
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２００８年度 JSAF 和歌山インターナショナルレガッタ（Sail WAKAYAMA） 
同時開催  2009 年度ナショナルチーム選考（４７０級、ＲＳ－Ｘ級） 

  和歌山コールドカップ 

     ４７０級ジュニアワールド日本代表選考 

  スナイプ級全日本ジュニア選手権 
 

 

2008 JSAF Wakayama International Regatta （Sail WAKAYAMA） 
  Co-hosting: 2009 National Team Qualifying Trial (470 Class and RS:X Class) 

  Wakayama Cold Cup 
  470 Class Junior World Japan National Team Qualifying Trial 

  Snipe Class Japan Junior National Championship 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ご挨拶 

 

財団法人日本セーリング連盟 

会長 山崎 達光 

 
 和歌山県、同体育協会、同教育委員会、和歌山市、同体育協会、同教育委員

会、和歌山放送、テレビ和歌山 各位のご後援をいただき、和歌山インターナシ

ョナルレガッタ（Sail WAKAYAMA）が開催されることを喜んでおります。 

 

 本大会は、４７０級とRS-X級の2009年度ナショナルチーム選考レースであり、

４７０級ジュニアワールドの代表選手選考、スナイプ級ジュニアの日本選手権、

OP 級コールドカップが同時開催されるものであります。 

 北京オリンピックから半年、JSAF は、次の目標ロンドンオリンピックに向け

て力強く、確実に、始動したのです。

 開催地の和歌山セーリングセンターは、地元の熱心な誘致活動が実り、文部科学省より「ナショナ

ルトレーニングセンター」として認可されたばかりであり、JSAF の誇りでもあります。この海から、

世界に通用する優秀なセーラーが生まれ、育つことを期待しています。 

 参加するセーラー諸君、この大会で学んでください。成長してください。ナショナルチーム入りす

ること、海外レース出場のチャンスを掴むことは、世界に向けての最初の takeoff なのです。 

 大会を運営する役員、サポートスタッフの皆様。有難うございます。JSAF の競技力向上は皆様のご

尽力の賜物なのです。 

 終わりに、本大会期間中の無事と好天を祈念してご挨拶といたします。 

 

 

 

祝 辞 

 

和歌山県知事 仁坂 吉伸 
 

「ＪＳＡＦ和歌山インターナショナルレガッタ（Sail WAKAYAMA）」が盛大に開

催されますことを心からお慶び申し上げます。黒潮寄せる青い海と連なる緑の

山々の自然と文化が溢れる和歌山県に、全国各地をはじめ、海外からも多くの皆

様方をお迎えできますことは大変喜ばしいことであり、皆さんを心から歓迎いた

します。 

 本大会は、ナショナルチームやジュニアワールド日本代表の選考を兼ね、競技

レベルが非常に高い国際競技大会であると伺っております。 

また今回の競技会場となる「和歌浦湾及び周辺の海域」は、昨年、文部科学省

からナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）の競技別強化拠点として指定さ

れた日本を代表する海洋スポーツの拠点の一つです。 

 本会場では、「Ｕ－１２セーリングチャンピオンシップ」をはじめ、ラッセルクーツの来県を契機に

始まった「ＳＨＩＭＡ ＳＥＩＫＩ ＣＵＰ」など、数多くの大会を開催し、県といたしましてもセ

ーリング競技による国際交流に積極的に取り組んでいるところです。 

 どうぞ選手の皆さんには、和歌浦湾の爽快な風を感じ、日頃の厳しいトレーニングの成果を十分に

発揮し、素晴らしい成果をあげられるとともに、観戦する多くの県民に感動を呼ぶ「熱い戦い」が繰

り広げられることを楽しみにしています。 

そして、日本のセーリング競技の拠点で競技される全ての皆さんの力を結集して、和歌山市、和歌

山県ひいては我が国を盛り上げ、多くのセーリング選手が世界で活躍することを大いに期待していま

す。 

 結びに、本大会の開催に当たり、ご尽力いただきました関係の皆様に深く敬意を表しますとともに、

皆様方のご健闘と大会のご成功を祈念いたします。 
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Jury Member 
 
Chairman Mr. Noel Allen  (IJ) AUS 

Member  Mr. Pilsung Lee  (IJ) KOR 

  Mr. Leonard Chin (IJ) MAS 

  Ms. Kazuko Akimoto (IJ) JPN  

 Mr. Noboru Maesono (NJ) JPN 

 

  Mr. Tatsuya Kawakita (NJ) JPN 

  Mr. Tsugio Matsubara (NJ) JPN 

  Ms. Kai Masuda  (NJ) JPN  secretary 

    

Secretary Ms. Satako Nakano  (NJ) JPN 

  Ms. Naoko Yoshimura  JPN 

 

 

大会役員 
 

大会会長    山崎 達光 （日本セーリング連盟会長） 

大会副会長   山下 大輔 （和歌山県セーリング連盟会長） 

大会実行委員会 

実行委員長  山田 敏雄 （オリンピック特別委員会委員長） 

ナショナルレースオフィサー（NRO） 

箱守 康之 （競技力向上委員会委員長） 

レース委員会 

レース委員長 鈴木 國央 

    副委員長 山本  嘉一 

委員 斎藤 愛子 

    大庭 秀夫 

   佐々木 共之 

   白石 潤一郎 

   西村 孝司 

   宮野 幹弘 

   佐藤 孝 

   榮楽 洋光 

   高橋 航 

   和歌山県セーリング連盟 

     （特）和歌山セーリングクラブ 

   日吉染業（株）ヨット部 

   和歌山大学ヨット部 

計測委員会 

 計測委員長  川上 宏 

広報委員会 

   広報委員長  浅野 英武 

総務委員会   中村 厚子 
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２００８年度 JSAF 和歌山インターナショナルレガッタ（Sail WAKAYAMA） 
同時開催 2009 年度ナショナルチーム選考（４７０級、ＲＳ－Ｘ級）、和歌山コールドカップ 

   ４７０級ジュニアワールド日本代表選考、スナイプ級全日本ジュニア選手権 

 

 レース公示（Notice of Race） 
 

1.主催団体 

 共同主催 

財団法人日本セーリング連盟  （JSAF 承認番号 ） 

和歌県セーリング連盟、ＮＰＯ法人和歌山セーリングクラブ 

後援 

日本 470 クラス協会、日本ウインドサーフィン連盟、日本スナイプクラス協会 

和歌山県、社団法人和歌山県体育協会・和歌山県教育委員会 

和歌山市、和歌山市体育協会・和歌山市教育委員会 

和歌山放送、テレビ和歌山 

2.規則 

2.1 2009-2012 セーリング競技規則（以下 RRS とする）定義された「規則」。 

2.2 RRS 付則 Pを適用する。 

2.3 

 

