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第 3６回 J	 /	 2	 4	 クラス全日本選手権大会	 

帆走指示書	 

（Sailing	 Instructions）	 

	 

略称：この帆走指示書では以下の略称を使用する；	 

・NOR：レース公示	 	 	 ・RC：レース委員会	 

・RRS：セーリング協議規則 2013－2016 年版	 ・SI：帆走指示書	 

	 

1.	 適用規則	 

1.1	 本レガッタには、『セーリング協議規則（以下、RRS）』に定義された規則を適用す

る。	 

1.2	 『国際 J/24 クラス協会規則（以下、IJCA 規則）』を適用する｡	 

1.3	 チャーター艇で参加をする場合、艇体番号とセール番号の不一致は、これを認める。

また、RRS	 G3	 は適用しない。	 

1.4	 艇が各日の 初のレースのために係留場所を離れてから係留場所に戻るまでのレ

ース中ではない間、艇は、RRS41	 により許されている場合を除き、他の競技者また

は主催者の指示の下にある運営艇を除く外部の者からの援助を受けてはならない。	 

レース中は RRS	 41	 が修正なしに適用される。	 

レース委員会（RC）が、信号旗 H	 の上に AP、及び、AP-A、N-H、N-A	 を掲揚した場

合は、上記の RRS	 41	 に対する追加規定は、艇が再び係留場所を離れるまで停止され

る。	 

これは RRS	 41	 および第 4	 章の前文を変更している。	 

1.5	 各艇に対しバウ・ナンバーが指定され、レガッタ中その艇を識別するために使用さ

れる。バウ・ナンバーはレース委員会事務局から配布され、別途指示する位置に貼

付しなければならない。バウ・ナンバーは大会受付時に大会が終わって艇が上架さ

れるまで、しっかりと貼られていなければならない。	 

1.6	 規則 61.1（a）に基づき掲揚される赤色旗は、縦 150mm	 以上、横 200mm	 以上とする。	 

これは規則 61.1（a）を変更している。	 

1.7	 規則 44.3	 に基づき掲揚される黄色旗に代えて I	 旗を用いても良い。黄色旗、I	 旗、

いずれの場合も縦 150mm	 以上、横 200mm	 以上とする。	 

これは規則 44.3	 を変更している。	 

1.8	 IJCA 規則 C.2.1 を次のとおり変更する。	 

クルーメンバーは 3 名以上で、クルーの総体重は（水着姿で）、レガッタ前の体重検

査で４００kg 以下でなければならない。スキッパー及びヘルムスマンは､レース委員

会が許可しない限り､大会期間中同一でなければならない｡その他の乗員は登録され

た乗員リスト内での交代は認めるが､乗員数は変更できない。乗員登録は 1 チーム 10
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名までとし､乗員は複数の艇に重複して登録する事はできない。	 

	 

2.	 競技者への通告	 

2.1	 大会期間中、レース委員会事務局は、葉山港ハーバー内に置く。	 

2.2	 競技者への通告は、葉山港ハーバー内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	 

帆走指示書の変更は、それが発効する日の 初のレースの予告信号 60 分前までに公式掲

示板に掲示される。	 

ただし、レース日程の変更がある場合は、発効する前日の 17：00	 までに掲示される。	 

	 

4.	 陸上で発する信号	 

4.1	 陸上で発する信号は、葉山港ハーバー内に設置されたフラグポールに掲揚される。	 

4.2	 陸上でＡＰ旗を掲揚した場合、RRS のレース信号ＡＰ旗の意味は「1	 分後」から「60	 

分以降」に変更する。	 

これは、ＲＲＳ信号旗を変更している。	 

4.3	 Ｙ旗が陸上で掲揚された場合、水上にいる間は常に規則 40	 が適用される。これは

第 4	 章前文を変更している。	 

	 

