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COVID 19 regulations at events 
 
Question 
How shall COVID-19 government regulations, protocols and guidance be implemented in 
race documents? 
 
Answer 
It is not recommended to include legislation, protocols or guidance from external 
authorities in an event’s rules, as breaches of such legislation are outside the jurisdiction 
of event officials and are subject to changes at short notice. 
 
Most events will need to produce or adopt protocols to ensure compliance with 
government COVID-19 regulations and guidance. 
 
Instructions or requests by an event official based on published guidance, protocols or 
legislation in effect at a venue at any time are likely to be reasonable. Failure by a 
competitor or support person to comply with a reasonable request or instruction may be 
misconduct and may be reported to the protest committee under rule 69. 
 
It is recommended that: 
1. Any specific guidance or protocols that govern the event are published on the official 
notice board in English or in a language that it is reasonable to be understood by all boats 
affected. 
2. Events consider the appointment of an event medical officer to be able to assess any 
symptomatic issues and act in accordance with the event protocols. 
3. The following sailing instructions are added: 

- [DP] Competitors and support persons shall comply with any reasonable 
request from an event official. Failure to comply may be misconduct. 
- Reasonable actions by event officials to implement COVID-19 guidance, 
protocols or legislation, even if they later prove to have been unnecessary, are 
not improper actions or omissions. 
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大会における COVID-19規制 

質問 

COVID-19 に関する政府の規制、プロトコル（実施要綱）、および指針をレース文書において

どのように施行すべきだろうか？ 

回答 

大会の規則に、外部当局からの規制、プロトコル、または指針を含めることは推奨されない、

このような規制の違反は大会役員の管轄外にあり、また急遽変更される場合があるからであ

る。 

 

ほとんどの大会は、政府の COVID-19 規制と指針の遵守を確実におこなうためのプロトコル

の作成または採用する必要がある。 

 

大会会場においていかなる時も有効となる公開された指針、プロトコルまたは規制に基づく

大会役員による指示および要請は、合理的な蓋然性がある。競技者または支援者が合理的な

要求または指示に従わなかった場合は不正行為となる可能性があり、規則 69 に基づきプロ

テスト委員会に報告される場合がある。 

 

次のことを推奨する： 

1.大会を管理する具体的な指針またはプロトコルを、公式掲示板に公開する、掲示は英文ま

たは影響を及ぼすすべての艇が理解できることが合理的な言語による。 

2.大会は、なんらかの徴候を示す問題を判断し、大会プロトコルに従って行動できる大会医

療役員の任命を考慮する。 

3.次の帆走指示書を追加する： 

-[DP] 競技者と支援者は、大会役員からの合理的な要請に従わなければならない。従わなか

った場合、不正行為となる場合がある。 

-COVID-19 指針、プロトコル、または規制を施行するため大会役員による合理的な行動は、

たとえ後日になり不必要であったと立証されたとしても、不適切な行動ではなく、不作為で

もない。 


