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第21回全日本OP級チームレース選手権大会 

帆走
はんそう

指示書
し じ し ょ

 

１．規則
きそく

 
（１） 本大会には、｢セーリング競技規則2005-2008｣に定義された｢規

則｣、付則Ｄ、ＯＰ級クラス規則を適用する。 

（２） 規則またはレース公示と本帆走指示書が矛盾する場合は、帆走指

示書を優先する。 

 

２．競技者
きょうぎしゃ

への通告
つうこく

 
競技者への通告は、陸上本部（江の島ジュニアヨットクラブ教室前）に

設置された公式掲示板に掲示される。 

 

３．帆走
はんそう

指示書
し じ し ょ

の変更
へんこう

 
帆走指示書に変更がある場合は、午前9:00までに公式掲示板に掲示する。 

 

４．陸 上
りくじょう

で発
はっ

する信号
しんごう

 
（１） 陸上で発する信号は、陸上本部前のフラッグポールに揚げられる。 

（２） 音響信号１声と共に掲揚されるＤ旗は、「予告信号は、Ｄ旗の掲

揚後 20分以降に発する。艇は、この信号が発せられるまで、ハ

ーバーを離れてはいけない。」ことを意味する。 

（３） 回答旗が陸上で掲揚された場合、レース信号回答旗説明文の「1

分」を「20分」と置き換える。 

 

５．レースの日程
にってい

 
（１） それぞれの日の最初のレースの予告信号の時刻は、下記の

通りである。 

日 程 予告信号の時刻 

9 月 23 日（金） 12：27 
9 月 24 日（土） 09：27 
9 月 25 日（日） 09：27 

      最終日は13:57より後には、予告信号は発せられない。 

（２） 概略の予定では、予選を第1、2日目、決勝を第3日目に予定して

いるが、天候その他の理由で変更されることがある。 

 

６．レースの構成
こうせい

 
（１） 本大会は、ラウンドロビンによる予選とトーナメントによる決勝

戦（組み合わせは、添付2参照のこと）から構成される。各チー

ムの対戦相手やレース順は、予め公式掲示板に掲示される。 

（２） 予選は、最大7チームを1組とし、1レースずつのラウンドロビン

とする。予選の組み合わせは、2004年度の全日本ＯＰ級セーリン

グ選手権大会の最終得点（参加していない選手の得点は、141点
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とする）を各チーム毎に合計し、同じクラブから複数参加してい

