
帆走指示書     ver.11.4 
 

第 11回 オープンスキフクラス全日本選手権2022 

アンパイア付きフリートレーシング 

日時：2022年 11月 12日～13日 

場所：西宮市、日本 （芦屋浜沖、香櫨園浜沖） 

主催：日本オープンスキフクラス協会  

公認：公益財団法人 日本セーリング連盟 2022-019 

後援：西宮市、JIB、Gill 

協力：ウィンドワードセーリングクラブ 

大会ウェブサイト： https://6317fa7903893.site123.me/ 

 

 

レガッタ活動の参加者は、厚生労働省のCOVID-19の蔓延防止対策に関する規定を承知しており、これらの

規定に反する行為は組織委員会が検知し管轄機関に報告することを認識した上で、遵守することを約束しま

す。 

 [NP] この規則の違反は、艇による抗議の理由にはならないことを示します。これはRRS 60.1(a) を変更し

ています。 

 

 

1. ルール 

1.1. RRSおよびレース公示1.1. ～1.6. を見てください。 

 

2. イベントのプログラム 

2022年 11月 11日 金曜日  レース前日早期到着、（希望者にはチャーター艇配布、装備検査） 

2022年 11月 12日 土曜日  受付 8:00、開会式 9:00、レース 第 1レース予告信号 10:25  

2022年 11月 13日 日曜日  レース 最後の予告信号 12:00、表彰式 15:00 

 

3. 競技者への通知 

3.1.競技者への通知は、公式サイトの掲示板にオンラインで掲載されます。 

    https://6317fa7903893.site123.me/ 

通知は、レース事務所の建物の窓に掲載される場合もあります。 

 

4. 帆走指示書の変更 

4.1. 帆走指示書のいかなる変更も、それが発効する予定のレースの予告信号の少なくとも 60 分前に掲示さ

れます。ただし、その日の最初のレースのスケジュールの変更は、それが有効になる前日の 17:00 までに

掲示されます。 

 

5. 陸上の信号 

5.1.陸上で発せられる信号は、レース事務所の建物の前にある公式支柱に掲揚されます。 

5.2. [NP][DP]  D旗が陸上で掲揚されたら、競技者は水上に出ることができます。予告信号は、この旗が掲

揚されてから少なくとも 30 分以降に発せられます。D旗が掲揚されていない場合、競技者は水上に出ては

なりません (2021-2024 セーリング競技規則 -RRS- レース信号の補足)。 

 



6. レース日程 

6.1.毎日のレース日程とその日の最初のレースの予告信号の予定時刻は、公式オンライン掲示板に掲載され

ます。 

6.2. 1 日最大6レース、チャンピオンシップは最大9レース行われます。 

6.3.レースまたは一連のレースがまもなく始まることを艇に注意させるために、予告信号が掲揚される少な

くとも 5 分前から、オレンジ色の旗が音声信号 1声とともに掲揚されます。 

6.4.レガッタの最終日には、予告信号は 12:00 以降には発せられません。 

 

8. クラス旗とグループ・リボン 

クラス旗は、O'ロゴの入った白色の旗 です。 

 

9. レーシングエリア 

9.1. レースエリアは、SIの附属書Aにおいて、通常のレース中に艇が航行しうる地点の外側50 メートルの

範囲と定義され、すべてのフリートの艇がレース中であるときは、常にコースマークに囲まれた区域が含ま

れるものとします。 

 

