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１．規則 本シリーズには、「セーリング競技規則2013-2016」に定義された「規則」を

適用する。 

  
２．競技者への通告 競技者への通告は、陸上本部(江の島ヨットクラブジュニア教室前)に設置され

た公式掲示板に掲示される。 

 
３．帆走指示書の変更 帆走指示書に変更がある場合は、当日09:00までに公式掲示板に掲示する。 

  
４．陸上および海上に

て発する信号 
（１） 陸上で発する信号は、陸上本部のフラッグポールに掲揚される。 

（２） 回答旗が陸上で掲揚された場合、レース信号『回答旗』中の「1分」を

「30分以降」に置き換える。 

（３） D音響信号1声と共に陸上で掲揚されるD旗は、「予告信号は、D旗の掲

揚後30分以降に発する。艇は、この信号を発せられるまで、ハーバー

を離れてはいけない。」ことを意味する。 

（４） 海上にて、運営艇にN/H旗、N/A旗、AP/H旗またはAP/A旗が掲揚され

たときには、規則レース信号に定められたそれぞれの意味に加え、

「速やかにハーバーに帰り帰着申告しなさい」を意味する。 

  
５．レースの日程 （１） 09:55 OP級Aクラス第1レースのスタート予告信号 

10:00 OP級Bクラス第1レースのスタート予告信号 
以降のレースは順次行う。 

（２） 1レースも実施できない場合の順延は行わない。 
（３） 1つのレースまたは一連のレースが間もなく始まることを艇に注意を喚

起するために、予告信号を発する4分前までに、音響1声とともにオレン

ジ色のスタート・ライン旗を掲揚する。 

  
６．クラス旗 クラス     クラス旗  

OP級Aクラス(中級、上級)      OPA(白地に黒文字)旗 
OP級Bクラス(初級)         OPB(赤地に黒文字)旗 
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７．レースエリア レースエリアは、公示に基づき、湘南港の江の島沖B1海面(七里ガ浜沖)とす

る。ただし、レースエリアは、風向や波高その他の理由により、レース委員会

の裁量で変更できるものとする。 
(a) Ｄ旗掲揚前に変更する場合には、公式フラッグポールにL旗を掲揚し、公式

掲示板に掲示する。 
(b) D旗掲揚後に変更する場合には、「江の島ヨットクラブジュニア旗」を掲揚

する運営艇(以下「本部艇」という)にL旗を掲揚し、変更したレース海面に先導

する。 

  
８．コース （１） レグのおおよその角度、通過するマークの順序、およびそれぞれのマー

クの通過する側を含むコースは、帆走指示書 添付図の通りとする。 

（２） 予告信号以前に、本部艇のスターンに、最初のレグのおおよそのコンパ

ス方位を掲示する。 

（３） コースは、スタート→①→②→③→フィニッシュとする。 

（４） ③マークはゲートとする。 

  
９．マーク （１） マーク①、②、③（ゲートマーク）は、高さ約1.5mのオレンジ色の円筒

形ブイとする。 

（２） スタート・マークは、スターボードの端に位置する本部艇とポートの端

に位置する「オレンジ色旗」を揚げたブイとする。ただし、本部艇のラ

ダーを保護するために、そのスターンの直近に浮かべたオレンジ色のブ

イがある場合それもマークの一部である。 

（３） フィニッシュ・マークは、スターボードの端に位置する「青色旗」を掲

揚する運営艇(以下「フィニッシュ・ボート」という)とポートの端に位

置する「オレンジ色旗」を揚げたブイとする。 

（４） 規則33に基づきC旗を掲揚している運営艇もマークである。 
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１０．スタート （１） レースは、規則26を用いて、OP級Aクラス、OP級Bクラスの順で予告信

