることができる。レースを行う最終日では、要求は、次の時間内に提出さ
れなければならない。

(a) 要求する当事者が前日に判決を通告された場合は、抗議締切時間
内。

(b) 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。

審問が再開される場合、プロテスト委員会のメンバーの過半数は、可能
な場合には、元のプロテスト委員会のメンバーとしなければならない。



規則 67
損傷

67 損傷

規則違反によって生じた損傷の問題は、各国連盟

規程がある場合には、その規程に従わなければ
ならない。『日本セーリング連盟規程2参照』

日本セーリング連盟規程2  [規則６７]
セーリング競技規則に定める『規則』の違反行為により生じた損傷に

関する艇の法的責任は、当該インシデントに関与した艇のペナルティ
ーの履行､あるいは審問におけるプロテスト委員会または最高審判委
員会の決定とは別個のものである。



Our fellow 
Japanese 

sailors: 
"ask not what 

your JSAF can 
do for you --
ask what you 

can do for your 
JSAF"
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