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ノルウェーフレンドシップヨットレース 
ジュニアクラス 

帆走指示書
はんそうしじしょ

 

   

１．規則
き そ く 1.1 本大会は、「２００５－２００８国際セーリング競技規則」（以下ＲＲＳとす

る）に定義された「規則」を適用する。 
1.2 和文と英文とが矛盾する場合には、英文を優先させる。 

   

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（江の島ヨットクラブ2F大会議室）に設置された公式

掲示板に掲示される。 

  

３．帆走指示書
はんそうしじしょ

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、江の島ヨットクラブ２階テラスのフラッグポールに

揚げられる。 
（２） 回答旗が陸上で掲揚された場合、レース信号回答旗説明文中の「１分」

を「３０分以降」と置き換える。 
（３） 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３０分以降に発する。この信号を発するまでは、艇はハーバーを離れ

てはいけない。」ことを意味する。 

  
５．レースの

日程
にってい

4月1日（日） 

 

 

 

 

8:45～9:00 

9:55 

10:00 

 

15:30 

開会式及びスキッパーズミーティング（EYC2Fテラス） 

OP級Aクラス第1レース予告信号 

OP級Bクラス第1レース予告信号 

以降のレースは順次行う（海上にて昼食） 

表彰式及び閉会式（EYC2F大会議室） 

  
６．レースの

成立
せいりつ

レースは全３回戦とする。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成立とする。 
また、１レースも実施できない場合の順延は行わない。 
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７．クラス旗
き クラス          旗             

ＯＰ級Ａクラス（中級、上級）  ＯＰマーク＋Ａ（白地に黒文字） 

ＯＰ級Ｂクラス（初級）        ＯＰマーク＋Ｂ（赤地に黒文字） 

   
８．レースエリア レースエリアは、湘南港江ノ島沖Ｂ１海面（七里ヶ浜高校沖）とする。 

  
９．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とする。 
（２） 予告信号以前に、レース委員会の本部船に、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。 

  
１０．マーク （１） マーク①、②、③は、オレンジ色の円筒形のブイとする。 

（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『ノルウェー

国旗』をマストトップに掲揚する本部船とポートエンドに位置する「オレ

ンジ色旗」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

する運営艇とポートエンドに位置する「オレンジ色旗」を揚げたブイとす

る。 
（４） ＳＩ１２．１によって、C旗を掲げる運営艇もマークである。 

  
１１．スタート （１） レースは、ＲＲＳ．２６を用いて、下表の通り予告信号をスタート信号の

前５分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。 

ただし、先にスタートするクラスがゼネラルリコールとなり、再スタート

する場合は、自動的に後続クラスのスタートは遅れる。その場合、先のク

ラスのスタート信号と共に掲げられた後続クラスの予告信号旗は、速やか

に降下される。この項は、ＲＲＳ．２６を変更している。 

（３） スターティング・ラインは、スターティング・マーク上に「オレンジ旗」

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、ＲＲＳ．Ａ４を変更している。 

（５） 予告信号が発せられていない艇は、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） ＯＰ級Ｂクラスのスタートには、ＲＲＳ．３０（スタートのペナルティ）

を適用しない。 
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クラス 時間 信号 旗の動作 音響信号 

  スタートライン設置 「オレンジ旗」を掲揚 なし 

スタート５分前 予告信号 「ＯＰＡ旗」を掲揚 音響１声 

４分前 準備信号 Ｉ旗、Ｚ旗または「黒色旗」を掲揚 音響１声 

  １分前 １分前信号 Ｉ旗、Ｚ旗または「黒色旗」を降下 長音１声 
ＯＰＡ 

０ スタート信号 「ＯＰＡ旗」を降下 音響１声 

スタート５分前 予告信号 「ＯＰＢ旗」を掲揚 音響１声 

４分前 準備信号 Ｐ旗を掲揚 音響１声 

  １分前 １分前信号 Ｐ旗を降下 長音１声 
ＯＰＢ 

０ スタート信号 「ＯＰＢ旗」を降下 音響１声 

 ４分後 スタートラインの消滅 「オレンジ旗」を降下 なし 

 
１２．コースの

次
つぎ

のレグの

変更
へんこう

12.1 先頭艇が第３マークを回航する以前に著しい風向の変化があった場合、レース

委員会はフィニッシング・ラインをＲＲＳ．３３に従い移動することができ

る。 
12.2 この変更については、新しいマークがまだ設置されていなくても、先頭艇が次

のレグに入る前に通告する。この項は、ＲＲＳ．３３を変更している。 
12.3 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、ＲＲ