号をスタート信号の5分前としてスタートさせる。ただし、レース委員会

は、スタート順序を、予告信号で掲揚するクラス旗の種類により変更す

ることができる。 

（２） 後続のクラスは、5分間隔で順次スタートする。後続のクラスの予告信号

は、通常、先にスタートするクラスのスタート信号と共に発せられる。 

（３） スタート・ラインは、スタート・マーク上に「オレンジ色旗」を掲揚し

ているポールの間とする。 

（４） スタート信号の4分より後にスタートする艇は、DNSと記録される。この

項は、付則A4を変更している。 

（５） 予告信号が発せられていない艇は、帆走指示書 添付図に規定するスター

ト・エリアから離れ、予告信号が発せられたすべての艇を避けなければ

ならない。 

（６） U旗が準備信号として掲揚された場合には、スタート信号前の1分間に、

艇体、乗員または装備の一部でも、スタート・ラインと両端と最初のマ

ークとで作られる三角形に中にあってはならない。  
艇がこの規則に違反して、特定された場合には、その艇は審問なしに失

格とされる。ただし、レースが再スタートまたは再レース、またはスタ

ート信号前に延期または中止された場合には、失格とはされない。 これ

は規則26を変更している。 

（７） OP級Bクラスのスタートには、規則30は適用しない。 

 
１１．コースの次のレグ

の変更 
（１） レース委員会が、規則33に基づきマークまたはフィニッシュ・ラインを

移動した場合、元のコースの形が崩れたことを理由に救済の要求はでき

ない。この項は、規則62.1 (a)を変更している。 

（２） 規則33に基づきC旗を掲揚している運営艇がある場合、この艇をスター

ボードサイドに見て、直近のマークとこの艇の間を通過しなければなら

ない。この項は、規則28.1を変更している。 

  
１２．フィニッシュ フィニッシュ・ラインは、フィニッシュ・マーク上に「オレンジ色旗」を掲揚し

ているポールの間とする。この項は、規則32.2が実施される場合は適用されな

い。 

  
１３．ペナルティー方式 規則42違反に対する即時のペナルティーとして付則Pを適用する。ただし、付則

P2.3は適用されず、付則P2.2を｢最初の抗議以降の抗議に適用される｣と変更す

る。 

  
１４．タイムリミット それぞれ各クラスの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、A4とA5を変更し

ている。 

  
１５．レースの終了 各クラスのレース終了毎にフィニッシュ・ボートで長音1声を発する。なお、マ

ーク②からフィニッシュ・ラインまでの間のレグに、他のレース中のクラスがい

ない場合に限り、レース終了時にフィニッシュ・ボートの「オレンジ色旗」を降

下する。 
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１６．抗議と救済の要

求 
（１） 抗議をする艇は、抗議要件としてフィニッシュ後速やかにフィニッシ

ュ・ボートのスターボード側からフィニッシュ・ボートに乗艇するレー

ス委員会に対して抗議の意思と対象艇のセール番号を伝えなければなら

ない。なお、フィニッシュ後レース委員会に対してその意志を伝えるま

での間に、支援艇の乗員とはいかなる接触もしてはならない。 

この項は規則61.1(a)を変更している。 

（２） 抗議書は、陸上本部で入手できる。抗議は、抗議締切時間内に陸上本部

に提出されなければならない。 

（３） 抗議締切時間はすべてのクラス共通で、その日の最終終了クラスの最終

レース終了後60分とする。また同じ抗議締切時間をレース委員会とプロ

テスト委員会による抗議の通告を、規則61.1(b)に基づき伝えるために掲

示する。 

（４） 当事者であるかまたは証人として名前があげられている、審問に関わっ

ている競技者への通告は、抗議締切時間後15分以内に公示掲示板に掲示

される。審問は、陸上本部にある審問所において始められる。 

（５） 帆走指示書13に基づき規則42違反に対するペナルティーを課せられた艇

のリストは、掲示される。 

（６） レガッタ最終日における審問再開の要求の提出は、再開を要求する当事

者が、(a)その前日に判決を知らされていた場合は、抗議締切時間まで、

(b)同日に判決を知らされた場合は、その判決通知後30分以内、とする。

この項は、規則66を変更している。 
 （７） 帆走指示書10(5)、18、19、21の違反は、艇による抗議の根拠とはならな

い。この項は規則60.1(a)を変更している。これらの違反に対するペナル

ティーは、プロテスト委員会が決めた場合には、失格より軽減すること

ができる。 

  
１７．得点 （１） 個々のレガッタの総得点は、実施した全てのレースの得点合計を用い

る。ただし、4レース成立した場合には最悪の得点1レースを除外する。 
（２） レースは全4レースとする。ただし、天候その他の事情によりすべての

レースが消化できなくても、1レース以上の実施をもって各レガッタは

成立する。 
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１８．安全規定 （１） 衣服を一時的に追加したり脱いだりする場合を除き、各競技者は、