10. コースとフリースタイルの操作 

10.1. SI の付属書Bの図は、レグ間のおおよその角度、マークを通過する順序、各マークを残す側、および

フリースタイル・マニューバ ゾーンを含むコースを示しています。 

10.2.各フリートの予告信号の前に、レース委員会はコース番号を掲揚します。 

10.3.フリースタイルの操作は次の通りです。 

360°：予告信号の前または予告信号と共に、レース委員会 (RC)のスタート船に黄色の旗が掲揚された場合、

同じ方向にタックとジャイブ (またはジャイブとタック) を含む。 

スタンディング：予告信号の前または予告信号と共に、レース委員会のスタート船に緑色の旗が掲揚された

とき、立った姿勢のままで2つのブイの間で艇を帆走します。 

旗が掲揚されていない場合、スタートしているレースでのフリースタイルはありません。 

艇がフリースタイル・マニューバに従わない場合、ジュリーは付則 UF #UF3.5(b) に定義されているよう

に、その艇にペナルティーを科すことができます。 

10.4.もし、ジュリーかクラス代表またはアシスタントボートのいずれかが、コースマークの近くで緑の旗を

掲揚する場合、次のことを意味します。「すべての艇はそのマークから次のマークまでスタンディングで艇

を操作しなければなりません」（追加のフリースタイル･マニューバ）。 

10.5.コース全体の平均風速が明らかに 12 ノットを超える場合、レース委員会は RRS 付録 P5 に従って、

風上のレグを除いてパンピング、ロッキング、ウーチングが許可されるという信号を発することができます。

レース委員会は、付則 P に従って O 旗「オスカー」を使って、自由なシート・パンピングとロールおよび

ウーチングすることを許可します。 R旗「ロメオ」は、自由なシート・パンピング・ロール・ウーチングが

もはや許可されていないことを合図するために使用されます。 

スカリングは常に禁止されています。 

10.6.コースは、3つのレグ以上帆走されることを条件に、任意のマークでフィニッシュするように短縮する

ことができます。 

 

11. マーク 

11.1.マークは次のようになります。 

コースマーク コース2  S - 赤球、1 – 赤球、2 – 赤球、3 – 赤球、4 – 赤球、F – オレンジ 

コースマーク コース4  S - 赤球、1 – 赤球、2 – 赤球、F – オレンジ 

スタートマーク      オレンジ色旗を掲げたレース委員会船とブイ 



フィニッシュ マーク   青色旗を掲げたレース委員会船とブイ 

 

12. 禁止エリアと障害物 

12.1.レースエリアには制限区域や障害物はありません。 

 

13. スタート 

スタートラインは、スターボードの端にあるレース委員会 (RC) 船のオレンジ色旗を掲げたポール と、次

のいずれかとの間とします。 

(a) ポートエンドのスタートマークのコース側、または 

(b) ポートエンドのレース委員会船にあるオレンジ色旗を掲げているポール。 

13.2.スタート信号から 3 分以上遅れてスタートした艇は、審問なしでスタートしなかったと記録されます。

これは、RRS 35、63.1、A4、および A5 を変更しています。 

13.3.黒色旗規則によるスタートでのペナルティー 

ゼネラル・リコールの場合、艇のセールナンバーは少なくとも 3 分間は表示されます。 

これは規則 30.4 を修正しています。番号が表示されるとき、長音の音響信号が発せられます。 

13.4.レースは次のように開始されます。 

スタート信号  視覚信号           音響信号    意味 

(分前)     少なくとも予告信号の 5分前 

   オレンジ色の旗あがる      1声     注意信号 

5分前     クラス旗があがる         1声     予告信号 

4分前     P またはU 旗･黒旗あがる     1 声      準備信号     

1分前     P またはU 旗･黒旗がおりる    1 声     １分前の信号 

0分      クラス旗がおりる         1 声      スタート信号 

 

14. フィニッシュ 

14.1.フィニッシュラインは、ポートの端にあるレース委員会 (RC) 船の青色旗を掲げたポールと、次のいず

れかとの間とします。 

(a) スターボードエンドのフィニッシュ マークのコース側、または 

(b) スターボードエンドのレース委員会船にある青色旗を掲げているポール。 

 

