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2023 年 第 39 回 同志社ウィーク 
 

大会期間 2023 年 3 月 17 日（金）～ 2022 年 3 月 19 日（日）

開催地 滋賀県立柳が崎ヨットハーバー 

主催団体 同志社大学体育会ヨット部鯨会 

NPO 法人滋賀県セーリング連盟 
 

 

帆走指示書 

 
[DP] の表記は、その規則の違反に対するペナルティーを、プロテスト委員会が裁量により

失格より軽減することができることを意味する。 

[SP] の表記は、レース委員会が審問なしに標準ペナルティーを与えることができる規則を

意味する。レース委員会は抗議することもでき、その場合には審問を経てプロテスト

委員会の裁量によりペナルティーが決定される。 

[NP] の表記は、その規則の違反は艇による抗議の根拠とはならないことを意味する。 

 

1. 競技者への通告 

 

通告には以下の 2 種のツールを用いる。  

・公式掲示板は、オンライン掲示板 Racing rules of sailing を使用し、帆走指示書の

変更などの各種通告や大会文書の入手、審問予定、判決結果など審問に関わるものに

使用する。 

 

オンライン掲示板(Racing rules of sailing) 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5719/event?name=2023-39-39th-

doshisha-week 

 

・LINE オープンチャットは、ブリーフィングや開閉会式の時刻、zoom URL 案内、陸上掲 

揚した旗の内容、調停呼び出し、暫定成績などその他会場アナウンスの用途などに使用す

る。

LINE オープンチャットURL 

https://line.me/ti/g2/uh__5kOZpauoPY7GXJb9Ae2XIf9Cp5MQzmFNng?utm_source=invitation&

utm_medium=link_copy&utm_campaign=default 

 

 

 

 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5719/event?name=2023-39-39th-doshisha-week
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5719/event?name=2023-39-39th-doshisha-week
https://line.me/ti/g2/uh__5kOZpauoPY7GXJb9Ae2XIf9Cp5MQzmFNng?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/uh__5kOZpauoPY7GXJb9Ae2XIf9Cp5MQzmFNng?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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             LINE オープンチャットQR 

                    
 

2. 帆走指示書の変更 

帆走指示書（以降 SI とする）の変更はそれが発効する当日に 8:00 までに掲示される。

ただし、レース日程の変更は、それが発効する前日の 18:00 までに掲示される。 

 

3. 陸上で発する信号 

3.1 陸上で発する信号は、大会本部前に設置された信号柱および LINE オープンチャット

にて競技者へ発信される。 

3.2 回答旗が陸上で掲揚された場合、RRS レース信号『回答旗』中の「1 分」を「40分以

降」に置き換える
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3.3 ［DP］［NP］音響１声とともに掲揚される D 旗は、「予告信号は D 旗の掲揚後 40 分以

降に発せられる」ことを意味する。艇は、この信号が発せられるまで出艇をしてはな

らない。 

3.4 その日の最初のレースの予告信号予定時刻の 40 分前までにD 旗が掲揚されない場合、

その日のレースは時間の定めなく延期されている。 

 

4. レース日程 

4.1 レース日程、それぞれの日のレース数と最初のレースの予告信号予定時刻は次の通り

とする。 

日付 レース数 最初の予告信号予定時刻 

470 級 スナイプ級 470 級 スナイプ級 

3 月 18 日(土) 4 4 10:30 470 級の

スタート後 3 月 19 日(日) 4 4 10:00 

合計レース数 8 8 

4.2 3 月 19 日(日)は、14:00 より後に予告信号は発せられない。 

4.3  3 月 18 日(土)は、開会式の終了後に zoom にてブリーフィングを行う。 

 3 月 19 日(日)は、8:30よりzoomにてブリーフィングを行う。 

1日目(18日) 

【ミーティング ID】 857 8281 4774 【パスコード】 0318 

2日目(19日) 

【ミーティング ID】 852 3753 7731【パスコード】 0319 

閉会式 

【ミーティング ID】 872 5477 5446【パスコード】 0319 

 
5. クラス旗 

クラス旗は以下の通りとする。 

クラス クラス旗 旗色 

470 級 470 旗 白地に青色の記章 

スナイプ級 スナイプ旗 白地に赤色の記章 

 

6. レース・エリア 

【添付資料 1】にレース・エリアの位置を示す。 

7. コース 

7.1 【添付資料 2】は、通過するマークの順序、各マークをどちら側に見て通過するかを含

むコースを示す。 

7.2 予告信号以前に、レース委員会信号艇に、以下を掲示する： 

(a) 【添付資料 2】に規定された、艇の帆走すべきコースを指示する信号の文字
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および、 