2.4 

ＯＰクラスについては、RRS 61.1(a)の「（2）艇体の長さが6メートル未満の艇は、赤色旗を掲揚する

必要はない。」を削除し適用する。抗議用の赤色旗を用意すること。 

クラスルールと帆走指示書で矛盾する点は、帆走指示書の記載事項を優先適用する。 

3.広告 主催者広告を予定しており、受付時までに主催者広告の要求があった場合、期間中 

提示しなければならない 

4.競技種目 

 ・男女 ４７０級 

・スナイプ級ジュニア（U-22） 

・男女 ＲＳ：Ｘ級 

・男女 ＯＰ級 

5.参加資格 

5.1 

5.2 

 

 

 

 

5.3 

2008 年度日本セーリング連盟会員の者。 

≪４７０級、ＲＳ：Ｘ級、≫ 

470 級、RS:X 級の日本選手は当該艇種別協会会員登録済の者で、(財)日本セーリング連盟、艇種別協

会、都道府県セーリング（ヨット）連盟のいずれかの推薦を受けた者。 

≪スナイプ級≫  

2009 年スナイプ協会会員登録済みの者のうち 2009 年 12 月 31 日時点で２２歳未満の者 

5.1 および 5.2 については日本国籍者のみに適用する 

6.参加申込 

所定の参加申込書で、２００９年１月３１日までに必着で、eメール、ＦＡＸにて申し込むこと。 

なお、サポートボートを使用する場合は、サポートボートの登録を大会受付で行うこと。 

申込み先 

ナショナルトレーニングセンター（和歌山セーリングセンター） 

TEL ０７３－４４８－０２５１  

FAX ０７３－４９４－３２５２ 

Mail info@wakayama-sailing.org 

7.参加料 

7.1 470 級 15,000 円、470 級ジュニア 12,000 円、ｽﾅｲﾌﾟ級 10,000 円、RS:X 級 10,000 円 

【振込先】三菱東京ＵＦＪ銀行 渋谷中央支店 （普）１１９２４６１ 

（財）日本セーリング連盟 

【振込期日】２００９年１月３１日 ＊振込の際は必ずスキッパー名で振込の事  

7.2 ＯＰ級  ５，０００円 

※参加料は大会受付で原則としてクラブ単位で徴収する。 

８競技日程 

 ≪４７０級≫  

 ２月１１日   

10：00～17：00  

17：00 

２月１２～１５日 

09：25       

       

          

 

大会受付、大会計測 

開会式・艇長会議 

 

各日とも３レースを予定、１２レースまでとする。 

その日の最初のレースの予告信号、引き続きレースを行う。 

なお最終日は 14：00 以降に予告信号が発せられることはない。 
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閉会式・表彰式の時間は公式掲示板に掲示する。 

 ≪ＲＳ：Ｘ級≫  

 ２月１２日   

10：00～17：00  

17：00 

２月１３～１５日 

09：25       

       

 

≪スナイプ級≫ 

２月１２日   

10：00～17：00  

17：00 

２月１３～１５日 

09：25    

 

 

 

 

大会受付、大会計測 

開会式・艇長会議 

各日とも３レースを予定、９レースまでとする 

その日の最初のレースの予告信号、引き続きレースを行う。 

なお最終日は 14：00 以降に予告信号が発せられることはない。 

閉会式・表彰式の時間は公式掲示板に掲示する。 

 

 

大会受付、大会計測 

開会式・艇長会議 

各日とも３レースを予定、９レースまでとする 

その日の最初のレースの予告信号、引き続きレースを行う。 

なお最終日は 14：00 以降に予告信号が発せられることはない。 

閉会式・表彰式の時間は公式掲示板に掲示する。 

 ≪ＯＰ級≫  

 ２月１４日 

08：30～09：00 

09：00  

10：25      

２月１５日 

 9:30 

 

 

大会受付（～09：00） 

開会式・艇長会議 

１日目第１レース予告信号、引き続きレースを行う。 

 

２日目最初のレースの予告信号、引き続きレースを行う。 

なお 14：10 以降に予告信号が発せられることはない。 

本大会は７レースまでとする 

閉会式・表彰式の時間は公式掲示板に掲示する。 

 ＊海上での昼食を予定しているので、各自で用意のこと。 

9.計測 

9.1 参加艇は、計測証明書を受付時に提示すること。但し、ＯＰ級は除く 

9.2 セールは、事前にオフィシャルメジャーラ―による計測を受けていなければならない。 

9.3 大会期間中、陸上や海上でインスペクションを行うことがある。 

 

10.帆走指示書 

 大会受付時に配布する。 

11.開催地 

 和歌山市和歌山マリーナシティ「ナショナルトレーニングセンター（和歌山セーリングセンター）」及

び和歌浦湾 

 添付１図にレースエリアの場所を示す。 

12.コース 

 コースはトラベゾイドコースまたはソーセージコースのいずれかとする。 

13.得点 

13.1 ＲＲＳ付則Ａの低得点方式を適用する。 

但し、スナイプ級はスナイプ級低得点方式を採用する。（スナイプクラスルール） 

13.2 ４７０級は１２レースを予定し、大会が成立する為には各種目それぞれ５レース以上成立することが

必要である。 

ＲＳ：Ｘ級及びスナイプ級は９レースを予定し、大会が成立する為にはＲＳ：Ｘ級は５レース、スナ

イプ級は３レース以上成立することが必要である。 

ＯＰ級は７レースを予定し、大会が成立する為には１レース以上成立することが必要である。 

13.3 各クラスとも５レース以上が完了した場合は、その艇の最も悪い得点を除外する。(表現を変える必要

がありますか？) 

14.安全 

14.1 海上では常に適当な救命胴衣（ライフジャケット）を着用しなければならない。ウェットスーツおよ

びドライスーツは、適当な個人用浮力体と見なさない。もし、救命胴衣の浮力装置が膨張式のもので

あれば、海上では常に膨張させた状態で着用しなければならない。これにより RRS40 を変更する。 

14.2 ＯＰ級は、クラス規則の 4.2(a)、4.2(b)、4.3(a)、4.3(b)および 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、選手は笛を救命胴衣にラニヤードで付けなければ