15. 制限時間と目標時間 

15.1.先頭艇の目標タイムを30 分とします。 

15.2.各レースで先頭艇が最初のマークに到達するまでの制限時間は15分です。 

15.3.先頭艇がレースを終了するまでの制限時間は60分です。 

15.4. SI の #15.2 と #15.3 の制限時間を超えた場合、レースは中止するものとします。レース委員会がこ

の制限時間を逃した場合、艇による救済の要求の根拠にはなりません (RRS 60.1(b) を変更)。 

15.5. DSQ、UFD、BFD、OCS、RET、RDG、または DNE と採点された艇を除き、最初の艇から 10 分

以内にフィニッシュできなかった艇は、DNF と採点されます。 

 

16. 抗議と救済の要求 

抗議については オープンスキフ 付則 UF をよく読んでください。 

16.1. [NP][DP] レースからリタイアする艇は、抗議締切時刻の終了前にレース事務所でリタイア申告書に記

入しなければなりません。 

16.2.抗議締切時刻は、最後の艇がその日の最後のレースを終了してから、またはレース委員会が「AP/N over 

A」の合図を発してから、いずれか遅い方の40 分後です。 



16.3. 競技者が当事者となる、あるいは証人として指名される審問を通知するために、抗議締切時刻の15 分

後以降に通知が掲示されます。審問は、レース事務所の近くにある抗議室で行われます。 

16.4.レース委員会、テクニカル委員会、またはジュリーによる抗議の通知は、RRS 61.1(b) に従って艇に通

知するために、大会事務所の窓に掲示されます。 

16.5.最終日に、審問再開の要求は次の時刻までに伝えなければなりません。 

• 要求当事者が前日に決定を通知されていた場合には、抗議受付時間内。 

• 要求者が当日決定を知らされてから15 分以内。これは RRS 66 を変更しています。 

16.6.最終日に、プロテスト委員会の決定に基づく救済の要求は、決定が掲示されてから 30 分以内に伝えな

ければなりません。これはRRS 62.2 を変更しています。 

 

17. 得点 

17.1.得点は、除外について修正された RRS 付則A に従って行われます。 

17.5. 3 レース以下の場合はレース得点の除外はしません。4～8 レースを完了した場合は、艇のシリーズ得

点は、最も悪い得点を除いたレース得点の合計になります。9 レース以上完了した場合には 2 レース除外と

なります。 

17.6.レースが成立するためには、3つのレースが必要です。 

17.7.掲示されたレースまたはシリーズの結果の間違いの訂正を要求するには、艇はレース事務局で入手可能

な得点照会フォームに記入する必要があります。得点照会フォームは、遅くとも当日の 17:00 までに提出

される必要があります。ただし、成績表が 16:30 以降に公開された場合のみ、翌日の 8:00 までに提出しな

ければならない。 

 

18. 安全規定 [NP][DP] 

フィニッシュより前にレースを離れる競技者は、できるだけ早くレース委員会（RC船またはレスキュー船）

に通知しなければなりません。それが不可能な場合、競技者はレース事務所に通知しなければなりません。

競技者は帰着後レース事務所でリタイア申告書に記入しなければなりません。 

18.1.レース委員会は、本安全規則の違反について艇を抗議することができます。 

18.2.競技者は、着替えや個人装備の交換または調整中の短い時間を除いて、水上にいる時は常に個人用浮揚

具を着用しなければなりません。 

18.3.救助艇からの援助を必要とする競技者は、手を開いた状態で片腕を振ってください。援助が必要ない場

合は、握りこぶしを閉じて腕を振ってください。 

18.4.必要であると考えられる場合、競技者はレース組織のボートから、艇を放棄して救助艇に乗船するよう

命じられる場合があります。 

18.5. レース委員会が、長音とともに V 旗 (規則 37) を掲揚する場合、すべての公式艇および支援艇は、レ

ース エリアに対応するトランシーバー通信チャンネルを監視し、捜索および救助の指示を実行するものとし

ます。 

18.6. H 旗の上にAP 旗 またはH旗の上にN 旗がレース委員会の船舶に掲揚された場合、すべての艇は直

ちに陸に戻りそこで次の信号を待つものとします。 (これはレース信号H旗の上にAP 旗 またはH旗の上

にN旗 を変更しています)。 

18.8.出艇申告 / 帰着申告 

水上に出ようとするすべての競技者は、大会事務所の隣にある掲示板に、自身の ID カードをかけることで、

出艇申告をしなければなりません。 また陸に戻ったときには、自身の IDカードを身に着けて帰着申告をし

なければなりません。 

18.9. 出艇申告～帰着申告の手順については、艇長会議で案内 されるでしょう。 

18.10.  

