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Meaning of ‘hull’ in the Racing Rules of Sailing 
Situation 
The term ‘hull’ is mentioned in several places in the Racing Rules of Sailing. 
 
Question 1 
What is the applicable definition of ‘hull’? 
 
Answer 1 
The term ‘hull’ is not defined in the Racing Rules of Sailing, therefore, under the 
introduction/terminology which prescribes that other words are used in the sense ordinarily 
understood in the nautical or general use, the definition in The Equipment Rules of Sailing 
for 2021-2024 is appropriate: 
D.1.1 Hull 
The hull shell including any transom, the deck including any superstructure, the internal 
structure including any cockpit, the fittings associated with these parts and any corrector 
weights. 
 
Question 2 
Are bowsprits, fixed or retractable, part of the hull? 
 
Answer 2 
No. See answer 1. 
The Equipment Rules of Sailing rule F.1.4(c)(i), defines bowsprits as hull spars. The 
Equipment Rules of Sailing rule F1.4(c), defines hull spars as spars attached to the hull. 
The Equipment Rules of Sailing definition of hull excludes hull spars, therefore bowsprits, 
whether fixed or retractable, are not part of the hull. 
 
Question 3 
Are the wings of a skiff, fixed or retractable, part of the hull? 
 
Answer 3 
Yes. 
Neither the Equipment Rules of Sailing nor the Racing Rules of Sailing define whether or 
not the wings of a skiff are part of a boat’s hull. Unless the class rules define wings 
otherwise, the wings are considered to be an extension of the deck and therefore part of a 
boat’s hull. 
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セーリング競技規則における「艇体」の意味  

 

状況 

 「艇体」という用語は、セーリング競技規則のいくつかの箇所で言及されている。  

 

質問 1 

 「艇体」の適切な定義は何ですか？  

 

回答 1  

「艇体」という用語は、セーリング競技規則では定義されていない、したがって、他の単語が航海

または一般的な使用で通常理解されている意味で使用されることを規定する導入/用語のもとで

は、セーリング装備規則 2021-2024における定義が適切である：  

D.1.1ハル 

トランサムを含むハル・シェル、上部構造物を含むデッキ、コックピットを含む内部構造物、これら
の部分に取り付けた艤装品および補正おもり。 

 

質問 2  

バウスプリットは、固定式または格納式も、艇体の一部ですか？  

 

回答 2  

いいえ。回答 1を参照してください。  

セーリング装備規則 F.1.4(c)(i)は、バウスプリットをハル・スパー（桁）として定義している。セーリ

ング装備規則 F1.4(c)は、ハル・スパーを艇体に取り付けられたスパーとして定義している。セー

リング装備規則 艇体の定義は、ハル・スパーを除外している、したがってバウスプリットは固定

式か格納式かにかかわらず、 艇体の一部ではない。  

 

質問 3  

スキフのウイングは、固定式または格納式も、艇体の一部ですか？  

 

回答 3  

はい。  

セーリング装備規則またはセーリング競技規則のいずれも、スキフのウイング（翼）が艇の艇体

の一部であるかどうかは定義していない。クラス・ルールでウイングが定義されていない限り、ウ

イングはデッキの延長であり、したがって艇の艇体の一部であるとみなされる。 