5.	 レース日程	 

5.1	 レース日程	 

１１月２３日（水）	 １０：００～１７：００	 大会受付、艇体・セイル・体重計測	 

１１月２４日（木）	 ０９：００～１７：００	 大会受付、艇体・セイル・体重計測	 

１１月２５日（金）	 ０８：００～０８：４５	 出艇申告、乗員体重計測	 

	 	 	 ０８：４５～	 	 	 	 	 	 艇長会議	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０：５５	 	 	 	 	 	 	 初のレースのスタート予告信号時刻	 

	 	 	 １８：００〜	 	 	 	 	 	 ウエルカムパーティー	 

	 １１月２６日（土）	 ０７：３０～０８：００	 出艇申告、乗員体重計測	 

	 	 	 ０９：２５	 	 	 	 	 	 	 初のレースのスタート予告信号時刻	 

	 １１月２７日（日）	 ０７：３０～０８：００	 出艇申告、乗員体重計測	 

	 	 	 	 	 	 ０９：２５	 	 	 	 	 	 	 初のレースのスタート予告信号時刻	 

	 	 	 １５：００～	 	 	 	 	 	 表彰式	 

5.2	 大会 終日は、１３：００を越えて予告信号が発せられることはない。	 

5.3	 本大会は 8	 レースを予定している。	 

5.4	 1	 日に予定されるレースは 3	 レースであるが、1	 日につき 1	 レースを追加して行

うことがある。	 
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6.	 クラス旗	 

『国際 J24 クラス旗』	 （白地に青色のクラスエンブレム）とする。	 

	 

7.	 レース・エリア	 

葉山沖とする。添付図 A に示す。	 

	 

8.	 コース	 

8.1	 	 コースは風上風下の 5 レグ（コース 1）または 4 レグ（コース 2）とする。	 

	 コース 1：スタート→上→ヒッチマーク→下→上→ヒッチマーク→下→上フィニッシュ	 

	 	 	 	 コース 2：スタート→上→ヒッチマーク→下→上→ヒッチマーク→下→フィニッシュ	 

8.2	 	 添付図 B	 の見取図がコースを示す。	 

8.3	 	 予告信号以前に、帆走すべきコースの指示、および第 1 レグのコンパス方位をス

タートラインに位置した RC 艇に掲示する。	 

コース指示は、「数字旗 1」がコース 1	 を、「数字旗 2」がコース 2	 を示す。	 

	 

9.	 マーク	 

9.1	 上マークおよび下マークはオレンジ色膨張式円筒形のブイとする。	 

9.2	 ヒッチマークはオレンジ色球形ブイとする。	 

9.3	 スタートマークは、スタートラインの端に位置するレース委員会艇と、もう一方の

端に位置する黄色の円筒形ブイである。	 

9.4	 フィニッシュマークは、フィニッシュラインの端に位置するレース委員会艇と、も

う一方の端に位置する黄色の円筒形ブイである。	 

9.5	 新しいマークはオレンジ色膨張式円筒形ブイに黒帯を巻いたマークとする。	 

	 

10.	 スタート	 

10.1	 レースは、RRS	 26	 に従ってスタートする。	 

10.2	 スタートラインは、スターボードエンドにあるレース委員会艇のオレンジ旗を掲

揚したポールと、ポートエンドのスタートマークの間とする。	 

10.3	 スタート信号から 4	 分を経過した後にスタートしようとする艇は、審問なしに「ス

タートしなかった（DNS）」と記録される。これは RRS	 63.1、A4	 および A5 を変更し

ている。	 

	 

11.	 コースの次のレグの変更	 

	 コースの次のレグを変更するためにレース委員会は新しいマークを設置し、実行できれ

ば直ぐに元のマークを除去する。この変更はマークがまだ新しい位置になくても、先頭

艇がそのレグを始める前に信号が発せられる。その後の変更で新しいマークを置き換え
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る場合、そのマークは元のマークで置き換えられる。	 

	 

12.	 フィニッシュ	 

フィニッシュラインは、スターボードエンドにあるフィニッシュライン上の『オレンジ色』

旗を掲揚しているレース委員会艇のポールと、ポートエンドにあるフィニッシュマークの

間とする。	 

	 