 



19. [DP] 装備の交換 

19.1.テクニカル委員会の承認がない限り、損傷または紛失した装備の交換は認められません。交換の要請は、

合理的な最初の機会に、装備の変更についてレース事務所 で用紙に記入しなければなりません。 

 

20. [DP] 装備のチェック 

20.1.艇または装備は、クラス規則および帆走指示書の順守を確認するために、いつでも検査されることがあ

ります。水上では、検査のために指定された場所にすぐに進むように、テクニカル委員会から艇に指示する

ことがあります。 

 

21. 運営船 

21.1.運営船は次のように目印をします。 

• レース委員会 (RC) の船は、JSAF環境キャンペーンの旗 を示します。 

• レスキュー船には白色の旗を立てます。 

• ジュリーの船は「J」旗を示します。 

 

[DP][NP] 支援艇  

21.2.すべてのチームの支援艇は、ピンク色の旗 を表示するものとします。 

21.3.支援艇（コーチボートを含む）は、最初のフリートがスタートするための準備信号の時刻から、すべて

の艇が終了またはリタイアするか、レース委員会が延期または中止の信号が発するまでの間、艇がレースを

しているエリアの外 ( すべてのレイラインおよびスタート/フィニッシュ・マークから 50m )に留まらなけ

ればなりません。ただし、遭難している乗組員を助けるため、あるいはレース委員会の要請による場合を除

きます。 

21.4. 支援艇は、レース・オフィシャルからの合理的な要請に従わなければなりません。 

21.5.支援艇で水上にいるすべての人は、個人用浮揚用具を常に着用しなければなりません。 

21.7.すべてのコーチボートは、曳航用ロープ (長さ 15 メートル以上、径 8 ミリ以上) を持ち込む必要が

あります。 

21.8. SI #21 の規則のいずれかの違反の疑いは、レース委員会とジュリーに付託される場合があります。レ

ース委員会は、主催当局に対し、違反者からレガッタ会場およびコースエリアへの認可とアクセス権を、レ

ガッタ中の交代することなく撤回するよう、指示することができます。 

 

22. [DP] ゴミ処理 

22.1.セイラーとして、私たちは海と沿岸水域を保護し、回復することを目指します。艇は故意に水中にゴミ

を入れてはなりません。ゴミは、支援艇およびレース委員会艇に乗せることができます。 

 

23. 賞品 

23.1.賞品は、レース公示に従って与えられます。 



Sailing Instruction (SI)    ver.11.4 
 

The 11th Japan O’pen Skiff Class National Championships 2022 

UMPIRED FLEET RACING 

 

November 12th – 13th, 2022 

Nishinomiya-shi, HYOGO, Japan 

Event Website: https://6317fa7903893.site123.me/ 

organized by  Japan O’pen Skiff Class Association  in co-operation with Windward Sailing Club 

authorized by  JAPAN SAILING FEDERATION 

supported by  Nishinomiya-shi  JIB  Gill 

 

 

Participants in the regatta activities are aware of the provisions regarding the measures to fight and 

control the spread of COVID-19 included in the protocol of the Ministry of Health, Labour and Welfare, 

which they promise to follow in the awareness that any behavior contrary to these specific provisions 

will be detected and reported to the Competent Bodies by the Organizing Committee 

[NP] Denotes that a breach of this rule will not be grounds for a protest by a boat. This changes RRS 

