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第４６回ＩＯＤＡ世界選手権大会 

第１８回ＩＯＤＡアジア選手権大会 

第２５回ＩＯＤＡヨーロッパ選手権大会 

2007年ＪＯＤＡナショナルチーム 最終選考会 

帆走指示書 （ＳＩ）-03/20- 

   
略 称 この帆走指示書では以下の略称を使用する： 

・ SI：帆走指示書 

・ NOR：レース公示 

・ RRS：セーリング競技規則2005-2008年版 

・ RC：レース委員会 

・ EYC：江の島ヨットクラブ 

  

  
１．主催及び適

用規則 
1.1 本大会は、日本オプティミストディンギー協会が主催する。 

1.2 本大会は、ＲＲＳに定義された「規則」を適用する。ただし、このＳＩで変更された部分を除

く。ＮＯＲとＳＩが矛盾する場合は、ＳＩを優先する。 

  
２．上告の制限 本大会は、海外派遣の申込期限の関係で成績確定を早急に行う必要上、ＲＲＳ７０.４（ａ）を

適用し、プロテスト委員会の判決を最終とする。上告の権利は認められない。 

  
３．参加手続き

及び資格 
選手は、ＮＯＲ６の参加資格の条件に従わなければならない。 

  
４．選手への通

告及びＳＩの変

更 

4.1 選手への通告は、陸上本部（ＥＹＣ２階会議室）に設置された公式掲示板に掲載される。 

4.2 ＳＩの変更は、それが発効する当日の８時００分までに掲示される。ただし、予定されてい

るレース日程に変更がある場合は、それが発効する前日の１８時００分までに掲示される。

  
５．陸上及び海

上で発する信号 
5.1 陸上で発する信号は、ＥＹＣ２階テラスに設置されたフラッグポールに掲揚し、以下の旗を

使用する： 

 （ａ） 回答旗を掲揚した時 ： レース信号回答旗説明文中の「１分」を「４５分以降」に置き換え

る。 

 （ｂ） 『Ｄ』旗を掲揚した時 ： 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４５分以降に発する。艇は、この信号を発するまでは、ハーバーを離れてはいけ

ない。」ことを意味する。 

5.2 海上にて、スターティング・ラインまたはフィニッシング・ラインに位置するＲＣ艇に『Ｎ/Ｈ』

旗、『Ｎ/Ａ』旗、回答旗/『Ｈ』旗、回答旗/『Ａ』旗が掲揚された時は、ＲＲＳレース信号に

定められたそれぞれの意味に加え【全艇直ちに帰港し、帰着申告をしなさい。】を含むも

のとする。 
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６．レースの日

程 
3月21日（水） 

以下公式日程 

3月22日（木） 

 

 

3月23日（金） 

3月24日（土） 

3月25日（日） 

9:00～12:00 

------------

8:30～ 

10:00～ 

11:55 

9:25 

9:25 

9:25 

 

時刻未定 

希望者への計測（EYCテラス階段下） 

 