るチームから先に成績順に上位のチームからＡ、Ｂ、Ｂ、Ａ、Ａ、

Ｂ・・・・、Ａ、Ａ、Ｂと並べ、その次に単数参加のチームを成

績順に同様に並べる。これは、複数参加チームの対戦が予選で偏

らないための措置である。 

（３） 予選の結果、各組それぞれ、勝ち数の上位3位までが決勝トーナ

メントに参加でき、その他のチームは順位決定戦に参加できるも

のとする。勝ち数が同じ場合は、直接対戦結果の勝ちを上位とす

る。タイは、付則Ｄ４．２を適用して解くものとする。ただし、

Ｄ４．２（ｅ）は主将同士のじゃんけんに変更する。 

（４） 本大会は、予選の各組ラウンドロビンの終了をもって成立とする。 

（５） 天候その他の理由で決勝トーナメント及び順位決定戦が完了で

きそうにないとレース委員会が判断した場合、7位以下の順位決

定戦は中止されることがある。 

さらに決勝トーナメントが完了しない場合は、予選の各上位1位

の決勝トーナメントを実施する。この場合、レースは最終日の

14:00より後に、予告信号が発せられることがある。この場合、3

位以下の賞は授与されない。 

それも実施できない場合は、上位予選の各1位を両者優勝とする。

この場合、3位以下の賞は授与されない。 

 
７．レース・エリア 

レース・エリアは、江の島ヨットハーバーのさざえ島正面の湾内とする。 
ただし、上記のエリアで実施困難とレース委員会が判断した場合は、腰

越沖イ海面で実施する。その場合、レース委員会は、その海面で行われ

る予告信号の30分前までに陸上本部のフラッグポールにＬ旗を掲揚し公

式掲示板により通告するか、Ｌ旗を掲げた運営艇がレース艇をレース海

面に誘導する。［レース信号Ｌ旗参照］。 

 
８．コース 

（１） 各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、帆走指示書の添付図1
とする。 

（２） コースは、スタート→①→②→③→フィニッシュとする。 

（３） コースは短縮しない。この項は規則32を変更している。 

 
９．マーク 

（１） マーク①、②及び③は、オレンジ色のブイとする。 

（２） スターティング・マークは、スターボードエンドに位置するレー

ス委員会の運営艇とポートエンドに位置する「ＯＰ旗」を揚げた

ブイとする。 

（３） フィニッシング・マークは、スターボードエンドに位置する青色

旗を掲揚するレース委員会の運営艇とポートエンドに位置する

「ＯＰ旗」を揚げたブイとする。 

 
１０．スタート 

（１） レースは、次の表による変更事項と規則２６を用いて、予告信号

をスタート信号の前３分としてスタートさせる。 
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意味 旗と音響 スタート信号ま

での時間(分) 
予告信号 対戦を示すチームの識別旗掲揚、音響 1 声 ３ 
準備信号 P 旗掲揚、音響 1 声 ２ 

1 分 P 旗降下、長音 1 声 1 
スタート信号 チームの識別旗降下、音響 1 声 0 

 

（２） スターティング・ラインは、スターボードエンドに位置するスタ

ーティング・マーク上でオレンジ旗を掲揚しているポールと、ポ

ートエンドのスターティング・マークの間とする。 

（３） スタート信号の１分より後にスタートする艇は、ＤＮＳと記録さ

れる。これは付則Ａ４を変更している。 

（４） 予告信号が発せられていない艇は、スターティング・エリアから

離れ、待機エリア内で待機すると共に予告信号が発せられたすべ

ての艇及びアンパイアボートを避けなければならない。 

（５） 予選各組の識別旗の色は、下記とする。 
 Ａ組：白地に黒文字でOPマーク+Ａ 
 Ｂ組：赤地に黒文字でOPマーク+Ｂ 
また、各チームの識別は、赤、青、紫、緑、桃色、薄緑、黄の旗

とする。 

 

１１．個別
こべつ

のリコール 
個別のリコールには、規則２９．１に従ってＸ旗が掲揚されるが、これ

はスタート信号後1分以内とする。この項は規則２９．１を変更している。 

 

１２．レースの中止
ちゅうし

 
レース委員会は、いつでも“Ｎ旗”と“チームの識別旗”を掲げること

により特定のレースを中止することができる。 

 
１３．フィニッシュ 

 
（１） フィニッシング・ラインは、スターボードエンドにある青色旗掲

揚の運営船のオレンジ旗掲揚ポールと、ポートエンドのフィニッ

シング・マークの間とする。 

（２） フィニッシュした艇は、レース中の艇及びアンパイアボートを避

け、次のレースに備えて待機エリアに戻ること。 

（３） 各レースの終了は、各レース最終フィニッシュ艇のフィニッシュ

をもって行われる。フィニッシュラインの消滅は、通知されない。 

 
 
１４．アンパイアリング 

（１） 大会は、付則Ｄ２．２（アンパイア制のレース）を適用する。 

（２） すべての抗議に付則Ｄ２．４（ｂ）を適用する。 
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（３） 付則Ｄ２．１（ａ）は削除し、以下のように変更する。 
抗議しようとする艇は、直ちに相手艇に『プロテスト』と大きな

声で叫び、かつアンパイアの注意も喚起しなければならない。ま

た速やかに赤色旗を手に持って、相手艇とアンパイアの両方によ

くわかるように展開しなければならない。 
艇は、赤色旗を掲揚した後、相手艇が付則Ｄ２．１（ｂ）に従っ

てペナルティを履行したと納得した場合、赤色旗を降下しなけれ

ばならない。 
また、赤色旗を掲揚して、相手艇ではなく自艇に過失があったと

常識的に速やかに判断した艇は、直ちに赤色旗を降下して、規則

Ｄ２．１（ｂ）に従ってペナルティを履行し、それに応じて相手

艇に声をかけなければならない。 

（４） 付則Ｄ２．２（ａ）の文中の3番目の文の「黄色旗を掲揚し

て、」を削除し、「片手を真上に掲げて、」に変更する。 

（５） 規則４２違反に対する即時のペナルティとして、付則Ｐを

適用する。ただし、付則Ｐ２．３は適用せず、付則Ｐ２．２を｢最

初の抗議以降の抗議に適用する｣と変更する。 

 
１５．タイムリミット 

対戦レース毎に、先頭艇がコースを帆走してフィニッシュ後６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Ａ