60.1(a) 

 

1. RULES 

1.1. See Notice of Race 1.1. - 1.6. 

 

2. PROGRAM OF THE EVENT 

Saturday 11 November 2022   Early arrival (Charter distribution, Equipment inspection) 

Saturday 12 November 2022   Registration 8:00 ,Opening ceremony 9:00,  

 Races: first warning signal 10:25 

Sunday 13 November 2022    Races, last possible warning signal: 12:00 

Prize Giving: 15:00 

 

3. NOTICES TO COMPETITORS 

3.1. Notices to the competitors will be posted online on the Official Digital Notice Board 

   https://6317fa7903893.site123.me/ 

Notices may also be published on the glass window of the race office. 

 

4. CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS 

4.1. Any change to the Sailing Instructions will be posted not less than 60 minutes before the scheduled 

warning signal of the race it takes effect, except that any change to the schedule of the first race of the 

day will be posted by 17:00 on the day before it will take effect. 

 

5. SIGNALS MADE ASHORE 

5.1. Signals made ashore will be displayed at the Official Flag Poles located in front of 

the race office. 

5.2. [NP][DP] When the D flag is displayed ashore competitors can go afloat. 



 The warning signal will be made not less than 30 minutes after this flag is displayed. 

 If the D flag is NOT displayed competitors SHALL NOT go afloat (supplement to Racing Rules of 

Sailing 2021-2024 -RRS- Race Signals). 

 

6. SHEDULE OF RACE 

6.1. The daily race schedule and the scheduled time of the Warning signal for the first race of the day 

will be posted on the Official Digital Notice Board. 

6.2. There will be 6 races per day, and a maximum of 9 races in the championship. 

6.3. To alert boats that a race or sequence of races will begin soon, an orange flag will be displayed with 

one sound signal for at least five minutes before a warning signal is displayed. 

6.4. On the last day of the regatta the warning signal will not be made after 12:00 hrs. 

 

8. CLASS FLAGS & GROUP RIBBONS 

CLASS FLAG: White flag with O’ logo 

 

9. RACING AREA 

The racing area is defined in SI’ Annex A as an area extending 50 meter outside anypoint where a boat 

might sail during normal racing and includes the area bounded by course marks at all times when any 

boat of any fleet is still racing. 

 

10. COURSES AND FREESTYLE MANEUVERS 

10.1. The diagram in SI’s Annex B shows the courses, including the approximate angles between legs, 

the order in which the marks are to be passed, the side on which each mark is to be left and the freestyle 

maneuvers zone. 

10.2. Before the warning signal for each fleet, the race committee shall display course number. 

10.3. Freestyle maneuvers are: 

360°: including a tack and a jibe (or a jibe and a tack) in the same direction when a yellow flag is 

displayed on the race committee (RC) starting vessel before or together with the warning signal. 

Standing leg: sail the boat between two buoys in a standing position, when a green flag is displayed on 

the race committee starting vessel before or together with the warning signal. 

If no flag is displayed there will be no Free Style for that starting race. 

If a boat does not comply with a Freestyle maneuver, Jury may penalize the boat as defined in Appendix 

UF #UF3.5(b) 

10.4. If a Jury, Class Representative, Assistance boat, in the vicinity of a course mark display a green 

flag this means: "every boat shall do an additional free style maneuver which will be represented by the 

handling of the boat in a standing position from this mark until next mark" (Additional Freestyle 

maneuver). 

10.5. If the average wind speed is clearly over 12 knots across the course the race committee may signal 

in accordance with RRS Appendix P5 that pumping, rocking and ooching are permitted except on a 

windward leg. RC will use flag“Oscar” as per Appendix P to grant free sheet pumping and roll and 

ooching.  

Flag“Romeo” will be used to signal that free pumping/roll/ooching is no more permitted. 

Sculling is always prohibited. 