ならない。この指示に従わなかった選手は、この違反が認められた各レースの得点から 5 点加算のペ

ナルティーを受ける。 

15.支援艇 
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15.1 サポートボートはレスキューボートとみなされ、以下の条件を満たす場合のみ使用を許可する。 

a) 参加申し込み時に申請用紙にてレース委員会に使用を申請し、許可を受けること。申請、許可なき艇

の出艇、および定員の半数を超える乗艇は認められない。 

b) 常時はサポートボートとして航行範囲の制限を守り、レース委員会からレスキューボートとしての要

請があれば、いつでもこれに応じること。この要請があった場合のみ制限範囲内への進入を認める。

c) ハーバーに対する搬入手続きおよびハーバー使用料支払いは、個人またはクラブ単位で行うこと。 

d) サポートボートは、ヨットモータボート保険（対人対物賠償責任保険及び搭乗者傷害保険）に加入し

ていなければならない。 

15.2 運行についてレース委員会の指示に従わなかった場合は、運行の停止を命じることがある。 

15.3 海上でレース委員会からサポートボートへの支援要請は、運営艇に『ピンク色』旗を掲揚して通告す

る。 

16.賞 

16-1 

16-2 

各クラス参加艇数に応じてメダルもしくは盾を授与する。 

本大会で以下の選考を行う 

１．４７０級、RS:X級２００９年ナショナルチーム選考 

本体会参加の４７０級男女およびRS:X級男女の内、日本国籍者については２００９年度ナショナルチ

ームを本大会の上位から以下の艇数認定する 

４７０級男子：３艇６名  

４７０級女子：３艇６名  

RS：X級男子： ３艇３名 

RS :X級女子 ：３艇３名 

２.ＲＳ:X級 世界選手権日本代表選手選考 

２００９世界選手権の出場資格を本大会の成績上位者から与える 

その権利を辞退した場合、最終成績順に順次繰り下げとする 

２００９年度内のその他の参加資格、補助等の優先順位も本大会の成績順とする 

３．４７０級ジュニアワールド選手権日本代表選手選考 

本大会参加の４７０級男女の内、日本国籍者で、２２歳未満選手（１９８８年１月1日以降に生まれた

者）の内、上位成績者から男子２艇、女子１艇を２００９年４７０ジュニアワールド日本代表選手と

して認定する。 

４．スナイプ級ジュニアワールド選手権日本代表選手選考 

スナイプ級にて本大会参加者の内、上位２艇のヘルムスマンに２００９年スナイプ級ジュニア世界選

手権（2009年8月 アメリカ、サンディエゴ）の参加資格を与える。 

17.免責及び保険 

17.1 本選考会に参加する選手は自己の責任おいてレースに参加するものとする。 RRS4 参照。 

17.2 本選考会の主催団体等は、本大会の前後および期間中に発生した人的事故（傷害・死亡等）ならびに

物的事故（損傷・盗難等）について、その責任を一切負わないものとする。 

17.3 ４７０級及びＲＳ：Ｘ級の参加選手は自己及び第三者への賠償を補償できる保険に加入し、大会受付

時に保険証券（写し可）を持参しなければならない。 

18.その他 

 本大会はドーピング検査対象大会とする。 

４７０級及びＲＳ：Ｘ級の公用語は、英語とする。 

ＯＰ級及びスナイプ級の公用語は、日本語とする。 

19.大会事務局 

 ナショナルトレーニングセンター（和歌山セーリングセンター） 

〒641-0014 和歌山市毛見 1514 番地 

TEL ０７３－４４８－０２５１ FAX ０７３－４９４－３２５２ 

Mail  info@wakayama-sailing.org 

大会ＷＥＢサイト（和歌山セーリングクラブホームページ内） 

http://www.wakayama-sailing.org      

和歌山セーリングセンター 営業時間９：００～１７：００ 火曜日定休日 

 

 

 

本事業はスポーツ振興基金の助成を受けて行われます 
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２００８JSAF Wakayama International Regatta （Sail WAKAYAMA） 
Co-hosting: 2009 National Team Qualifying Trial (470 Class and RS:X Class), 

Wakayama Cold Cup 
470 Class Junior World Japan National Team Qualifying Trial, 

Snipe Class Japan Junior National Championship 
 

NOTICE OF RACE 
 
1. Organizing Authority 
 

Co-Host  
Japan Sailing Federation （JSAF approval code H-20 56） 
Wakayama Sailing Federation, NPO Wakayama Sailing Club, 

 
Supported by 
Japan 470 Class Association, Japan Wind Surfing Federation, 
Japan Snipe Class Association 
Wakayama Prefecture, Wakayama Physical Education Committee 
Wakayama Education Committee 
Wakayama City, Wakayama City Physical Education Committee 
Wakayama City Education Committee 
Wakayama Broadcasting System Corporation, Television Wakayama Corporation 

 
2. Rules 
 
2.1. The Regatta will be governed by the “Rules” as defined in the Racing Rules of Sailing 2009-2012(RSS). 
2.2. RSS Appendix P will apply. 
2.3. For OP Class, RSS 61.1(a) “(2) if the length of the boat is shorter than 6m, red flag isunnecessary” will be 

deleted. 
2.4. If there is a conflict between Cass Rules and Sailing Instructions, the Sailing Instructions will take 

precedence. This alters Rule 63.7. 
 
3. Advertising 
 

Event sponsor advertisements are considered, and if requested, competitors are to display the 
advertisements on their boats. 

 
4. Events 
 

・470 Men / Women 
・U-22 Junior Snipe 
・RS:X Men / Women 
・OP Boys / Girls 

 
5. Eligibility 
 
5.1 . Member of Japan Sailing Federation (2008) (Excluding foreign sailors) 
5.2. ≪470, RS:X≫ 

Japanese 470 and RS:X class competitors shall be relevant class association. 
Competitors need recommendation from JSAF, relevant association, or Prefecture’s federation. 
≪Snipe≫ 
Competitors shall be under the age of 22 years on 31 December 2009, and a financial member of JSAF 
(2009) and of Snipe Federation (2009). 

5.3. 5.1 and 5.2 applies only to Japanese nationality person. 
 
6. Entries2/7 
 

Entries shall be made on the form provided with this NOR, and must be received by the organizer 
described below by 31 January, 2009 by post, e-mail or FSX. 
Support boats will need to register at the regatta office upon arrival. 
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Contact to: 
National Training Center (Wakayama Sailing Center) 
TEL +81(0)73-448-0251 

    FAX +81(0)73-494-3252 
    Mail info@wakayama-sailing.org 
 
7. Entry Fee 
 
7.1. 470 Class: 15,000 Yen 
    470 Class Junior: 12,000 Yen 
    Snipe Class: 10,000 Yen 
    RS:X Class: 10,000 Yen 
 
   【Bank Transfer to】 
    The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 
    Shibuya-Chuo Branch 
    Account No.: 1192461 
    Account Holder : Japan Sailing Federation 
   【Closing date for entry】 31 January 2009 
   *Payment shall be made by the name of the Skipper 
7.2. OP Class: 5,000 Yen 
   *Payment shall be made by each club at the registration. 
 
