第

76回 国民体育大会 セー リング競技
長

野 県 予 選 会
帆 走 指 示 書

1.適 用規則
1.1 本大会は「2021‐ 2024セ ー リング競技規則」 (以 下「ガ誤り」とい う。)に 定義 された規則 を適用す る。
ただ し、本帆走指示書

1.2

(以 下 「指示」 とい う)に

よって変更 されたものを除 く。

国体 ウィン ドサーフィン級については、競技規則付則

(以 下「付則」とい う。

)Bを 適用す る。 ただ し付則

B5中 の付則 61の 変更及び付則 B8は 適用 しない。

1.3
1.4

規則 2の 違反 に対 しては、付貝JPを 適用する。
各クラス規則 のセール 番号及び艇体番号の同一性に関す る条項並びに個人会員登録に関す る条項は適用 し
ない。

1.5

付則

Tを適用する。「レース後ペナルテ ィー」を履行 した艇は、得点略語 「ARB」

を用 いて記録 され る。

これは、規則 A10を 変更 している。

2.競技者へ の通告
2.1 競技者への通告は、陸上本部棟前に設置 された公式掲示板に掲示す る。
3.帆走指示書の変更
3.1 帆走指示書 (以 下「指示Jと い う。)の 変更は、それが発効す る当 日の 900ま でに、公式掲示板に掲示する。
4.陸 上で発す る信号
4.1 陸上で発す る信号は、運営本部棟 の信号柱に掲揚す る。
4.2 陸上で回答旗が展開 された場合、 レース信号 「回答旗」 中の 「1分 Jを 「30分 以降」に置き換える。
5.レ ースの 日程
5.1 レースの 日程は次 の とお りとす る。
第 1レ ース 国体全種 ロ

スター ト予定時刻

10時 30分

第 2レ ース 引続 き
第 3レ ース 弓1続 き
第 4レ ース ラ1続 き
第 5レ ース 引続 き
※ 16時 以降のスター トは行わない。

5.2

引き続 き レース を行 う場合、競技艇に レースが間もな く始まることを注意喚起す るために、予告信号を
発す る少なくとも 5分 以前に音響信号 とともにオ レンジ旗 を掲揚す る。

5.3

本大会は 5レ ースが予定 され 1レ ースの完了をもつて成 立 とす る。

6.ク ラス旗

6.1

国体種 目のクラス旗は レーザー級 の記章を記 した旗 を使用す る。

7.レ ース海面
7.1 レース海面は諏訪湖 のほぼ中央 とす る。
8.

コー ス

8.1

添付図 ‑1の 見取図は、 レグ間の概ね の角度、通過すべ きマー クの順序及び各マー クの通過する側 を含む
コース を示す。

8.2

艇 の帆走すべ き コースは添付図 1の とお りとす る。

9.マ ー ク
9.1 マー ク 1は 、数字で 1と 表示 された黄色 の円筒形 のブイ とす る。又、マー ク Sは赤 の円錐形 ブイ及びマー
ク Pは 緑 の 円錐形 ブイ とする。 フィニ ッシユ・マー クは ピンクの円錐形 ブイ とする。

9.2

ス ター ト・ マークは、ス ター ト・ ライ ンのスターボー ドの端にある レース委員会艇 の信号艇 とマー ク Sの
間 とする。

9.3

フィニ ッシユ・ マー クは、 フィニ ッシュ・ ライ ンの風上側 の端にある レース委員会艇 の信号艇 と下側にあ
るブルー の円錐形ブイの間 とす る。

9.4

指示 11.1に 規定する新 しいマー クは ピンクの円錐形 ブイ とす る。

10, スター ト
10.1 スター ト・ ライ ンは、スター ト・マー ク上にオ レンジ色旗を掲揚 しているポール とマー ク Sの 間 とす る。
10.2

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)Jと 記録 され る。
これは付則 A5.1及 び A5.2を 変更 している。

11. コースの次の レグの変更
11.1 コースの変更は行わない。 これは規則 33を 変更 している。
12.