(b) 最初のレグのおおよそのコンパス方位 

 

8. マーク 

8.1 マーク 1、2、3、4 は黄色の円筒形ブイとする。 

8.2 オフセットマークはオレンジ色の円筒形ブイとする。 

8.3 スタート・マークは、スターボード端にあるレース委員会信号艇と、ポート端にある

レース委員会艇とする。 

8.4 一方のフィニッシュ・マークは青色旗を掲げたレース委員会艇とする。他方のフィニ

ッシュ・マークは、以下のいずれかとする： 

(a) 青色旗を掲げたレース委員会艇、または、 

(b) オレンジ色の円筒形ブイ。 

8.5 SI10 に規定される「新しいマーク」は、オレンジ色の三角錐形ブイとする。 

 

9. スタート 

9.1 スタート・ラインは、両端のスタート・マーク上のオレンジ旗を掲揚しているポール

の間とする。 

9.2 [DP] [NP] 予告信号が発せられていない艇は、他のレースのスタート手順の間、【添付

資料 3】に規定された『スタート・エリア』を回避しなければならない。 

9.3 スタート信号後 4 分以内にスタートしない艇は、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 A5.1 および A5.2 を変更している。 

9.4 RRS 30.4 中の「セール番号」を「リコールナンバー」に置き換える。RRS 30.4 に定め

られたレース委員会による掲示は、レース委員会信号艇の見える位置に、次の準備信

号が発せられるまで行われる。 

9.5 [NP] SI9.4 以外で、スタート時に UFD またはBFD と記録された「艇のリコールナンバ

ー」は、レース委員会信号艇に掲示される。UFD 及び BFD と記録された「艇のリコ

ールナンバー」の掲示の不備に関して艇からの救済要求の根拠とはならない。これは 

RRS60.1(b)を変更している。 

9.6 RRS レース信号「オレンジ旗」に以下を追加する。レースが間もなく始まることを艇 

に注意喚起するために、予告信号を発する 5 分前までに、レース委員会信号艇に音響 

1 声と共にオレンジ旗を掲揚する。 

 

10. 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（また

はフィニッシュ・ラインを移動し）、実行できれば直ぐに元のマークを除去する。その

後の変更で新しいマークを置き換える場合、そのマークは元のマークで置き換える。 
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11. フィニッシュ 

フィニッシュ・ラインは、以下のいずれかとする： 

(a) 両端にあるフィニッシュ・マーク上の青色旗を掲揚しているポールの間、または、 

(b) 一端にあるフィニッシュ・マーク上の青色旗を掲揚しているポールと、他端にあ

るフィニッシュ・マークのコース側との間。 

 

12. タイム・リミット、ターゲット・タイムとフィニッシュ・ウィンドウ 

12.1  ターゲット・タイム、タイム・リミット、マーク 1 のタイム・リミット、およびフィ

ニッシュ・ウィンドウは以下の通りとする。 

クラス ターゲット・

タイム 

タイム・リミット マーク 1 の

タイム・リミット 

フィニッシュ・

ウィンドウ 

470 級 45 分 70 分 25 分 10 分 

スナイプ級 45 分 70 分 25 分 10 分 

ターゲット・タイム通りとならなくても、救済の根拠とはならない。これは RRS 62.1(a) 

を変更している。 

12.2  SI12.1 に定めるマーク１のタイム・リミット内に１艇もマーク１を通過できそうもな

い場合、ターゲット・タイム内に１艇もフィニッシュできそうもない不十分な風の場

合、レースを中止することができる。これは RRS32.1 を変更している。 

12.3  レースを中止する場合、艇に注意喚起するために、レース委員会信号艇以外のレース

委員会艇に音響信号とともにＮ旗を掲揚する場合がある。信号艇以外のレース委員会艇

でのＮ旗の降下には、レース信号Ｎ旗の「予告信号は、降下の１分後に発せられる。」の意味

は持たない。 

12.4  RRS 30 に違反せずスタートしてコースを帆走した最初の艇がフィニッシュした後、フ

ィニッシュ・ウィンドウ内にフィニッシュしない艇は、審問なしに『フィニッシュし

なかった（DNF）』と記録される。これは RRS 35、A4 および A5 を変更している。 

 