8. Schedule of Events 
  ≪470≫� 
  11 February 
 10：00～17：00  Registration & Measurement 
 17：00   Opening Ceremony & Skippers’ Meeting 
  12-15 February  3 races are scheduled per day. 12 races are scheduled for the event. 
 09：25   The first warning signal of the day, races will follow.  
   No warning signal will be made after14:00 on the last day. 
   Schedule of Closing Ceremony & Prize Giving will be posted on the official 
   notice board. 
  ≪RS:X≫ 
  12 February 
 10：00～17：00  Registration & Measurement 
 17：00   Opening Ceremony & Skippers’ Meeting 
  13-15 February  3 races are scheduled per day. 12 races are scheduled for the event. 
 09：25  The first warning signal of the day, races will follow. 
   No warning signal will be made after 14:00 on the last day. 
   Schedule of Closing Ceremony & Prize Giving will be posted on the official 
   notice board. 
  ≪Snipe≫ 
  12 February 
 10：00～17：00  Registration & Measurement 
 17：00   Opening Ceremony & Skippers’ Meeting 
  13-15 February  3 races are scheduled per day. 12 races are scheduled for the event. 
 09：25  The first warning signal of the day, races will follow. 
   No warning signal will be made after 14:00 on the last day. 
   Schedule of Closing Ceremony & Prize Giving will be posted on the official 
   notice board. 
  ≪ＯＰ≫ 
  14 February 
 08：30～09：00  Registration（～09：00） 
 09：00   Opening Ceremony & Skippers’ Meeting 
 10：25   The first warning signal of the day, races will follow. 
  15 February  7 races are scheduled for the event. 
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 9:30  The first warning signal of the day, races will follow. 
   No warning signal will be made after 14:10 on the last day. 
   Schedule of Closing Ceremony & Prize Giving will be posted on the official 
   notice board. 
 * Races will be sailed back to back. 
 
9. Measurements 
 
9.1. The measurement certificate for each boat must be shown at the registration. (except OP Class) 
9.2. All sails shall be completed 1st measurement by the official measure before the event. 
9.3. Spot inspection may take place both at sea and on shore. 
 
10. Sailing Instructions 
 
   The Sailing Instructions will be available at registration. 
 
11. Venue 
 
   JSAF Wakayama International Regatta will be held on Wakayama Marina City 
   “National Training Center (Wakayama Sailing Center)”and Wakaura Bay 
 
12. Courses 
 
   All courses will be either Trapezoidal Course or Sausage Course. 
 
13. Scoring System 
 
13.1. The low point Scoring System of RSS Appendix A will be used. 
     Snipe Class will use Snipe Class low point scoring system under Snipe Class Rule. 
13.2. 12 races are scheduled for 470 class, and 5 races are required to be completed to constitute a series. 
     9 races are scheduled for both RS:X and Snipe classes, of which 5 races for the RS:X and 
     3 races for the Snipe Classes are required to be completed to constitute series. 
     7 races are scheduled for OP class, and 1 race is required to be completed to constitute a series. 
13.3. When more than 5 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores   

excluding her worst score. 
 
14. Safety 
 
14.1. Adequate personal floating devices (e.g. life jacket) are necessary to be worn at sea. 
     Wet-suits nor Dry-suits are inadequate. If the floating device is inflatable, it must be inflated and worn 
     at sea. This changes the preamble to Part 4 and Rule 40. 
14.2. For OP Class, in addition to the Class Rules 4.2(a), 4.2(b), 4.3(a), 4.3(b) and 3.3.4, each boat must carry a 
     paddle with blade larger than 0.025 ㎡. Each competitor shall carry a whistle attached to their safety 
     jacket by line. Any competitor breaking this rule will be penalized by adding 5 points to each race. 
     Without a hearing this changes Rule A5 and Rule 63.1. 
 
15. Support Boat 
 
15.1. Support Boats may be required to act as rescue boats if called upon and may be permitted to use under    
     the following condition. 
     a) Support boats shall need to register, and receive permission. Support boats with permission are      
       allowed to carry half numbers of boat registration crew members on board. 
     b) Support boats shall stay outside the race area when racing. Upon Race Committee’s request, support      
       boats may enter the race area and act as rescue boats. 
     c) Support boats must register upon arrival, and must pay the Harbor fee individually. 
     d) Each support boat shall be insured with Yacht Motor Boat Insurance(valid third party liability and  
       crew accident) 
15.2. If not complying to the Race Committee, no permission will be given. 
15.3. When rescue is required, “Pink Flag” will be displayed on the Race Committee boat. 
 
16. Prizes 
 
16-1. Medals or other prizes will be awarded according to the number of entries for eachclass. 
16-2. In this championship, Selection will be made as followings. 
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    １．Selection of 2009 National Teams for 470 class & RS:X class For both men and women participating to  
    470 class and RS:X class, Japanese members will be selected from the higher ranking competitors. 
    Men’s 470 Class: 3 Boats 6 Men 
    Women’s 470 Class: 3 Boats 6 Women 
    Men’s RS:X Class: 3 Boats 3 Men 
    Women’s RS:X: 3 Boats 3 Women 
   ２. Selection of for RS:X class World Championship Higher ranked competitor will be selected to the 2009   
    World Championship 
    If declined, the next higher ranked competitor will be selected, and so on. 
   ３．Selection of 470 Class Junior World Championship Under 22 years old (born after 1 January 1988)   
    Japanese competitors in 470 Class, the top two Men’s boat and top Women’s boat will be selected to the  
  Junior World Championship. 
  ４．Selection of Snipe Class Junior World Championship The top 2 Helmsman will be selected to the 2009  
  World Junior Snipe Championship(August 2009, San Diego, U.S.A) 
 
17. Liability and Insurance 
 
17.1. Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See RRS4, Decision to Race. 
17.2. The organizing authority, or any person involved in this organization will not accept any liability for  
   material damage or personal injury or death. 
17.3. 470 class and RS:X: boat shall be insured with valid third party liability insurance. 470 and RS:X must  
     bring their insurance policy at registration. 
 
18. General 
 
    This Regatta will intend Doping Inspection. 
    English will be the official language for 470 and RS:X classes. 
    Japanese will be the official language for OP and Snipe classes. 
 