12.1

フ ィニ ッシ ユ

フ ィニ ツシユ・ ライ ンは、 フィニ ッシュ 。マー クの上に青色旗 を掲揚 しているポール とその風 下側にある
ピンクの 円錐形 ブイ の間 とす る。

13. レース・ タイム・ リミッ ト
13.1 レース・ タイム・ リミッ トは、規則 29.1及 び 30に 違反 しないでスター トし、規則 28の とお り帆走 した
各 クラスの先頭艇 のフィニ ッシユ後 10分 とす る。

13.2

レース。タイ ム・ リミッ ト内にフィニ ッシユで きず、かつ、その後 リタイアせず、ペ ナルテ ィー をか され
ず、または救済をあたえられなか った艇は、審問な しにタイム・ リミッ ト超過 ぐ
ⅡE)と 記録 され る。W』
となった艇は、 レース・ タイ ム・ リミッ ト内でフ ィニ ッシュした最後 の艇が獲得 した得点 よりも、 フィニ
ッシュ順位に対 し、 1多 い得点が記録 され る。 これは規則

35、

A5.1、 A5。

2、

A10を 変更 している。

14. スター ト後の短縮または中止
14.1 レース委員会は規則 32.1に基づ く理由によるコースの短縮または レースの中止のほか、スター ト後お
およそ 30分 以内に先頭艇が最初のマー クに到達 しそ うにない場合は レースを中止す ることができる。 ま
たス ター ト後おお よそ 60分以内に レースが終了 しそ うにない場合、 レース委員会は コース を短縮または

レースを中止す ることができる。 これは規則 32.1を 変更 している。

14.2

指示 14.1に 基づ く措置 については救済要求 の根拠 とはならない。
これは規貝J62.lω を変更 している。

15. 抗議 と救済要求
15.1 抗議、救済要求お よび審問再開の要求は、陸上本部で入手できる用紙に記入の うえ、締切時間内に陸上本
部に持参 して提出 しなければな らない。

15.2

抗議締切時刻は、その 日の最終 レース終了後、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 した後、どちらか遅い方か ら 40分 とす る。ただ し、プ ロテ ス ト委員会 の裁量により、この時
刻 を延長す ることがある。

15.3

レース委員会またはプ ロテス ト委員会に よる抗議 の通告を、規則 61.10に 基 づ き艇 に伝 えるために、公式
掲示板 に掲示す る。

15.4
15.5

指示 1.3に 基づ き規則 盤 違反 に対す るペナルティー を課せ られた艇 の一覧 は、公式掲示板に掲示す る。
プ ロテ ス ト委員会は、ほぼ受付 頃に審間 を行 う。競技者へ の質問の時間、場所、当事者および承認 として
指名 された競技者へ の通告は、抗議締切時刻後 10分 以内に公式掲示板 に掲示す る。

15.6

クラス規則違反 lDPl、 規員」551DPl、 指示 17の 違反 は、艇 による抗議 の根拠 とはな らない。
これは規員J62.2を 変更 している。

16. 得点
16.1 3レ ース以下 しか完了できなかった場合、艇の得点は、全ての レースの得点の合計 とす る。
4レ ース以上完了 した場合、艇 の得点は、最 も悪い得点を除外 した レースの得 点の合計 とす る。

17. 新
[DP]
17.1 出走申告 と帰着申告は、チ ェックア ウ ト/チ ェ ックイ ンシステ ムを用い る。
17.2 各艇は、出艇前に大会受付前に用意 されている リス トにサインしなければな らない。
17.3 帰着 した艇は、;弔着後速や力￨こ 大会受付前に用意 されているリス トにサイ ン しなければな らない。最終 レ
ース後 のサイ ンの締切時刻は、抗議締切時刻 である。

17.5

レース委員会が危険 と判断 した場合、艇体放棄 を含む強制救助 を行 う場合 がある。
強制救助 に対 しては、艇 か らの救済要求 の根拠 とはならない。 これは規則 62.lω を変更 している。

17.6
17.7

マス ト・ トップに着脱可能な浮力体を取 り付けても良い。
レースか らリタイア しよ うとす る艇は、出来 るだけ早 くレース委員会に伝 えなければな らない。
又、指示 17.3と 同時に、大会受付前に用意 されてい るリタイア報告書にサイ ン しなければな らない。

18. ごみの処分
18.1 ごみは大会運営艇に渡 して もよい。
18.2 昼食は各 自用意 し、 レース委員会艇に預 けても良い。昼食時間は本部船 より指示す る。
19, 難 の部
19.1 この レガ ッタの競技者は自分 自身の責任で参カロす る。規則 3「 レースをす ることの決定」参照。
主催団体 は、 この レガ ッタの前後、期間中に生 じた物理的な損傷または身体障碍 も しくは死亡によるいか

なる責任 を負わない。
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