Optimistクラス規則 4.2(a)に従って、個人用浮揚用具を水上にいる間は

常に適切に着用しなければならない。この項は、規則40を変更してい

る。 

（２） 選手は、出艇前の予告信号予定時刻の70分前から20分前までの間に出艇

申告所に用意された 申告用紙に出艇のサインをしなければならない。

また、帰着後はすみやかに申告用紙 に帰着のサインをしなければなら

ない。申告は、出場する選手自身で行い、他人に頼んではならない。 

（３） レースからリタイアする艇は、できるだけ早くレース委員会またはレス

キュー艇に伝えなければならない。 また、出艇申告所にある申告用紙

にリタイアしたレースを記入しなければならない。 

（４） 選手の帰着を早急に確認するため、陸上でB旗が掲揚された場合、選手

は、B旗掲揚後60分以内に帰着のサインをしなければならない。B旗は

帰着前のレースが終了、中止または 延期された時刻以降に掲揚され

る。 

（５） 救助を求める選手は、笛を吹き手のひらを広げて大きく振ること。な

お、レース委員会は、参加者の意向に関わらず救助する権限を持つ。こ

のことは規則62.1(a)による救済の根拠とはならない。 

  
１９．装備と計測のチェ

ック 
（１） 艇または装備は、レース委員会またはプロテスト委員会により、クラ

ス規則と帆走指示書に従っていることを確認するため、いつでも検査

されることがある。 
（２） 前項の規定はOP級Bクラスには適用されない。 

  
２０．運営艇 （１） レース委員会運営艇の標識は「黄色旗」とする。 

（２） プロテスト委員会の乗艇する艇の標識は、「白地に黒文字で

『PROTEST』と記された旗」とする。 
（３） レース委員会に指定された支援艇がレスキュー・ボートとして行動す

る時の標識は、「ピンク色旗」+「黄色旗」とする。 

  
２１．支援艇 （１） 支援艇の標識は、レース委員会が用意する「ピンク色旗」とする。ま

た、円滑なレース運営のため、支援艇は430MHz無線を携帯するのが望まし

い。 
（２） チームリーダー、コーチその他の支援要員は、次の指示に従うものとす

る。 
(a) 運営艇に「緑色旗」が掲げられた場合には、「支援艇はコース内に入り

救助活動をせよ」を意味する。 
(b) 運営艇に「緑色旗」が掲げられていない場合には、「支援艇はコー

スの100ｍ以上外側にいなければならない」を意味する。 
（３） 前項の規定に関わらず、OP級Bクラスに対しては、安全・指導のため必要

な支援をすることを基本とする。ただし、OP級Aクラスのレースの障害に

なってはならない。 

  
２２．ごみの処分 ごみは、支援艇および運営艇に預けてよい。 
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２３．無線通信 艇は、レース中に無線通信を行ってはならず、またすべての艇が利用できない

無線通信を受信してはならない。この制限は、携帯電話、GPSにも適用する。

ただし、艇は、レース中は一切操作を行わず、ハーバーに帰着するまでの間は

GPSから一切の情報を取得せず、かつ帆走コースの記録だけを行う目的に使用

する場合に限り、予めレース委員会に書面で申請することにより、GPSを搭載

することができる。この項は、規則41を変更している。 

 
２４．賞 

（１） OP級Aクラス：1位から3位 トロフィーおよび賞状、4位から6位 賞状。 

       小学生の部 1位から3位 トロフィーおよび賞状、4位から6位 賞状。 

OP級Bクラス：1位から3位 トロフィーおよび賞状、4位から6位 賞状。 

（２） 帆走指示書24(1)の規定に関わらず、出場艇数が5艇以下の時は1位のみと

し、同10艇以下の時は3位までとする。 

（３） 第1回のレガッタでは、OP級Aクラスの上位選手に2015年度OP級全日本

選手権大会資格が与えられる予定。 

（４） 第2回、第3回のレガッタでは、OP級Aクラスの上位選手に2016年度OP級
全日本選手権大会資格が与えられる予定。 

 
２５．責任の否認 競技者は、完全に自らのリスクでレガッタに参加している。規則4、レースをす

ることの決定を参照のこと。主催団体は、各レガッタ前、レガッタ中またはレ

ガッタ後、と関連して受けた物的損害または個人の負傷もしくは死亡に対する

一切の責任を否認する。 

  
２６．保険 それぞれの参加艇は、大会開催日に有効なスポーツ保険に加入していなければ

ならい。 
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添付図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

スタート・エリア： 
帆走指示書10(5)のスタート・エリアは上記斜線部分、すなわち「スタート・ラインの風上風下およ

び両エンドから50m離れた長方形の内側部分」とする。 
レース委員会は、Aの位置またはAとB両位置に運営艇を配置することがある。 
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