19. Contact to 
  
    Japan Sailing Federation 
     〒150-8050 Dr. Kishi Memorial Hall 1-1-1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 
     Taizou Uchida 
     TEL +81-(0)3-3481-2357 FAX +81-(0)3-3481-0414 
     Mail uchida@jsaf.or.jp 
 
    National Training Center (Wakayama Sailing Center) 
     〒641-0014  1514 Kemi Wakayama 
     TEL +81-(0)73-448-0251 FAX +81-(0)73-494-3252 
     Mail info@wakayama-sailing.org 
     Official Web Page of the Regatta (Wakayama Sailing Club) http://www.wakayama-sailing.org 
     Wakayama Sailing Center 09:00 – 17:00 Every Tuesday is Closed. 
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2008 年度 JSAF 和歌山インターナショナルレガッタ（Sail WAKAYAMA） 
 

帆走指示書 
 

同時開催 2009 年度ナショナルチーム選考（470 級男女、RS:X 級男女） 

 和歌山コールドカップ 

  470 級ジュニアワールド日本代表選考  

  スナイプ級全日本ジュニア選手権 

 

期日：2009 年 2 月 11 日～15 日 

主催団体：（財）日本セーリング連盟 

運営主体：和歌山県セーリング連盟、NPO 法人和歌山セーリングクラブ 

会場：和歌浦湾 

 

1. 適用規則 
 

1.1. 2009-2012 セーリング競技規則（以下 RRS）、日本セーリング連盟規定、当該クラス規則を適用する。 

1.2. RS:X 級を除く各クラスは RRS 付則 P を適用する。 

1.3. OP 級は赤色旗を必要とする。これは規則 61.1(a)（2）を変更している。 

1.4. クラスルールと帆走指示書の間で矛盾する場合、帆走指示書（以下 SI）を優先する。これは RRS 63.7 に変

わるものである。 

1.5. 使用言語間で矛盾が生じた場合には、英文を優先する。 

 

2. 競技者への通告 
 

2.1. 競技者への通告は和歌山セーリングセンター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 
 

3.1. 帆走指示書の変更は、その日の第 1 レーススタートの 60 分前までに掲示されるものとする。ただし、レー

ス日程の変更については発効する前日の 18 時までに掲示する。 

 

4. 陸上で発する信号 
 

4.1. 陸上で発する信号は和歌山セーリングセンタークラブハウス前のポールに掲揚される。尚、470 級男子、470

級女子、スナイプ級、RS:X 級男子、RS:X 女子については「JSAF 旗が揚げられたフラッグポール」に、OP 級

については「OP 級旗が揚げられたフラッグポール」に掲揚する。 

4.2. 陸上で AP 旗が掲揚された場合、レース信号の AP 旗説明文中の「1分」を「60 分以降」と置き換える。 

 

5. 広告 
 

5.1. 競技艇は主催者より広告の表示を求められることがある。 

 

6. 日程 
 

2 月 11 日（水） 

   1000～1700 470 級 大会受付・大会計測 

   1700           470 級 開会式・艇長会議 

2 月 12 日（木） 

   0925           470 級男子 第 1 レーススタート予告信号、引き続きレースを行う 

   0930           470 級女子 第 1 レーススタート予告信号、引き続きレースを行う 

   1000～1700    RS:X 級男女・スナイプ級 大会受付、大会計測 

   1700           RS:X 級男女・スナイプ級 開会式･艇長会議 

2 月 13 日（金） 

   0925     470 級男子 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0930           470 級女子 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0935           スナイプ級 第 1 レーススタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0940           RS:X 級男子 第 1 レーススタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0945           RS:X 級女子 第 1 レーススタート予告信号 引き続きレースを行う 
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2 月 14 日（土） 

   0830～0900     OP 級 大会受付 

   0900           OP 級 開会式・艇長会議 

   0925           470 級男子 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0930           470 級女子 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0935           スナイプ級 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0940           RS:X 級男子 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0945           RS:X 級女子 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   1025           OP 級 第１レーススタート予告信号 引き続きレースを行う 

2 月 15 日（日） 

   0925         470 級男子 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0930           470 級女子 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0935           スナイプ級 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0925           OP 級 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0940           RS:X 級男子 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   0945           RS:X 級女子 その日の最初のスタート予告信号 引き続きレースを行う 

   NA             閉会式・表彰式の時間は公式掲示板に掲示する。 

 

(a) 主催者はレース当日の朝、レースコミッティ、チーム監督、コーチ、選手間のミーティングを行う場

合がある。ミーティングの開始時間は各種目の艇長会議にて決定し、公式掲示板に掲示する。 

(b)  470 級男子、470 級女子、スナイプ級、RS:X 級男子、RS:X 女子の 1日で行なうレース数は最大 3レー

スとする。ただし、OP 級は最大 4レースとする。 

(c) 当日の 2 レース目以降において、各クラスのスタート順を､変更する場合がある。 

(d) 2009 年 2 月 15 日（日）のレガッタ最終日は全てのクラスにおいて 14：00 以降に予告信号を発しない。 

 

7. レース数及び大会の成立 
 

7.1. 470 級男子及び女子は 12 レースを予定し、大会の成立は 5レースとする。 

7.2. RS:X 級男子及び女子、スナイプ級は 9 レースを予定し、大会の成立は RS:X 級は 5 レースで、スナイプ級は

3レースで成立とする。 

7.3. OP 級は７レースを予定し、大会の成立は 1レースとする。 

 

8. クラス旗 
 

8.1. 以下のクラス旗を用いる。 

 

470 級男子  白地に青の 470 旗 

470 級女子     白地に赤の 470 旗      

RS:X 級男子    白地に黒の RS:X 旗 

RS:X 級女子    黄地に黒の RS:X 旗 

スナイプ級    白地に赤のスナイプ旗 

OP 級         白地に青の OP 旗 

 

9. 予備 
 

 

10. レースエリア 
 

10.1. レースエリアは添付図１の通りとし、470 級男女及びスナイプ級は A 海面（西側）とし、RS:X 級男女及び

OP 級は B 海面（東側）とする。レースエリアの識別は、それぞれの海面に位置する適切なレースコミッテ

ィシグナルボート上に、白地に赤のアルファベット“A”又は“B” と書かれた旗を掲示する。 

 

11. コース 
 

11.1. 470 級男女及びスナイプ級は、添付図 2にコース旗とレグ間のおおよその角度、通過するマークの順序及び

それぞれのマークを左に見て通過することを示す。 

11.2. RS:X 級男女及び OP 級は添付図 2にコース旗とレグ間のおおよその角度、通過するマークの順序及びそれぞ

れのマークを左に見て通過することを示す。 

11.3. 予告信号前もしくは同時に、レースコミッティのシグナルボートに帆走すべきコースの数字旗と第 4 マー

ク（OP 級、RS-X 級男女については第 2マーク）から第 1 マークまでのコンパス方位を掲示する。 
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12. マーク 
 