Ｓ．６２．１への追加である。 

  
１３．フィニッシュ フィニッシング・ラインは、フィニッシング・マーク上の「オレンジ色旗」を揚げ

たポールの間とする。この項は、ＲＲＳ．３２．２が実施される場合は適用されな

い。 

  
１４．ペナルティ ＲＲＳ．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 
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、ＲＲＳ．３５とＡ４を変更

している。 
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１６．抗議
こ う ぎ

と救済
きゅうさい

の要求
ようきゅう

（１） 抗議する時には、最初の適当な機会に”プロテスト“と声をかけ、目立つ

ように赤色旗を掲げ相手に意思を伝えるとともに、フィニッシュ後にフィ

ニッシュボートのスターボード側から運営に対してその意思と対象艇を伝

えること。なお、フィニッシュ後レース委員会に対してその意思を伝える

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、ＲＲＳ．６１．１（ａ）（２）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に共通で、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、レースアリアで目撃したケースに対する抗議お

よび救済の要求に適用する。この項は、ＲＲＳ．６１．３と６２．２を変

更している。 

（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

いる競技者に通告するために、抗議締切時間後１５分以内に公示を掲示す

る。審問は、陸上本部にある審問所において始められる。 

（５） レース委員会またはプロテスト委員会による抗議の公示をＲＲＳ．６１．

１（ｂ）に基づき伝えるために公式掲示板に掲示する。 

（６） ＳＩ１４に基づきＲＲＳ．４２違反を認めたか、またはプロテスト委員会

により失格とされた艇のリストは、抗議締切時間前に掲示される。 

（７） ＳＩ１８、１９、２１の違反は、艇による抗議の根拠とはならない。これ

はＲＲＳ．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
とくてん 本大会の艇の得点は、実施した全てのレースの得点合計を用いる。 

  

１８．安全規定
あんぜんきてい （１） 出艇、帰着申告を適用する。競技者は陸上本部に用意した申告書にD旗が掲

揚された後かつ帰着後、速やかに本人がサインすること。この指示に従わ

ない競技者にはその日の全てのレースに5点ペナルティを課す。このペナル

ティは審問無しに適用される。この項は、RRS63.1を変更している。 

（２） 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。 

（３） 競技者はヨットに乗っているときには、必ず救命胴衣を着用すること。 

（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り、帰着申告を行わなければならない。 

  

１９．装備
そ う び

と計測
けいそく

のチェック 

19.1 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。水上では、艇は、レース委員会計測員により検査のために直ちに指定

したエリアに向かうことを指示されることがある。 
19.2 19.1はOP級Bクラスには適用しない。 
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２０．運営艇
うんえいてい （１） 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『ＰＲＯＴＥＳ

Ｔ』を記された旗とする。 

  

２１．支援艇
しえんてい （１） 支援艇は、レース委員会より支給されるピンク色旗の標識をつけなければ

ならない。安全かつ円滑なレース運営のため、支援艇には４３０MHz無線を

携帯することが望まれる。 

（２） チームリーダー、コーチその他の支援要員は、下記の指示に従うものとす

る。 

・ＯＰ級Ｂクラスに対しては、安全・指導のため常時支援すること。ただ

し、ＯＰ級Ａクラス及びオープンクラスのレースの障害になってはならな

い。 

・運営艇にグリーン旗が掲げられた場合には、「すべての支援艇はコース

内に入り救助活動をせよ」を意味する。 

・運営艇にグリーン旗が掲げられていない場合には、ＯＰ級Ｂクラスの支

援時以外は「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。 

  

２２．賞
しょう （１）ＯＰ級Ａクラス優勝者に、ノルウェーフレンドシップ杯（持ち回り）を授与

する。 

（２）賞状を次の通り与える。 

・ ＯＰ級Ａクラス：１位から６位、小学生の部１位から６位まで 

・ ＯＰ級Ｂクラス：１位から６位まで 

  

２３．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。 

  

２４．保険
ほけん それぞれの参加艇及び支援艇は、参加に際し当日有効なスポーツ保険に加入してい

なければならない。 

 



 

３ 

ﾌｨﾆｯｼｭﾗｲﾝ 

２ 

１

３ 

60° 

120° 

ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ

コース図その１     
スタート→①→②→③

コース図その２  ③→フィニッシュ 
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