登録受付（ＥＹＣ2階大会議室）及び計測開始（同上） 

開会式及びスキッパーズミーティング（ＥＹＣ２階大会議室）

第１レース予告信号 

その日の最初のレース予告信号 

その日の最初のレース予告信号 

その日の最初のレース予告信号 

12:55より後には、予告信号を発しない。 

閉会式、成績発表、ナショナルチーム参加の意思表示 

（閉会式の開始時刻は、最終レース終了後、公式掲示板に

掲示する） 

  
７．クラス旗 クラス旗は、『Ｏ』旗とする。 

  
８．レースエリア レースエリアは、このＳＩの「添付１図」に示すＣ海面またはA海面を予定する。その日に使用する

海面は、公式掲示板に掲示する。 

ただし、風向や波高等の理由により変更することがある。その場合には、公式フラッグポールに

『Ｌ』旗を掲揚し、公式掲示板により通告するか、OPクラス旗を掲げたＲＣ艇に『Ｌ』旗を掲揚し、

変更したレース海面に先導する。［レース信号『Ｌ』旗参照］。 

  
９．コース 9.1 このＳＩの「添付２図」に、レグ間のおよその角度、通過するマークの順序及びそれぞれの

マークを通過する側を含むコースを示す。 
9.2 予告信号以前に、スターティング・ラインのスターボードエンドに位置したスタートＲＣ艇に

最初のレグのおよそのコンパス方位を掲示する。 

  
１０．マーク 10.1 コースマーク①、②、③は、高さ約１ｍの黄色の円筒形ブイとする。 

10.2 スターティング・マークは、スターボードの端に位置するOPクラス旗をマストトップに掲揚

するＲＣ艇と、ポートの端に位置するオレンジ色旗を揚げたＲＣ艇とする。 

ただし、スターボードの端に位置するＲＣ艇のラダーを保護するために、そのスタンの直

近に浮かべたオレンジ色ブイもマークの一部である。ＲＣ艇とそのブイの間は通過できな

い。 

10.3 フィニッシング・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ＲＣ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。 
10.4 ＳＩ１２に規定する「コースのレグの変更の信号を発するＲＣ艇」は、マークである。 