12.1. A 海面のマーク 1､2､3､4 はオレンジ色三角錐のブイとする。 

12.2. A 海面の SI 14. に規定する新しいマークは赤色の三角錐型ブイとする。 

12.3. B 海面の RS:X 級男女のマーク 1、2 は黄色の膨張式円筒形のブイとする。 

12.4. B 海面の RS:X 男女の SI 14. に規定する新しいマークは、黄色の膨張式円筒形ブイに黒い帯を巻いたブイ

とする。 

12.5. B 海面の OP 級のマーク 1A、2A、3A は黄色の円筒形のブイとする。コースのマークが変更されることはない。 

12.6. スタートマークはスターボードの端にあるレースコミッティシグナルボートとポートの端にあるオレンジ

色の球形ブイとする。 

12.7. OP 級を除く各クラスのフィニッシュマークはポートの端にあるレースコミッティボートとスターボードの

端にあるオレンジ色の球形のブイとする。 

12.8. B 海面の OP級のフィニッシュマークはスターボードの端にある OP旗を掲揚したレースコミッティボートと

ポートの端にあるオレンジ色の球形ブイとする。 

 

13. スタート 
 

13.1. スタートは RRS 26 を用いて予告信号をスタート信号の 5分前として、スタートさせる。 

13.2. スタートラインは、スターボードの端にあるスタートマーク上にオレンジ旗を掲揚しているポールと、ポ

ート端にあるスタートマークのコース側との間とする。 

13.3. スタート予告信号が発せられていないクラスの艇は、スタートの Sequence が行われている他のレースのス

タートエリアを回避しなければならない。 

13.4. スタート信号の 4分以降にスタートする艇は”DNS”と記録される。これは RRS 付則 A4 を変更している。 

13.5. ゼネラル・リコールの際、競技艇に知らせるためレースコミッティシグナルボート以外のレースコミッテ

ィボートにも第一代表旗を掲げる場合がある。ただし、その場合、音響信号は発せられない。また、当該レ

ースコミッティボートが行う第一代表旗の降下については、RRS 29.2「新しいスタートの予告信号は、第 1

代表旗降下の 1分後に発する。」の意味は持たない。 

 

14. コースの次のレグの変更 
 

14.1. 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（又はフィニッシュラインを

移動し）実行できれば直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換える場合、そのマー

クは元のマークで置き換える。 

14.2. 次のマークの変更は、新しいマークがまだ設置されていなくても、先頭艇が新しいレグに入る前に通告さ

れる場合がある。その際、変更されるレグの起点となるマーク付近で、運営艇に C 旗を掲揚し新しいマーク

までのコンパス方位を掲示し断続音とともに選手に通達する。尚、次のレグの長さを示す「+.-」の指示は

しない。これは RRS 33.(b)を変更している。 

14.3. A 海面においてコースの次のレグの変更により新しいマークが設置される場合、SI 11.1 に規定されるレグ

間のおおよその角度は適用しない。 

14.4. A 海面の“コース 2”において、マーク 1を変更する場合、次に通過するマーク 2は変更されたマーク 1 と

同色、同形状のマークである。 

14.5. B 海面の OP 級においては「スタート後のコースの変更」は行わない。 

 

 

15. レースの中止 
 

15.1. RRS 32.1 を原則に、レース委員会は大きな風の変化や、風速が 5knot 以下になった場合、レースを中止す

ることが出来る。競技者はレースコミッティのこの判断に対し救済を要求することは出来ない。（これは RRS 

60.1(b)を変更するものである） 

 

16. フィニッシュ 
 

16.1. OP 級を除く各クラスのフィニッシュラインは、ポートの端にあるフィニッシュマーク上のオレンジ旗を掲

揚しているポールとスターボード端にあるフィニッシュマークのコース側との間とする。 

16.2. B海面のOP級のフィニッシュラインは､スターボードの端にあるフィニッシュマーク上のオレンジ旗を掲揚

しているポールと、ポートの端にあるフィニッシュマークのコース側との間とする。 
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17. タイムリミット及び目標時間 
 

17.1. 先頭艇のマーク 1までのタイムリミット及びフィニッシュまでの所要目標時間は下記の通りとする。 

級       マーク 1 までのタイムリミット     所要目標時間 

470 級男女  30 分            60 分 

スナイプ級       30 分                60 分 

RS:X 級男女      20 分                35 分 

OP 級       30 分     45 分 

17.2. マーク 1までのタイムリミット内に 1艇も回航しなかった場合レースを中止する。 

17.3. 全てのクラスにおいてコースを帆走した先頭艇がフィニッシュ後、15 分以内にフィニッシュしない艇は審

問なしに DNF と記録される。 これは RRS 35 と RRS A4.1 を変更している。 

 

18. 抗議と救済の要求 
 

18.1. 抗議書は、ジュリーオフィスで入手できる。抗議は抗議締切時間内に提出しなければならない。但し､プロ

テスト委員会の裁量により､この時間を延長することがある。                

18.2. その日の抗議締切時間は当該クラスの最終レース終了後 60 分とする｡これらの時間は公式掲示板に掲示さ

れる。 

18.3. 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通告するために、抗議締切時間

後 20 分以内に通告書を公式掲示板に掲示する。 

18.4. 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、RRS 61.1(b)に基づき伝えるため、公式掲示板

に掲示する。 

18.5. プロテスト委員会は RRS 42 の違反により、RRS 付則 P に基づきペナルティー履行したか、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を抗議締切時間前に公式掲示板に掲示する。 

18.6. SI 5、13.3、20、26 および 29 の違反は、艇による抗議あるいは救済の要求の根拠とはならない。この項は

RRS 60.1 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り､失格以外のペナルテ

ィーが科せられる場合がある。 

18.7. 大会最終日に審問の当事者が審問の再開を要求する場合、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前日に判決を通告された場合には、抗議締め切時間内に。 

  (b) 再開を要求している当事者が当日に判決を通告された場合には、通告後 30 分以内に行われなければなら   

    ない。 

   この項は、RRS 66 を変更している。 

 

19. ペナルティー 
   

19.1. SI 18.6 に基づいて課せられた失格以外のペナルティーの得点記録の略語は DPG（Discretionary Penalty 

Given）とする。 

19.2. RRS 付則 P を「RRS P2.3 を適用せず、RRS P2.2 を“最初のペナルティー以降のペナルティー”」と変更し、

適用する。 

 

 

20. 安全規定 
 

20.1. 各艇の代表者はレガッタオフィスの出艇申告書（Sign-off form）にサインしなければならない。また帰着

後は速やかに（抗議締切時間までに）帰着申告書（Sign-on form）にサインしなければならない。 

20.2. ペナルティー以外の理由でレースからリタイアした艇は、帰着後速やかにリタイアの報告をしなければな

らない。また、可能な限りレースエリアを離れる前にレースコミッティボートにしらせること。 

20.3. 海上では常に適当な救命胴衣（ライフジャケット）を着用しなければならない。但し、衣類の着脱等にか

かわるような短時間の場合はこの限りではない。ウェットスーツおよびドライスーツは、適当な個人用浮力

体と見なさない。 

20.4. レースコミッティボート、ジュリーボートまたは SI 26 に規定される支援艇（コーチボート）は危険な状

態であるレース参加艇を強制的に救助する。救助されたことによる艇からの救済の要求は認められない。 

20.5. OP 級は、クラス規則 4.2(a)、4.2(b)、4.3(a)、4.3(b)および 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、選手は笛を救命胴衣にラニヤードで付けなければならない。この