10.6. The course may be shortened to finish at any mark provided that 3 or more legs will have been 

sailed 



 

11. MARKS 

11.1. The marks will be: 

Course Marks Course 2   S-1-2-3-[1-2 3-] 4-S-F 

Course Marks Course 4   S-1-2-S-1-2-S-F 

Starting marks        RC vessels with orange flags and a buoy 

Finishing marks       RC vessels with blue flags and a buoy 

 

12. FORBIDDEN AREAS & OBSTRUCTIONS 

12.1. There are no restricted areas or obstructions in the racing areas. 

 

13.THE START 

The starting line will be between a pole displaying an orange flag on the race committee vessel at the 

starboard end and either: 

(a) the course side of the port-end starting mark, or 

(b) a pole displaying an orange flag on the race committee vessel at the port end. 

 

13.2. A boat starting later than 3 minutes after her starting signal will be scored did not start without a 

hearing. This changes RRS 35, 63.1, A4 and A5. 

13.3. Starting under Black Flag Rule Penalty 

In case of General Recall sail numbers of the boats BFD will be displayed for at least 3 minutes. This 

modifies Rule 30.4. A long sound signal will be made when the numbers are displayed. 

13.4. Races will be started as follows: 

Minutes before starting signal    Visual Signal       Sound Signal    Means 

Any time before the warning signal not less than 5 minutes 

Orange Flag           One        Attention 

5 minutes            Class Flag displayed        One      Warning Signal 

4 minutes            P or U / Black Flag displayed   One      Preparatory Signal 

1 minutes            P or U / Black Flag removed       One        Last Minute Signal 

0 minutes            Class Flag Removed        One      Starting Signal 

 

14.THE FINISH 

14.1. The finishing line will be between a pole displaying a Blue flag on the RC finishing vessel at the 

port end and either: 

(a) the course side of the starboard-end finishing mark, or 

(b) a pole displaying a Blue flag on the race committee vessel at the starboard. 

 

15.TIME LIMITS AND TARGET TIMES 

15.1. The target time for the first boat is 30 minutes. 

15.2. The time limit in each race to the first mark for the first boat is 15 minutes. 

15.3. The time limit for the first boat to finish a race is 60 minutes. 

15.4. If the time limits in SI’s #15.2 and #15.3 are exceeded the race shall be abandoned. Missing this 

time limit by Race Committee will not be ground for request of redress by boat(s) (change RRS 60.1(b)). 

15.5. Boats failing to finish within 10 minutes of the first boat shall be scored DNF except those who are 

scored DSQ, UFD, BFD, OCS, RET, RDG or DNE. 



 

16. PROTEST AND REQUESTS FOR REDRESS 

PLEASE READ CAREFULLY THE O’ PEN SKIFF APPENDIX UF ABOUT PROTESTS 

16.1. [NP][DP]Boats retiring from a race shall complete a Retirement Declaration Form at the Race 

Office before the end of the protest time limit. 

16.2. The protest time limit is 40 minutes after the last boat has finished the last race of the day, or the 

Race Committee signals “AP/N over A”, whichever is later. 

16.3. Notices will be posted no later than 15 minutes after the protest time limit to inform competitors of 

hearings in which they are parties or named as a witness. Hearings will be held in the protest room 

located close to the race office. 

16.4. Notices of protest by the Race Committee, Technical Committee or Jury will be posted on on the 

glass window of the race office to inform boats according to RRS 61.1(b). 

16.5. On the last day a request for reopening a hearing shall be delivered 

• Within protest limit if the requesting party was informed of the decision on the previous day. 

• No later than 15 minutes after the requesting party was informed of the decision on that day. This 

changes RRS 66. 

16.6. On the last day a request for redress based on a protest committee decision shall be delivered no 

later than 30 minutes after the decision was posted. This changes RRS 62.2. 

 

17. SCORING 

17.1. Scoring will be according to RRS Appendix A as amended for discards. 

17.5. When 3 or less races have been completed there will be no discard. When 4 to 8 races have been 

completed a boats series score will be the total of her race scores excluding her worst score. When 9 or 

more races have been completed there will be 2 discards.  

