
2010.05.22
（目標時間・60

分）
例１　（超微風
の時）

例2　（タイム
オーバー）

例3　（上位・下
位艇の差が大）

先頭艇が50分
でフィニッシュ、
最終艇120分

先頭艇が90分
でフィニッシュ、
後続艇は91分
以降

先頭艇が100

分

先頭艇が20分
でフィニッシュ、
最終艇120分

RRS2009-2012

付則Ｌ タイムリミット
１．タイムリミットは、スタート信号
後90分、
２．先頭艇がコースを帆走して、
フィニッシュ後30分以内にフィ
ニッシュしない艇は、ＤＮＦと記録
される

80分までの艇
がフィニッシュ

120分までの艇
がフィニッシュ

Abandon

（レース中止）

50分までの艇
がフィニッシュ

・最長時間が分かる。
・最長時間は120分

・タイムリミット（90分）一杯ま
で帆走できない艇が発生す
る。

2008 北京OLYMPIC

2009 J/24 World

Championship

2006 International 14

World Championship

2009Japan O’Pen BIC Cup*

2008全日本インカレ *

2007全日本スナイプ *

1
タイムリミットは、スタート信号後
90分とする

全艇フィニッ
シュ

・付則Lに比べ
相当甘い

全艇フィニッ
シュ

・付則Lに比べ
相当甘い

Abandon

（レース中止）

全艇フィニッ
シュ

・付則Lに比べ
相当甘い

・最長時間が分からない。
・1艇でもタイムリミット内に
フィニッシュした場合、最終
艇まで待たなければならな
い（規則32.1および35）

（“90分でレースを終了する”こと
を意味する場合は、タイムリミッ
トの用語は用いてはならない）

2

先頭艇がコースを帆走して、フィ
ニッシュ後30分以内にフィニッ
シュしない艇は、ＤＮＦと記録され
る

80分までの艇
がフィニッシュ

120分までの艇
がフィニッシュ

130分までの艇
がフィニッシュ

50分までの艇
がフィニッシュ

・最長時間が分からない。
・先頭艇にタイムリミットがな
いため、いつまでも待たねば
ならず、中止理由が規則
32.1(e)しかなく、難しい
・中止しない限りレース成立

2009全日本ＦＪ
2008全日本ﾚｰｻﾞｰ・ﾗｼﾞｱﾙ
2008全日本シーホッパー *

2008日本オプティミスト
2007,2009全日本470
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１．タイムリミットは、スタート信号後
90分、
２．スタート信号後90分、先頭艇が
コースを帆走してフィニッシュ後30

分、の何れか早い方の時刻までに
フィニッシュしない艇はDNFとする

80分までの艇
がフィニッシュ

先頭艇のみフィ
ニッシュ

・付則Lに比べ
厳しい

Abandon

（レース中止）

50分までの艇
がフィニッシュ

・最長時間が分かる。

・最長時間は90分

2008ジャパンカップ
2009第19回DragonClass全日
本選手権*

2005日本オプティミスト *
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１．タイムリミットは、スタート信号後
90分、
２．スタート信号後90分、先頭艇が
コースを帆走してフィニッシュ後30

分、の何れか遅い方の時刻までに
フィニッシュしない艇はDNFとする

90分までの艇
がフィニッシュ

・付則Lに比べ
甘い

120分までの艇
がフィニッシュ

Abandon

（レース中止）

90分までの艇
がフィニッシュ

・付則Lに比べ
甘い

・最長時間が分かる。
・最長時間は120分

・旧RRS1997-2000付則N

タイムリミットに則っている

2009 J/24 全日本選手権 *

2009全日本トッパー級
2004関東学生ヨット個人選手権

タイム・リミットの比較

（注：黄色は付則Ｌと異なる部分）

＃

実例

＊印　編者参加レガッタ

レース時間
メリット/デメリット

帆走指示書のタイム・リミット
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    (a) スタート手順の誤り。
    (b) 悪天候。

35 タイム・リミットと得点

フィニッシュ

・最初のとき。

付則Ｌ　帆走指示書ガイド

L15.2

この項は、規則35、A4、A5を変更している。

旧 RRS1997-2000
付則Ｋ　帆走指示書ガイド
K16 タイム・リミット

    (e) 競技の安全または公正に直接影響するその他の理由。

関連規則
32 スタート後の短縮または中止
32.1 スタート信号後、レース委員会は下記のいずれかの理由により、その状況に応じて、コースを短縮（音響2声と共にS旗を掲揚）する、またはレースを中止（音
響3声と共にN旗、H旗の上にN旗、またはA旗の上にN旗を掲揚）することができる。