指示に従わなかった選手は、この違反が認められた各レースの得点から 5 点加算のペナルティーを受ける。 

 

 

21. 装備の交換 
 

21.1. 損傷または紛失した装備の交換は、レース委員会の承認なしでは許可されない。交換の要請は“最初の適

当な機会に”レース委員会に申し出なければならない。 
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22. 装備と計測のチェック 
 

22.1. 艇及び装備は、クラス規則と SI によりいつでも検査されることがある。 

22.2. 艇は海上で SI 22.1 のため、レース委員会計測員により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。 

 

 

23. 運営艇 
 

23.1. 運営艇の標記は以下のとおりとする。 

レースコミッティボート         白地に赤色で RC の旗 

ジュリーボート            白地に赤色で JURY の旗 

プレスボート             白地に赤色で PRESS の旗 

レスキューボート           白地に赤で RESCUE の旗 

 

24. 得点 
 

24.1. RRS 付則 A の低得点方式を適用する。但し、スナイプ級はスナイプ級低得点方式を採用する。（スナイプク

ラスルール） 

24.2. 各クラスとも 5レース以上が完了した場合は、その艇の最も悪い得点を除外する。 

 

25. 予備 
 

 

26. 支援艇（コーチボート） 
 

26.1. 支援艇は、各海面における全てのクラスの予告信号から、全てのクラスのレースが終了、延期、中止にな

るまで、添付図 3で決められたエリアに待機しなければならない。支援艇はレース委員会に乗員と支援艇の

登録をしなければならない。 

26.2. 支援艇は主催者が用意した緑色旗を、はっきり分るように掲揚しなければならない。 

26.3. 支援艇はハーバー内で主催者が決めたエリアに係留しなくてはならない。 

26.4. 支援艇は第三者賠償保険に加入しなければならない。 

26.5. 支援艇を操縦する者及び同乗者は、いかなる時も責任を持ち、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、不適切な行為を行ってはならない。違反した場合には関係する艇にペナルティーを与

える事がある。 

26.6. レース委員会は荒天やその他の理由により支援艇に救助の要請をする場合がある。その場合、レースコミ

ッティシグナルボートにグリーン色旗を掲揚し各支援艇に通達する。 

26.7. レースとレースの間、または全てのレースが延期、及び中止された時支援艇は選手に必要なサービスを提

供するためにレースエリアに入ることができる。次のレースが予定されている場合はそのレースの予告信号

が発せられると同時にレースエリア外に出て決められた場所で待機しなければならない。 

26.8. 支援艇は下記を除いて電子機器を搭載してはならない。但し、支援艇に装備してある機器はレース委員会

に申告し、使用できないように処置した場合に限り許可される。 

 マリン VHF ラジオ（救助のみ使用可） 

 計時装置 

 手持ち風速計・手持ち風向計・及び手持ち GPS 

 ボートとエンジンの安全操作上に限定される電子機器（PC 等） 

 カメラ及びビデオカメラ 

 テープレコーダーまたはデジタルボイスレコーダー 

 電子安定装置付双眼鏡 

26.9. 海上にいる間、支援艇は SI 26.8.で許可した物を除き、無線通信又は受信ができる機器を搭載してはなら

ない。ただし携帯電話はこの規定に含まれない。 

 

27. 賞 
 

27.1. 各クラス参加艇数に応じてメダルもしくは盾を授与する。 

   ① 470 級、RS:X級 2009 年度ナショナルチーム 

  470級男子   3艇  6名   

 470級女子   3艇  6名  

 RS:X級男子  3艇  3名 

 RS:X級女子  3艇  3名 
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   ② RS:X級 世界選手権日本代表選手選考 

 2009 世界選手権の出場資格を本大会の成績上位者から与える。 

 その権利を辞退した場合、最終成績順に順次繰り下げとする 

 2009 年度内のその他の参加資格、補助等の優先順位も本大会の成績順とする。 

   ③ 470級ジュニアワールド選手権日本代表選手選考 

 本大会参加の ４７０級男女の内、日本国籍者で、２２歳未満選手（１９８８年１月1日以降に生まれ

た者）の内、上位成績者から男子２艇、女子１艇を２００９年４７０ジュニアワールド日本代表選手と

して認定する。 

   ④ スナイプ級ジュニアワールド選手権日本代表選手選考 

 スナイプ級にて本大会参加者の内、上位２艇のヘルムスマンに 2009 年スナイプ級ジュニア世界選手権

（2009 年 8 月 アメリカ、サンディエゴ）の参加資格を与える。 

 

28. 免責及び保険 
 

28.1. 本選考会に参加する選手は自己の責任おいてレースに参加するものとする。 RRS 4 参照。 

28.2. 本選考会の主催団体等は、本大会の前後および期間中に発生した人的事故（傷害・死亡等）ならびに物的

事故（損傷・盗難等）について、その責任を一切負わないものとする。 

28.3. 470 級及び RS:X 級の参加選手は自己及び第三者への賠償を補償できる保険に加入し、大会受付時に保険証

券（写し可）を持参しなければならない。 

 

29. その他 
 

29.1. 470 級及び RS:X 級の公用語は、英語とする。 

29.2. OP 級及びスナイプ級の公用語は、日本語とする。 

29.3. ゴミを水中に捨ててはならない。ゴミは支援艇あるいはレースコミッティボートに置くことができる。 

 

30. ドーピングコントロール 
 

30.1. 本大会期間中にドーピングコントロールを実施する。 

 

 

大会事務局 
 

ナショナルトレーニングセンター（和歌山セーリングセンター） 

〒641-0014 和歌山市毛見 1514 番地 

TEL 073-448-0251 FAX 073-494-3252 

Mail  info@wakayama-sailing.org 

大会 WEB サイト（和歌山セーリングクラブホームページ内） 

http://www.wakayama-sailing.org      

和歌山セーリングセンター 営業時間 0900～1700 火曜日定休日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業はスポーツ振興基金の助成を受けて行われます 
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2008 JSAF Wakayama International Regatta (Sail WAKAYAMA) 
 

Sailing Instructions 
 
Co-hosting:  
2009 National Team Qualifying Trial (470 Classes and RS:X Classes), 
Wakayama Cold Cup 
470 Class Junior World Japan National Team Qualifying Trial, 
Snipe Class Japan Junior National Championship 
 
Date: 11 – 15 February, 2009 
Organizing Authority: The Japan Sailing Federation 
Managing Authority： Wakayama Sailing Federation, Wakayama Sailing Club 
Venue: Wakaura Bay 
 
1. Rules 
 
1.1. The Regatta will be governed by the “Rules” as defined in the Racing Rules of Sailing for 2009-2012 and 

the Japan Sailing Federation Regulations and Relevant Class Regulations.  
1.2. Rule Appendix P will apply, except RS:X classes. 
1.3. For OP Class, a red flag is required. This changes Rule 61.1(a). (2) 
1.4. If there is a conflict between the Class Rules and these Sailing Instructions, the Sailing Instructions will 

take precedence. This alters Rule 63.7.  
1.5. If there is a conflict between languages, English text will take precedence.  
 