13.	 タイム・リミット	 

タイム・リミットは、RRS28.1 に定められたコースを帆走した先頭艇のフィニッシュ後

20 分以内とする。タイム・リミットまでにフィニッシュしなかった艇は、DNF と記録さ

れる。これは、RRS35 と A4 を変更している。	 

	 

14.	 ペナルティー方式	 

14.1	 RRS	 44.2	 および 44.1	 の一部（回転ペナルティー）は本レガッタでは使用されな

い。RRS	 44.3	 得点ペナルティーが、IJCA	 による修正を加えたペナルティー（下記

の表）を用いて適用される。RRS	 44.1(a)	 および	 44.1(b)	 は有効のままである。	 

行動とペナルティー	 10%	 20%	 25%	 30%	 

マークとの接触	 X	 	 	 	 

第 2 章の規則違反（航路権とルーム）	 X	 	 	 	 

ゾーン内での第 2	 章の規則違反（航路権とルーム）	 	 X	 	 	 

マークとの接触に対するアフターレース得点ペナルティー	 	 X	 	 	 

第 2	 章の規則違反（航路権とルーム）に対するアフターレー

ス得点ペナルティー	 

	 X	 	 	 

ゾーン内での第 2	 章の規則違反（航路権とルーム）に対する

アフターレース得点ペナルティー	 

	 	 X	 	 

上記アフターレース得点ペナルティーを抗議締め切り時刻

後に履行する場合	 

	 	 	 X	 

アービトレーションの結果、履行する場合	 	 	 	 X	 

レース委員会またはインターナショナル・ジュリーにより審

問なしに課されるペナルティー：これは RRS	 63.1	 を変更し

ている。	 

	 	 	 	 

艇がレース前にチェックインをしなかった場合（RC）	 X	 	 	 	 

正しい得点ペナルティー履行の要件が一部しか満たされな

かった場合（Jury）	 

	 	 	 X	 

RRS	 42	 違反に対するペナルティー	 

(Jury)	 

X	 	 	 	 
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14.2	 RRS	 44.3(c)	 を次のように修正する：得点ペナルティーを履行した艇のレース得

点は、ペナルティーがなかった場合よりもペナルティー数の分だけ悪い得点としな

ければならない。ペナルティー数は、上記の表に示された得点ペナルティー・パー

センテージからその艇の状況にもっとも適合するものを用いて、参加艇数に掛けた

整数（小数点以下第 1	 位を四捨五入）としなければならない。ただし、その艇の得

点は、DNF	 よりも悪くなってはならない。得点ペナルティーが適用されたことによ

って他の艇の得点を変更してはならない。したがって、2	 艇が同じ得点となること

がある。	 

14.3	 RRS	 44.3(b)	 の報告義務は、フィニッシュラインに位置する運営艇に伝えなけれ

ばならない。加えて得点ペナルティーを受け入れた艇は、陸上本部で入手できる「得

点ペナルティー承諾書」を提出しなければならない。レース委員会は、得点ペナル

ティーを正しく受け入れた艇のリストを、公式掲示板に掲示する。	 

14.4	 アフターレース得点ペナルティーは、そのインシデントが関係する審問が始まる

前までに「得点ペナルティー承諾書」を提出することにより履行することができる。

表に示すとおり、抗議締切時刻の前か後かで、提出の時期はペナルティー数に影響

する。	 

14.5	 アービトレーションを、第 2	 章の規則または RRS	 31	 に関係するインシデントに

ついて、抗議審問に先立って使うことができる。アービトレーションで受け入れた

ペナルティーは、表に示されたとおりである	 

14.6	 RRS	 付則	 P	 が適用される。ただし、P2	 は P2.1	 のみがペナルティーとして適用さ

れるように修正される。P2.1	 に対するパーセンテージ・ペナルティーは表の通り修

正される。	 

14.7	 RRS	 64.1	 に基づいたその他のペナルティーが、いくつかの IJCA	 規則違反に対し

て適用される。添付書 1	 を参照のこと。	 

	 

