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Situation 
 
According to the sailing instructions marks were to be left to port. Due to insufficient wind the race 
committee shortened the course by displaying flag S with two sounds at a staff on a committee 
boat near the windward mark. 
 
Due to bad anchoring conditions at the starboard side of the mark the committee anchored the 
boat at the port side of the windward mark and so laid the finishing line at the 'wrong side' of the 
mark. 
 
 

 
 
Question 1 
 
Are boats after the race committee has shortened the course still required to leave the mark to 
port and make a hook round finish as boat B (yellow) in the diagram, or is this mark no longer a 
rounding mark but rather a finishing mark so that boats are required to cross the finishing line 
from the course side as boat A (blue) in the diagram? 
 
Answer 1 
 
Because the race committee has signalled a shortened course, the mark is now a finishing mark 
rather than a rounding mark, and boats must cross the finishing line from the course side in 
accordance with the definition Finish. In the diagram, boat A finishes correctly.   
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状況 

帆走指示書に従って、マークをポートで回航することになっていた。不十分な風のために、レー

ス委員会は、風上マーク近くのレース委員会艇上のポールに音響 2 声とともに S 旗を掲揚するこ

とによりコースを短縮した。 

マークのスターボード側にアンカーで固定するには条件が悪いために、レース委員会は、風上マ

ークのポート側でレース委員会艇をアンカーで固定し、従って、マークの「正しくない側」にフ

ィニッシュ・ラインを設定した。 

 
質問 1 

レース委員会がコースを短縮した後、今でもなお艇がマークをポートに見て通過し、見取り図中

の艇 B（イエロー）のようにかぎ回りでフィニッシュする必要があるのか、それともマークはも

はや回航マークではなく、フィニッシュ・マークなので、艇は、見取り図中の A（ブルー）のよ

うにコース・サイドからフィニッシュ・ラインを横切る必要があるのか？  

回答 1 

レース委員会がコース短縮の信号を発したので、そのマークは回航マークというよりもむしろ今

はフィニッシュ・マークであり、艇は、定義『フィニッシュ』に従ってコース・サイドからフィ

ニッシュ・ラインを横切らなければならない。見取り図で、艇 A が正しくフィニッシュしている。 

風

 

コース・サイド 



Question 2  
 
Could the protest committee consider laying the finishing line at the 'wrong side' of the mark an 
improper action of the race committee, refer to case 45 Revised 2007 and decide to score all the 
boats in the order they crossed the finishing line without regard to the direction in which they 
crossed it? 
 
Answer 2 
 
No. As long as the line clearly is at an angle to the course side, the definition Finish gives the 
correct finishing direction, irrespective of which side the finishing vessel is situated.  
 
Had the race committee issued a sailing instruction that required the boats to cross the finishing 
line from the wrong direction, that would have been an improper action, and redress could have 
been considered (see ISAF Case 45).      
 
 
 



質問 2 

プロテスト委員会は、マークの「正しくない側」にフィニッシュ・ラインを設置したことをレー

ス委員会の不適切な処置とみなし、ケース 45 - 2007 年改正版参照、艇がフィニッシュ・ラインを

横切った方向と関係なくラインを横切った順にすべての艇の得点を記録すると判決できるの

か？  

回答 2 

できない。フィニッシュ・ラインがはっきりとコース・サイドに対し角度をつけてある以上は、

フィニッシュ運営艇が位置している側に関係なく、定義『フィニッシュ』は正しくフィニッシュ

する方向を示している。 

レース委員会が、艇に正しくない側からフィニッシュ・ラインを横切ることを求めている帆走指

示書を公表した場合には、そのことは不適切な処置であっただろうし、救済を考慮することがで

きた（ケース 45 参照）。 

 