  
１１．スタート 11.1 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色旗を掲揚しているポー

ルの間とする。 
11.2 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 Ａ

４を変更している。 

 
１２．コースの次

のレグの変更 
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は、ＲＣはフィニッシン

グ・ラインを新しい位置に変更することができる。 
その場合、艇は、フィニッシング・ラインの変更の信号を発しているRC艇をスターボードに見て、

ＲＣ艇と第３マークの間を通過しなければならない。この項は、ＲＲＳ２８．１を変更している。 

  
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・マーク上にオレンジ色旗を掲揚しているポールの間と

する。 
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１４．ペナルティ

方式 
14.1 ＲＲＳ３１．２または４４．１に基づきペナルティを履行したか、リタイアした艇は、抗議締切

時間内にレース・オフィスにおいて確認書に記入しなければならない。 

14.2 ＲＲＳ４２違反に対する即時のペナルティーとして、ＲＲＳ付則Ｐを適用する。 

14.3 プロテスト委員会は、ＲＲＳ４２の違反（付則Ｐ）以外の違反についても、レースを監視す

る。プロテスト委員会のメンバーがこれらの違反を目撃した場合、プロテスト委員会は音

響信号を１回発するが、セール番号の呼びかけはしない。これはプロテスト委員会が抗

議すべき状況を目撃したことと、１または２艇以上がペナルティー回転を履行すべきであ

ることを意味する。どの艇もペナルティー回転を履行しなかった場合、プロテスト委員会

は、１または２艇以上に対して抗議をすることができる。 

  
１５．タイムリミッ

ト 
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、ＲＲＳ３５とＡ４を変更している。 

  
１６．抗議と救済

の要求 
16.1 抗議をする艇は、抗議要件の追加として赤色旗の掲揚を必要とし、「レース中」は目立

つように掲揚を続け、フィニッシュ直後に抗議の意志と被抗議艇のセール番号をコース

側から見てスターボードに位置するＲＣ艇が確認するまで口頭で伝えねばならない。こ

の項は、ＲＲＳ６１．１(a)を変更している。 

16.2 抗議書は、レース・オフィスより入手できる。抗議は、抗議締切時間内にレース・オフィス

に提出されなければならない。 
16.3 抗議締切時間は、その日の最終レース終了後６０分までとし、その時刻は公式掲示板に

掲示される。 
16.4 当事者であるか、または証人として名前が挙げられている審問に関わっている選手に通

告するために、抗議締切時間後２０分以内に公示を掲示する。審問は、ＥＹＣ３階の審

問室において始められる。 
16.5 ＲＣまたはプロテスト委員会による抗議の公示をＲＲＳ６１．１(b)に基づき伝えるために掲

示する。ただし、その文にある【レースエリアで目撃した・・・締切時間以内に、その艇に

伝えなければならない。】を【レースエリアで目撃した・・・締切時間以内に、公式掲示板

に掲示しなければならない。】に変更する。 
16.6 ＳＩ１４．２に従って、ＲＲＳ４２の違反を認めた艇、また、プロテスト委員会によって失格とさ

れた艇の一覧表は、抗議締切時間前に掲示される。 
16.7 ＳＩ１４．１、１８、１９、２０及び２3の違反は、艇による抗議の根拠とはならない。この項は、

ＲＲＳ６０．１（a）を変更している。 

16.8 ＳＩ１４．１及び２０の違反に対しては、プロテスト委員会の判断により、失格のペナルティ

を軽減することができる。 

16.9 大会の最終日では、審問の再開の要求は、次の時間内に提出されなければならない。 

(a) 大会最終日の前日に通告された判決に関する審問の再開要求は、抗議締切時刻と

する。 

(b) 大会最終日の当日に通告された判決に関する審問の再開要求は、判決通告後３０

分の時刻とする。 

この項は、ＲＲＳ６６を変更している。 

  
１７．得点方式 17.1 本選考会では最多で1２レースを予定し、最少４レースの完了をもって大会は成立とす

る。 

17.2 本選考会の艇の得点は、成立したレースが、 

(a) 5レース以下の場合は、全レースの得点合計とする。 

(b) ６レース以上９レース以下成立した場合は、最悪の得点１レースを除外する。 

(c) 10レース以上成立した場合は、悪い得点順に２レースを除外する。 

17.3 ＳＩ１８．２（ＮＯＲ９．１）、ＳＩ１８．３、及びＳＩ１９の５点加算のペナルティーの略語は、ＰＦＰ

（Ｐｅｎａｌｔｙ ｏｆ Ｆｉｖｅ Ｐｏｉｎｔｓ）とする。 

17.4 ＳＩ１８．２、１８．３及び１９．に基づきペナルティを受けた艇のセール番号は、抗議締切時

間以内に公式掲示板に掲示される。 
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１８．安全規定 18.1 海上では常に適当な個人用浮力体（ライフジャケット）を着用しなければならない。ウェット

スーツ及びドライスーツは、適当な個人用浮力体と見なさない。この項は、ＲＲＳ２７．１及

び４０を変更している。 
18.2 クラス規則の4.2(a)、4.2(b)、4.3(a)、4.3(b)及び3.3.4に加えて、各艇にはブレードの面積が

0.025㎡以上のパドルを確実に取り付け、選手は、笛を着衣にラニヤードで取り付けなけ

ればならない。この指示に従わなかった選手は、審問無しに、この違反が認められたレー

ス得点に5点のペナルティを受ける。 
18.3 レースからリタイアした選手は、できるだけ早くＲＣへ知らせなければならない。出艇申

告、帰着申告は、サインシステムを採用する。選手は、海上に出る前に出艇申告として申

告用紙に自分自身でサインし、帰着後直ちに、帰着申告として同じ用紙にサインしなけ

ればならない。この指示に従わなかった選手は、審問無しに、この違反が認められたその

日の全レースの各得点に５点加算のペナルティーを受ける。 
18.4 救助を必要とする選手は、笛を吹き、パドルか片腕を振ることで知らせなければならな

い。 ＲＣは、ＲＣが救助を要すると判断した選手を、その選手の意向にかかわらず救助

する権限を持つ。このことは、ＲＲＳ６２．１（ａ）による救済の根拠とならない。 

  
１９．環境保護 選手、サポートボートの乗員は、地球環境保護のために、一切のゴミを海に捨ててはならない。

この指示に従わなかった選手は、審問無しに、この違反が認められたその日の全レースの各得

点に５点加算のペナルティーを受ける。 

  
２０．装備の交

換 
20.1 損傷または紛失した装備の交換は、事前にＲＣの書面による承認がなければ許可されな

い。交換の要求は、最初の適当な機会にＲＣに対して行われなければならない。 

20.2 損傷した装備の交換は以下により許される。 
(a) 損傷した装備品は、レース委員会計測部により検査を受けること。 
(b) 許可後に交換した装備品は、その日のレース終了後、レース委員会計測部に提出し

計測を受けること。 

(c) レース後の計測での合格装備品が、レース前に遡りレース委員会に承認されること。 

  
２１．装備と計測

のチェック 
艇または装備は、ＲＣまたはプロテスト委員会の指示により、いつでもクラス規則とＳＩの規定につ

いて検査される。 

ＲＣは、各レースでフィニッシュ順位が上位１０位までの数艇に対して、装備と計測のチェックを

行う旨を通知することができる。通知を受けた選手は、黒字で「ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ」と示した

白色旗を掲揚した近くのＲＣ計測艇へ速やかに近づき、装備と計測のチェックを受けなければ

ならない。選手は計測を受けるまでは、艇または装備にどのような改修も行ってはならない。 

  
２２．オフィシャ

ルボート 
オフィシャル・ボートの標識は、次の通りとする。 

ＲＣ艇：  

a) スターボード側に位置するスタートＲＣ艇： 

b) ポート側に位置するスタートRC艇： 

c) スターボード側に位置するフィニッシュＲＣ艇： 

d) RC計測艇: 

 

e) 上記 a)、b)、c)、d)以外のＲＣ艇: 

プロテスト委員会ボート： 

レスキューボート：             

ＲＣに指定されたサポートボートが、レスキューボートと

して行動する時： 

 
 