15.	 抗議および救済要求	 

15.1	 抗議および救済の要求は、プロテスト委員会事務局で入手できる用紙に記入の上、

その日の 終レース終了後 90 分以内にプロテスト委員会事務局に提出しなければな

らない。抗議締め切り時刻は公式掲示板に掲示される。	 

15.2	 RC またはプロテスト委員会による艇への抗議の通告は、抗議締め切り時刻までに

公式掲示板に掲示される。この項は RRS61.1(b)を変更している。	 

15.3	 救済要求の提出期限は上記の抗議締め切り時間内、または当該のケースから 60 分

以内のいずれか遅いほうとする。この項は RRS62.2（救済の要求の締め切り時間）を

変更している。	 

15.4	 抗議の通告	 

	 	 	 審問の場所および時刻、抗議の当事者、または証人として指名されたものを競技
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者に知らせるため、“抗議の通告”を抗議締め切り時刻後約 30 分以内に掲示する。	 

15.5	 大会 終日、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)再開を要求している当事者がその前日に判決を通告された場合は、抗議締め切

り時間内	 

	 	 	 b)再開を要求している当事者がその当日に判決を通告された後 30 分以内	 

	 	 	 この項は、RRS66 を変更している。	 

15.6	 NOR11,12,13,14およびSI17,18,22,24の違反は、艇による抗議の根拠とならない。

この項は規則 60.1(a)を変更している。これらの違反に対してはプロテスト委員会の

裁量によるペナルティーが課せられることがある。	 

	 

16.	 得点	 

16.1	 RRS 付則 A の低得点方式を適用する。	 

16.2	 シリーズの成立には 3 レースを完了することが要求される。	 

16.3	 a)完了したレースが 4 レース以下の場合、艇のシリーズの得点は全レースの合計

得点とする。	 

	 	 	 b)5 レース以上完了した場合、艇のシリーズの得点は、 も悪い得点を除いたレー

ス得点の合計を合計得点とする。	 

	 

17.	 安全規定	 

17.1	 レースからリタイアする艇は、できるだけ早く RC へ知らせなければならない。	 

17.2	 Check-in はその日の 初のレースの予告信号前までにレース委員会の本部艇の後

方を、本部艇をスターボード側に見て通過し確認を受けなければならない。	 

	 

18.	 乗員ならびに装備の交換	 

18.1	 レガッタ中、乗員数は変更できない。	 

18.2	 損傷または紛失した装備の交換は、RC の承認なしでは許可されない。交換の要求

は、 初の適当な機会に RC までなされなければならない。	 

18.3	 SI18.2 の交換の要求および何らかの回答は、公式掲示板に掲示される。	 

	 

19.	 検査	 

19.1	 艇または装備は、クラス規則および帆走指示書にしたがって、いつでも検査され

ることがある。	 

19.2	 海上では艇は RC によって検査のため直ちに指定エリアへ進むことを指示されるこ

とがある。	 

	 

20.	 オフィシャルボート	 
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オフィシャルボートは以下のフラッグを掲揚している。	 

・RC 艇：白地に赤で『RC』と示した旗	 

・プロテスト委員会ボート：緑に黒で『JURY』と示した旗。	 

	 

21.	 賞	 

NOR の通りとする。	 

	 

22.	 支援艇	 

支援艇を出艇させる場合は事前にレース委員会へ届出し、配布されるフラッグを掲揚し	 	 

なければならない。支援艇は、レースの予告信号時刻から、そのレースのすべての艇がフィ

ニッシュするか、RC が延期、ゼネラル・リコールまたは中止の信号を発するまで、レースエ

リアの内側ならびにレース艇に明らかに影響する距離まで近づいてはいけない。この指示に

従わなかった場合は、プロテスト委員会の判断により、その支援艇の関係する全艇の当該レ

ースを失格とするか、又は、その他のペナルティーを課すことがある。	 

	 