４を変更している。 

 

１６．救 済
きゅうさい

の要 求
ようきゅう

など 
 

（１） 付則Ｄ2.2(a)による抗議以外の抗議及び救済の要求につい

ては、関係するレースの終了後５分以内に限りアンパイア

が受け付ける。この項はＲＲＳ６２．２を変更している。 

（２） ただし、艇体及び艤装品破損に伴う救済要求は、上記に関

わらず海上で赤色旗を掲げ口頭でアンパイアに伝えること。 

（３） 陸上での審問に関係する当事者は、公式掲示板に掲示され

ることで通告される。 

（４） 掲示後、当事者は掲示板付近で待機すること。 

 

１７．得点
とくてん

 
（１） 付則Ｄ３．１（ａ）を以下のように変更し、付則Ｄ３．１を適用

する。 
フィニッシュした艇は、以下を除きフィニッシュ順位に等しい得

点を与えられる。 
 ・DNC、DNS、DNF、RAF、OCSは、すべて得点を7点とする。 
 ・DSQは、得点を10点とする。 

（２） 付則Ａ６を適用する。 

（３） 当該のレース参加以外のチームが待機エリア範囲内での待

機を指示しても守らない場合、レース委員会は赤色旗を掲

げると共にチーム識別色を呼んで当該チームに『待機エリ

アの範囲内に移動するよう』改めて警告することができる。

通算して３回以上この警告を受けたチームは、以降のレー
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スのすべてのチーム得点に３点（一人につき１点）が加算

される。 

 

１８．安全
あんぜん

規定
きてい

 
（１） 出艇、帰着申告は陸上本部に用意した申告書に選手本人がサイン

を書くこと。 

（２） 選手は、離岸から着岸まで有効な救命具を着用すること。この項

は規則４０を変更している。 

（３） レースからリタイアした艇は、できるだけ早くレース委員会に伝

えなければならない。 

（４） 救助を求めるときには、手のひらを広げて大きく振ること。 

（５） レース委員会は、参加者の意志に関係なく救助することがある。 

（６） 運営船にＮ／Ｈ旗、Ｎ／Ａ旗、ＡＰ／Ｈ旗またはＡＰ／Ａ旗が揚

げられたときには、速やかにハーバーに帰ること。 

 

１９．レース艇
てい

 
（１） 損傷または紛失した装備の交換は、レース委員会の承認なしでは

許可されない。交換の要請は、最初の適当な機会にレース委員会

に行われなければならない。 

（２） チームを識別するために、会場内及び海面上ではレース委員会よ

り支給されたチームを示す識別リボンをセールのピークに結ぶ

こと。 

 

２０．装備
そうび

と計測
けいそく

のチェック 
艇または装備は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、フィニッシュ後、検査されることがある。セール番号を呼ばれた艇

は、艇をフィニッシュ時の状態に保ち、アンパイアボートの指示に従う

こと。 

 

２１．運営艇
うんえいてい

の標 識
ひょうしき

 
運営艇は、黄色旗を船尾に掲揚する。 
アンパイア艇は、ピンク色旗を船尾に掲揚する。 

 

２２．支援艇
しえんてい

 
（１） 支援艇はレース期間中、出艇を許可しない。 

（２） 各チーム毎に1名以内のコーチまたは支援者は、待機エリアに固

定される運営艇に乗船し、レース中以外のチームへの支援をする

ことができる。 

（３） レスキューが必要となった場合、レース委員会により、各チーム

のコーチまたは支援者は、レスキューボートに乗船し救助に参加

するよう要請されることがある。 

 

２３． 賞
しょう

 
（１） 優勝、準優勝、3位のチームを表彰する。 
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（２） 4チーム以上の参加があった場合、優勝チームおよび、準優勝チ

ームは、2005年全日本ＯＰ級セーリング選手権大会の40位入賞と

同じ資格が与えられる。 

（３） 男子最優秀選手賞、女子最優秀選手賞、敢闘賞を個人に授与する。 

 

２４．責任
せきにん

の否認
ひにん

 
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）参照。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

は死亡による対する責任を否認する。 
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