ＯＰクラス旗 

オレンジ色旗 

青色旗  

黒字で「ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ」と記し

た白色旗 

黄色旗 
黒字で「JURY」と記した白色旗 

黄色旗 

ピンク色旗と黄色旗 
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２３．サポートボ

ート 
23.1 サポートボートは、ＲＣより支給されたピンク色旗を掲揚すること。 

23.2 サポートボートは、次の条件を満たす場合にのみ使用が認められる。 

(a)  サポートボートを操縦するもの及び同乗者は、いかなるときも責任を持ち、競技の公平さ

に影響を与えるような不適切な行動、危険な行為を行ってはならない。サポートボートは

レース中、器具、物品、ブイ、マークに類するいかなる物も、海上に設置してはならな

い。 

（b） サポートボートは、ＲＣに対しレースの参加申し込み時に所定の様式によりその使用につ

いて申請し、許可を受けなければならず、また救助活動を除き、定員の１／２を超えて乗

艇させてはならない。 

（c） サポートボートは、予告信号から最終艇がフィニッシュするまでの間は、「添付２図」に示

すスターティングエリア及びレースエリアに入ってはならない。ただし、レースの延期、中

止またはゼネラルリコールの信号が発せられた場合には、次の予告信号までは上記エリ

アに入っても良い。 

（d） あらかじめＲＣに指定されたサポートボートは、ＲＣから救助活動の指示があった場合に

は、直ちにＲＣの指揮下に入り、ピンク色旗に加えて黄色旗を掲揚し、救助活動に従事

しなければならない。 

（e）すべてのサポートボートへの救助活動要請は、ＲＣ艇にグリーン旗を掲揚して通告する。

サポートボートは、この要請があった場合のみ、救助活動のために「添付２図」に示すス

ターティングエリア及びレースエリアに入ることができる。ただし、サポートボートは、救助

活動を除きレース艇に援助を与えてはならない。 

      注． 援助はＲＲＳ４１と同義語とする。 

23.3 サポートボートがＳＩ２3．２（ａ）～（e）に違反した場合には､プロテスト委員会の判断により、

そのサポートボートに関係する全選手の当該レースを失格とするか、または、その他のペ

ナルティーを課すことができる。 

  
２４．無線通信 艇は、レース中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、デジタルコンパスにも適用する。 

  
２５．賞（代表

権） 
25.1 上位5名を2007年ＩＯＤＡ世界選手権大会のナショナルチームメンバーとしてJODAに推

薦する。 

25.2 それに次ぐ順位の選手は、選手の意志により上位から（１）または（２）の大会のどちらかを

選択する。 

（１） ＩＯＤＡアジア選手権大会 7名（うち異性2名以上）。 

（２） ＩＯＤＡヨーロッパ選手権大会。 既に内定している森山 慎太郎君を含む4名（た

だし同性3名以内）。 ただし森山君が他の大会を選択、またはヨーロッパ選手権

を辞退した場合は、１次選考会の小学生次位者による繰り上げは認められない。

25.3 各大会の内定・選択した選手は、その発表の場にて参加の意志表示を行わなければなら

ない。 

25.4 辞退者が多く本大会で出場枠を満たさない場合には、その補充はしない。従って、大会

出場の推薦を行わない場合がある。 
25.5 万一、本大会が成立しなかった場合には、2006年日本オプティミストセーリング選手権大

会の成績の上位者から順に内定する。 
25.6 内定者が陸上、海上を問わずスポーツマンシップとフェアプレーの原則及び一般常識か

ら逸脱した行為があったと認められた場合、理事会決議によって内定を取り消すことがあ

る。 

  
２６．責任の否

認 
選手は、完全に自己のリスクでこの大会に参加している。 ＲＲＳ４「レースをすることの決定」を参

照のこと。主催団体は、この大会の以前、最中または以降と関連して受けた、物的損傷または

個人の負傷もしくは死亡に対する責任を否認する。 
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添付１図（コースエリア図） 

  
下記のＣ海面またはＡ海面とする。 
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      添付２図（コース図） 

1

2

3

60°

60°

60°

60°

スタートライン

フィニッシュ

ライン ＲＣスタート  艇

スタートアウタ

RC艇

フィニッシュ

ＲＣ  艇

フィニッシュアウタ

ブイ

２ マーク

３ マーク

１ マーク

150m

150m

第1マークへのビーティン

グ時のレースエリア境界

150m
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