23.	 免責	 

このレガッタの競技者は自分自身の責任で参加する｡RRS	 4［レースをすることの決定］

を参照。主催団体及び運営のボランティアスタッフは､レガッタの前後､期間中に生じた

物理的な損害または身体障害もしくは死亡によるいかなる責任も負わない。	 

	 

24.	 ゴミの投棄	 

	 競技者は、水中にゴミを捨ててはならない。	 
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添付図Ａ	 レース・エリア	 
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添付図Ｂ	 レース・コース（風上－風下コース）	 

【	 コース１	 】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 【	 コース２	 】	 

スタート－1－1a－2－1－1a－2－上フィニッシュ	 	 スタート－1－1a－2－1－1a－2－フィニッシュ	 
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添付書	 1	 ―	 いくつかのクラス規則違反に対する代替的ペナルティー	 

代替的得点ペナルティーは、特定のクラス規則違反に対して適用しなければならない。これらのペナルテ
ィーはすべて、RRS	 44.3(c)を修正して下記の通り計算しなければならない。	 
	 
下記クラス規則の 1	 つに違反して得点ペナルティーを履行する艇のレース得点は、ペナルティーがなかっ
た場合に得られたはずの得点を、ペナルティー数の分だけ悪くしたものでなければならない。ペナルティ
ー数は、参加艇数に、特定の規則に対して示された得点ペナルティー・パーセンテージを掛け、小数点以
下第２位を四捨五入して計算しなければならない。ただし、その艇を DNF よりも悪い得点としてはならな
い。他の艇の得点は、これらのペナルティーの適用により変更してはならない。	 
	 

クラス規則	 違反行為	 得点ペナ

ルティー	 

B.3	 計測証明書のコピーおよび必須装備とオプション装備の一覧表が艇内	 

に搭載していない。（ひとつまたは両方）	 

5%	 

C.4	 広告が規制に従っていない	 5%	 

C.9.4	 

C.9.5	 

メインセールのラフおよび／またはフットが、	 

識別ラインの外にセットされている。	 

10%	 

C.5.1(a)(1)	 少なくとも９リットルの容量があり、ラ二ヤードが取り付けられた、	 

水汲みバケツを搭載していない。	 

20%	 

C.7.2(a)(9)	 コンパスが無くなっているか使えない。	 20%	 

C.5.1(a)(4)	 シーアンカーが取り付けられた投げ入れることのできる救命器具が、	 

デッキ上にあり使用可能となっていない。	 

20%	 

C.5.1(a)(5)	 必要な救急キットを搭載していない。	 20%	 

C.5.1(b)(1)	 

C.5.1(a)(2)	 

C.5.1(a)(10)	 

アンカー、船外機、バッテリーおよび燃料タンクのいずれもが、	 

動かないように固縛されていない。	 

20%	 

C.7.3(a)(11)	 伸縮性（ショック）コードが、特に許されている場所以外で、	 

スタンディングまたはランニング・リギンに用いられている。	 

20%	 

C.5.3	 バッグから出したセール以外の、必須またはオプション装備を、	 

キャビンの底のキール上に積載すること。	 

10%	 

	 通常のセーリング・ギアを、通常の、および正常な収納場所以外で、	 

セーリング上の重量を得るために意図して使用すること。	 

10%	 

	 帆走指示書がレガッタの期間中は艇を水に浮かべておかなければならない	 

と規定しているときに、ラダーを水中から取り出すこと。	 

10%	 

	 

艇が上記ペナルティーの１つを受ける場合には、プロテストの判決には、同じペナルティーをその後の違反に適用でき

るかどうか、または適用することにするかどうかを、含めなければならない。プロテストの判決はまた、ジュリーが指

定した時間の範囲においては、艇は同じクラス規則で再び抗議されることはない、ということを指定することができる。

ジュリーは、ペナルティーをどのレース（複数のこともある）に適用するかを決定する。	 