13. ペナルティー方式 

13.1  RRS 付則P が適用される。ただし、RRS P1 中の「セール番号」を「リコールナンバ

ーまたはセール番号」に置き換える。 

13.2  [SP]の記された規則に違反した艇に、レース委員会は審問なしに標準ペナルティーを

課すことができる。これは RRS63.1 及びA10 を変更している。標準ペナルティーを課

された艇は、得点略語「STP」を用いて記録される。 

[SP]に記された規則に対する標準ペナルティーは、レースの予定された初日の 8:00 ま

でに掲示される。標準ペナルティーが課された場合、その艇のその規則違反は、艇に

よる抗議の根拠とはならない。これは RRS60.1(a)を変更している。 

13.3 RRS T1 に基づく｢レース後のペナルティー｣を履行した艇は、得点略語「PRP」を用い 
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て記録される。これはRRS A10 を変更 している。 

13.4  RRS44.1 に基づきペナルティーを履行した競技者は、「帰着申告」のフォームに入力、

送信しなければならない。 

13.5  [SP]または[DP]の記された規則、クラス規則、RRS 付則 G の規則、並びに、RRS77 の

違反に対するペナルティーはプロテスト委員会が裁量により失格より軽減すること

ができる。 

 

14. 審問要求 

14.1  抗議、救済要求および審問再開要求は、オンライン掲示板から電子的に提出するか、

大会ホームページ、また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、締

め切り時間内に持参して提出しなければならない。 

オルグでの誤送信や、トラブルの場合、下記メールに連絡。 

【メールアドレス】doshishaweek2023@gmail.com 

14.2  それぞれのクラスに対して、抗議締切時刻はその日の最終レースに最終艇がフィニッ

シュした時刻、または、レース委員会が「本日これ以上レースを行わない」という信

号を発した時刻、どちらか遅い方の 70 分後とする。抗議締切時刻はオンライン掲示

板に掲示される。 

14.3 審問の当事者であるか、または証人として名前があげられている競技者に審問のこと

を知らせるために、抗議締切時刻後 30 分以内にオンライン掲示板に掲示される。審

問は、オンライン掲示板に掲示された時刻に開始される。調停の呼び出しにはLINE 

オープンチャットで 通達する。審問は、大会本部にあるプロテスト・ルームにて、掲

示に記載された時刻に開始される。 

14.4 レース委員会、プロテスト委員会、またはテクニカル委員会による抗議を RRS61.1(b) 

に基づき艇に伝えるために、オンライン掲示板を使用する。 

14.5  SI13.1 に基づき RRS 42 違反に対するペナルティーを課された艇のリストはオンライ

ン掲示板に掲示される。 

14.6 SI13.2 に基づき標準ペナルティーを課された艇のリストはオンライン掲示板に掲示され

る。 

14.7 審問の判決はオンライン掲示板に掲示される。最終日のプロテスト委員会の判決に基づ

く救済要求は、判決の掲示から 20 分以内にオンライン掲示板から電子的に提出す

るか、紙に書かれた審問要求書をプロテスト委員会事務局に提出されなければなら

ない。これは RRS 62.2 を変更している。 

 

15. 得点 

レース公示 11 の通りとする。 

 

16. [NP] 安全規定 

16.1  乗員の 1 名がオンラインでのチェックアウト/チェックインフォームを用い、艇の出

着艇申告を行う。 

16.2 [SP] 出艇しようとする艇は、3 月 18 日(土)は 8:00 から 10:20、3 月 19 日(日)は 8:00 から 

mailto:doshishaweek2023@gmail.com
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9:20 までに「出艇申告書」のフォームに入力し、送信しなければならない。このと

き、各日の最初のレースの乗員も併せて申告しなければならない。
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帰着した後その日に再度出艇する前にも、「出艇申告書」のフォームを送信しなければな