ただし、タイム・リミットがある場合には、1艇がコースを帆走して、タイム・リミット内にフィニッシュした後は、レース委員会は、そのレースまたはシリーズにおけるす
べての艇への影響を考慮しないで、レースを中止してはならない。

    (d) マークが紛失している、または定位置にないこと。

また、レース委員会は予定されたその他のレースを実施するために、コースを短縮することができる。

    (c) どの艇もタイム・リミット内にフィニッシュできそうもない不十分な風。

・規則44.2に基づきペナルティーを履行した後。 ・規則28.1に基づいてフィニッシュ・ラインで行った誤りを正した後

L15.1 タイム・リミットと目標時間は、次の通りとする。
L15 タイム・リミットと目標時間

クラス　 タイム・リミット　 マーク1のタイム・リミット　 目標時間

タイム・リミットは＿＿＿級は＿＿＿、＿＿＿級は＿＿＿とする。フィニッシュ後＿＿＿以内にフィニッシュしなかった、またはタイム・リミットまでにフィニッシュしな
かったか、いずれか遅い方の艇は、“ＤＮＦ”と記録される。これは規則35を変更するものである。

マーク1のタイム・リミット内に1艇もマーク1を通過しなかった場合には、レースを中止する。目標時間通りとならなくても、救済要求の根拠とはならない。これは、規
則62.1(a)を変更している。

先頭艇がコースを帆走して、フィニッシュ後＿＿＿以内にフィニッシュしない艇は、審問なしに『フィニッシュしなかった』と記録される。

タイム・リミットがある場合、1艇が規則28.1に定められたコースを帆走して、タイム・リミット内にフィニッシュした場合には、レースが中止された場合を除き、フィニッ
シュしたすべての艇はフィニッシュの順位に従って得点が記録されなければならない。タイム・リミット内に1艇もフィニッシュしない場合には、レース委員会はレース
を中止しなければならない。

艇体、または正常な位置にある乗員もしくは装備の一部が、次のいずれかの場合で最終マークからのコースの方向でフィニッシュ・ラインを横切るとき、艇はフィ
ニッシュするという。
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（注：帆走指示書は別にあり）
The Beijing 2008 Olympic 17. TIME LIMITS AND TARGET TIMES

Games 17.1 Time limits and target times in minutes for the opening series are as follows:

Class Time limit Target time

Laser, Laser Radial, 470, Tornado 90 60

Time limits and target times in minutes for the medal race are as follows:

Class Time limit Target time

All other classes 60 30

2009 J/24 World 14 TIME LIMITS

Championship 14.1 If no boat has passed mark 1 within 45 minutes of the start, the race will be abandoned.

14.2 If no boat has finished within 90 minutes of the start, the race will be abandoned.

14.3 Boats still racing (and that do not subsequently retire, get disqualified, or get redress) 30 minutes after

 the first boat sails the course and finishes, will be scored TLE (Time Limit Expired, see SI 18.3, Scoring) 

and should proceed to the starting area if another race is scheduled. The race committee boat at the finishing

2006 International 14 Class 16. TIME LIMIT

World Championship 16.1. The time limit for each race is two-and-one-half (2-1/2) hours for the first boat to finish.

Regatta 16.2. Boats failing to finish within ninety (90) minutes after the first boat sails the course and finishes
will be scored Did Not Finish. This changes rules 35 and A4.1.

2009 JAPAN O’Pen BIC 
CUP 

2008 全日本学生ヨット選手権

2007 全日本スナイプ選手権

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帆走指示書(SIs)実例集　　

14．タイム・リミット
14.1 タイム・リミットは40分とする。
14.2 各クラスの先頭艇が規則28.1に定めるコースを帆走して、フィニッシュ後10分以内にフィニッシュしなかった艇は、「フィニッ
シュしなかった」と記録される。この項は規則35、A4、A5を変更している。

タイムリミット：
15.1 先頭艇が最初のラップを回航するタイムリミットは40分である。もしも完了できなかった場合は、レース委員会はそのレース
を中止しなければならない。この規定におけるラップとは、最初のマーク3を回航することを意味する。
15.2 先頭艇がレースをフィニッシュするタイムリミットは1時間30分である。

14 タイムリミット
14.1タイムリミットは80分とする。

1
line will lower the blue flag with a long sound signal when the 30-minute period expires. This changes RRS 35.