17.6. Three races are required to validate the event. 

17.7. To request correction of an alleged error in the posted races or series results, a boat shall complete a 

Scoring Enquiry Form available at the Race Office. The Scoring Enquiry Form shall be delivered not 

later than 17:00 of the day involved except if the results list is published after 16:30 in that case the form 

shall be delivered not later than 8:00 of the day after. 

 

18. SAFETY REGULATIONS [NP][DP] 

Competitors leaving the race before finishing shall inform the Race Committee (RC boats or Rescue 

boats) as soon as possible. If this is not possible the competitor shall inform the Race Office. The 

Competitor shall complete a retirement declaration form at the race office on return ashore. 

18.1. The race committee may protest a boat for a breach of these safety regulations. 

18.2. Competitors shall wear personal flotation devices at all times when afloat, except briefly while 

changing or adjusting clothing or personal equipment. 

18.3. Competitors who require assistance from rescue boats should wave one arm with hand open. If no 

assistance is required, the arm should be waved with fist closed. 

18.4. If considered necessary, a competitor may be ordered by a race organisation boat to abandon his or 

her boat and board a rescue vessel. 

18.5. When the RC displays the V flag (RRS 37) with a long sounds, all official and support boats shall 

monitor the transceiver channel corresponding to their racing area and carry out any search and rescue 

instructions 

18.6. When Flags AP over H or N over H are displayed from a Race Committee vessel, all boats shall 



immediately return ashore and will wait there for further signals. (This changes race signals AP over H 

and N over H). 

18.8. CHECK OUT / IN 

Competitors going afloat must sign on with the own ID card on the signboard next to the race office, and 

sign off and wear it on return ashore. 

18.9. Procedure for check out - check in may be detailed in the skippers meeting. 

 

19. [DP] REPLACEMENT OF EQUIPMENT 

19.1. Substitution of damaged or lost equipment will not be allowed unless authorized by the Technical 

Committee. Request for substitution shall be made on the race office at change of equipment at the first 

reasonable opportunity. 

 

20. [DP] EQUIPMENT CHECKS 

20.1. A boat or equipment may be inspected at any time for compliance with the class Rules and Sailing 

Instructions. On the water, a boat can be instructed by the Technical Committee to proceed immediately 

to a designated area for inspection. 

 

21. OFFICIAL BOATS 

21.1. Official boats will be marked as follows: 

• Race Committee boats will be marked with a JSAF environment campaign flag 

• Rescue boats will be marked with a white flag. 

• Jury boats will be marked with “ J “ flag 

 

[DP][NP] SUPPORT BOATS 

21.2. All team support boats shall display a pink flag on the support boat. 

21.3. Coach and support boats shall remain outside areas ( 50m from any laylines and starting/finishing 

marks) where boats are racing from the time of the preparatory signal for the first fleet to start until all 

boats have finished or retired or the race committee signals a postponement or abandonment except to 

assist a crew in distress or at request of the Race Committee. 

21.4. Support boats shall comply with any reasonable request from a race official. 

21.5. A personal flotation device shall be worn by all support boat personal at all time while afloat. 

21.7. All coach boats shall carry a tow rope (minimum 15 metres long and 8 mm thick ). 

21.8. An alleged breach of any of the regulations in SI #21 may be referred to the Race Committee and 

Jury. The Race Committee may instruct the organizing authority to withdraw accreditation and access 

rights to the regatta venue and the course areas from the offending party without the option of 

replacement during the regatta. 

 

22. [DP] TRASH DISPOSAL 

22.1. As sailors, we seek to protect and restore our oceans and coastal waters. 

 Boats shall not intentionally put trash in the water. Trash may be placed aboard support and race 

committee boats. 

 

23. PRIZES 

23.1. Prizes will be given according to the Notice of Race. 