らない。 

尚、ペナルティーはその日の最初のレースに課す。 

16.3  [SP] 帰着した艇は、帰着後速やかに「帰着申告」のフォームを送信しなければならな

い。 

[SP] 加えて、チェックインは抗議締切時刻までに帰着申告にかかわる事項を入力し、

完了しなければならない。 

尚、ペナルティーはその日の最終のレースに課す。 

16.4  出艇しない艇は出艇申告受付時間内に、「リタイア報告書」のフォームに入力し、送信

しなければならない。その後出艇する際は出艇前に「出艇申告書」のフォームを送信

しなければならない。 

16.5  [NP][SP]レースからリタイアする艇は、できるだけ早く運営艇に伝え、帰着後は「リ

タイア報告書」のフォームに入力し、送信しなければならない。 

(a) 水上でリタイアした場合には抗議締切時刻までに。 

(b) 陸上でリタイアした場合にはできるだけ早く。

尚、ペナルティーは該当するレースに課す。 

16.6 レース委員会は、安全上必要と判断した場合： 

(a) 艇が求めなくても艇を救助すること、 

(b) 艇に、直ちにリタイアして支援艇・応援艇からの救助を受けるなどの指示をする

ことができる。 

艇は、(a)の救助を拒否してはならず、また、(b)の指示に従わなければならない。この

場合のレース委員会の判断の誤りは、艇による救済要求の根拠とはならない。これは 

RRS 60.1(a)を変更している。 

16.7  救助を求める必要がある場合には、頭上で手のひらを広げて振り、その意思を表すこ

と。救助の必要がない場合には、頭上でこぶしを握って振ること。 

16.8  各競技者は個人用浮揚用具を着用していなければならない。これは RRS40.2 を変更し

ている。 

 

17. 装備と計測のチェック 

17.1  艇または装備は、クラス規則、レース公示および帆走指示書に適合しているか、いつ

でも検査されることがある。 

17.2  [DP]水上でレース・オフィシャルに指示された場合、艇は検査のために指定されたエ

リアに向かわなければならない。 

 

18. 競技者の交代 

18.1 [NP][SP]競技者は、その日の 2 レース目以降に海上乗員の交代をする場合は、「帰着申 
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告書」のフォームに入力し、SI16.3 と同時に送信しなければならない。 

 

19. [NP][DP]装備の交換 

19.1  損傷または紛失した艇体または装備の交換は、「装備交換申請書」のフォームに入力、

送信しなければならない。 

19.2  海上で損傷または紛失した装備を交換する艇は可能ならば近くのレース委員会艇に

装備の交換がある旨を伝え、抗議締切時刻までに「装備交換申請書」を送信しなけれ

ばならない。 

19.3  レース委員会が SI 19.1 に基づき交換を許可する場合、その交換は艇による要請の時点

に遡って許可される。ただし、艇体またはマストの水上での交換は許可されない。 

 

20. 運営艇 

運営艇の標識旗は、以下の通りとする。 

レース委員会 白色旗 

プロテスト委員会 赤地に白字の‘JURY’と書かれた旗 

メディアボート 白地に青字の‘MEDIA’と書かれた旗 

 

21. [NP][DP]支援艇・応援艇 

21.1 この帆走指示書の中で用いられる用語『支援艇・応援艇』は、RRS に定義された『支

援者』の乗艇している『船舶』、および、その『船舶』に乗艇している『支援者』を指す。 

21.2 支援艇・応援艇は、水上にいる間、艇および運営艇を妨げてはならない。 

21.3  支援艇・応援艇は、いずれかの艇がレース中の間、【添付書 3】に定める『艇がレース

をしているエリア』の外側にいなければならない。 

21.4 支援艇・応援艇は、レース中の艇に引き波の影響を与えてはならない。 

21.5  レース委員会が音響信号1音と共にピンク旗を掲揚した場合、全ての運営艇、支援艇

は、危険な状態にある艇に対して、可能な限りのあらゆる救助をしなければなら

ない。この旗はレース中であっても掲揚されることがある。この場合、SI21.2、21.3、

21.4 は適用されない。 

21.6 RRS 64.4 (a)(3) に基づくプロテスト委員会の権限には、以下が含まれる： 

(i) その支援者の大会期間中の行動を制限する。 

(ii) その支援者が違反したときに乗艇していた支援艇・応援艇の大会期間中の使用を  

  制限する。 
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22. ごみの処分 

支援艇・応援艇のない競技者は、運営艇にごみを渡してもよい。 

 

23. [DP] 無線通信 

緊急の場合を除き、艇は、レース中無線の送受信を行ってはならない。 

 

24. 賞 

レース公示 18 の通りとする。 

 

25. 責任の否認 

この大会の競技者は、自分自身の責任で参加する。RRS4『レースすることの決定』 参

照。主催団体は、大会の前後、期間中に生じた物的損害または人身傷害もしくは死亡

によるいかなる責任も負わない。 

以上 
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添付資料 1 

 

レースエリア 
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添付資料 2 

 

・コース O2 Start → 1 → 2 → 3P/3S → 2 → 3P → Finish 

・コース IA2 Start → 1 → 1A → 4P/4S → 1 → 2 → 3P → Finish 

              
 

・ＬＲ１：Ｓtart→ １→ １a→ ４Ｐ→Finish 

・ＬＲ２：Ｓtart→ １→ １a→ ４Ｓ/４Ｐ→ １→ ４Ｐ→Finish 
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添付資料 3 

スタート・エリア
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