17.2 Boats failing to finish within 30 minutes (15 minutes for the medal race) after the first boat sails the course and

finishes will be scored Did Not Finish without a hearing. This changes rules 35, A4 and A5.

15.3 先頭艇がコースを帆走してフィニッシュ後30分以内にフィニッシュしない艇は“TLE”と記録される。これはRRS35とA4を変更
している。

14.2先頭艇がコースを帆走して、フィニッシュ後15分以内にフィニッシュしない艇は、DNFと記録される。この項は、規則35とA4

を変更している。
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2009 全日本ＦＪ級選手権

2008 全日本ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ
・ﾚﾃﾞｨｰｽ・4.7選手権
2008 全日本シーホッパー級
選手権

2008 日本オプティミスト
セーリング選手権

2007 全日本470級選手権

2008 全日本外洋ヨット選手権
（ジャパンカップ）

2009 第19回DragonClass
全日本選手権

2005 日本オプティミスト
セーリング選手権

2009 J24全日本選手権

2009 全日本トッパー選手権

2004 関東学生ヨット
個人選手権

15.1インショアレースにおいては、各クラスの先頭艇がコースを帆走して そのフィニッシュ後60分以内にフィニッシュしない艇、お
よびスタート後150分以内にフィニッシュしない艇は、「フィニッシュしなかった」と記録される。この項は、規則35とA4を変更してい
る。
15.2オフショアレースにおいては、スタート後30時間以内にフィニッシュしない艇は、「フィニッシュしなかった」と記録される。この
項は、規則35とA4を変更している。3

14 タイムリミット

トップ艇のフィニッシュから15分以内にフィニッシュしなかった艇はDNFと記録される。 これはRRS35およびA4.1を変更してい
る。

17.1. 先頭艇のフィニッシュ後15分以内にフイニシュできない艇はDNFとして記録される。（これはRRS35を変更している。）
15 タイムリミット

15．タイムリミット
タイムリミットは規定しない。

19-2帆走指示書19-1に定めるタイム・リミットまでにフィニッシュしなかった艇は、「DNF」と記録される。この項は、RRS35及び
RRS付則A4.1を変更している。

19 タイム・リミット

16.タイムリミット

2

4

16.タイムリミット

14．タイムリミット

13.タイムリミット
先頭艇のフィニッシュ後、15分以内にフィニッシュしない艇はDNFと記載される。この項は規則35とA4.1を変更している。

タイムリミットは、トップ艇フィニッシュ後20分、またはスタート後70分のどちらか遅い方とする。タイムリミットを過ぎてからフィニッ
シュした艇はDNF と記録される。これは規則35と付則A4を変更するものである。

19-1各クラスのタイム・リミットは、正規の手続きによりスタートし、正規のコースを帆走した先頭艇のスタート後80分とする。後続
艇のタイム・リミットは、先頭艇のフィニッシュ後20分かスタート後80分のいずれか遅い方とする。

13.タイムリミット
タイムリミットは、スタート信号後100分か、トップ艇フィニッシュ後20分のいずれか早い方とする。タイムリミットまでにフィニッシュ
しなかった艇は"DNF"として記録される。これは規則35とA4.1を変更するものである。

16.1 タイムリミットは，スタート後60分またはトップ艇がコースを帆走してフィニッシュ後15分のいずれか早い時刻とする。これは
RRS35を変更している。
16.2タイムリミット以内にフィニッシュしなかった艇はDNFと記録される。これはRRS35およびA4を変更している。

タイムリミットは、スタート信号後90分、または先頭艇のフィニッシュ後30分の何れか長い方とする。 タイムリミットまでにフィニッ
シュしない艇は、「フィニッシュしなかった」と記録される。これは、規則35とA4を変更している。
16.タイムリミット

15.2 タイム・リミットまでにフィニッシュしなかった艇は、DNFとして記録される。これは規則35と規則A4を変更している。

17 タイムリミット

15.1タイム・リミットは、規則28.1に基づき、かつ規則30.3に違反しないでスタートした先頭艇フィニッシュ後15分以内とする。

14.1 タイムリミットは、競技規則28.1に基づき、かつ競技規則30.3に違反しないでスタートした先頭艇 フィニッシュ後20分以内と
する。
14.2 タイムリミットまでにフィニッシュしなかった艇は、審問なしに「フィニッシュしなかった」 (DNF)と記録する。これは、規則35、
付則A4及びA5を変更している。
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