2. Notices to Competitors 
 
2.1. Notices to competitors will be posted on the official notice board located at Wakayama Sailing Center.  
 
3. Changes to Sailing Instructions 
 
3.1. Any changes to the sailing instructions will be posted 60 minutes before the first warning signal on the 

day it will take effect, except that any changes to the schedule of races will be posted by 18:00 hrs. On the 
day before it will take effect.  

 
4. Signals Made Ashore 
 
4.1. Signals made ashore will be displayed at the flagpole in front of the Wakayama Sailing Centre club house. 

For the 470 Classes, Snipe Class, and RS:X Classes, the flagpole where the JSAF flag is displayed will be 
used. For the OP Class, the flag pole where the OP flag is displayed will be used.  

4.2. When, the flag AP is displayed ashore, ‘1 minute’ is replaced with ‘not less than 60 minutes’ in race signal 
AP.  

 
5. Advertising 
 
5.1. Boats may be required to display advertising as supplied by the organizing authority. 
 
 
6. Schedule 
 
<<Wed, 11 Feb>> 
   1000-1700 470 classes: Registration, Measurement 
   1700        470 classes: Skippers’ meeting, Opening Ceremony 
<<Thu, 12 Feb>> 
   0925 470 M: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0930 470 W: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   1000-1700 RS:X classes & Snipe class: Registration, Measurement 
   1700    RS:X classes & Snipe class : Skippers’ meeting, Opening Ceremony 
<<Fri, 13 Feb>> 
   0925 470 M: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0930 470 W: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0935 Snipe: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0940 RS:X M: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0945 RS:X W: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
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<<Sat, 14 Feb>> 
   0830-0900 OP Class: Registration 
   0900 OP Class: Opening Ceremony, Skippers’ Meeting 
   0925 470 M: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0930 470 W: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0935 Snipe: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0940 RS:X M: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0945 RS:X W: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   1025 OP: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
<<Sun, 15 Feb>> 
   0925 470 M: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0930 470 W: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0935 Snipe: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0925 OP: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0940 RS:X M: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   0945   RS:X W: The first warning signal of the day scheduled, with further races to follow. 
   NA  Schedule of Prize Giving and Closing Ceremony will be posted on the official notice 

 board. 
 

(a) The organizing authority may have a briefing with the Race Committee, Team leaders, Coaches and 
the Sailors at the morning of each race day. Its schedule will be decided at the Skippers’ Meeting of 
each class, and will be posted on the official notice board. 

(b) Maximum numbers of races par day for 470 M&W, Snipe class and RS:X M&W will be 3 races. 
However, it will be 4 races for the OP Class. 

(c) The order of start for each class may alter after the 2nd race of each race day. 
(d) On Sunday, 15 February 2009, no warning signal will be made after 14:00. 

 
7. Number of Races and Series Constitution 
 
7.1. Twelve races are scheduled for both 470M and 470W classes, and five races are required to be completed 

to constitute a series.  
7.2. Nine races are scheduled for both RS:X M, RS:X W classes and Snipe class, and five races are required for 

RS:X classes, and 3 races are required for Snipe class to be completed to constitute a series.  
7.3. Seven races are scheduled for OP Class, and one race is required to be completed to constitute a series.  
 
8. Class Flags 
 
8.1. The class flags will be: 
 
   470 M     Blue 470 insignia on White background 
   470 W       Red 470 insignia on White background 
   RS:X M      Black RS:X insignia on White background 
   RS:X W Black RS:X insignia on Yellow background 
   Snipe Red snipe insignia on White background 
   OP  Blue OP insignia on White background 
 
9. Reserve 
 
10. Racing Areas 
 
10.1. Attachment 1 shows the location of the racing areas. Area A (west side) is for 470M, 470W and Snipe 

class. Area B (east side) is for RS:X M, RS:X W and OP class. Identification of race areas will be by 
displaying flags with a written red “A” or “B” Letter on a white background on the appropriate Race 
Committee Signal Boat each area. 

 
11. The Courses 
 
11.1. 470 and Snipe Classes, the diagrams in Attachment 2 shows the courses, including the course signals, 

approximate angles between legs, the order in which marks are to be passed, and the side on which each 
mark is to be left. 

11.2. RS:X and OP Classes, the diagrams in Attachment 2 shows the courses, including the course signals, 
approximate angles between legs, the order in which marks are to be passed, and the side on which each 
mark is to be left. 

11.3. The course to be sailed will be signaled by displaying a numeral pennant and the approximate compass 
bearing from Mark 4 (Mark 2 for OP and RS:X class) to Mark 1 on the race committee signal boat before 
or with the warning signal.  
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12. Marks 
 
12.1. Area A: Marks 1, 2, 3 and 4 will be orange triangular buoys. 
12.2. Area A: New marks, as provided in instruction 14, will be red triangular buoys. 
12.3. Area B: Marks 1 and 2 for RS:X classes will be yellow cylindrical inflated buoys. 
12.4. Area B: New marks, as provided in instruction 14 for RS:X class, will be yellow cylindrical inflated buoys 

with black belt. 
12.5. Area B: Marks 1A, 2A and 3A for OP class, will be yellow cylindrical buoys. There will be no change of 

course marks.  
12.6. The starting marks will be a race committee boat on the starboard end and a circular orange buoy at the 

port end.  
12.7. The finishing marks for each class except OP class will be a race committee boat at port end and orange 

circular buoy at starboard end. 
12.8. For the OP class at the Area B, the finishing marks will be a race committee boat displaying with OP 

flag at starboard end and orange circular buoy at port end 
 
13. The Start 
 
13.1. Races will be started by using Rule 26 with the warning signal displayed 5 minutes before the starting 

signal. 
13.2. The starting line will be between the course sides of the staff displaying an orange flag on the start 

mark at the starboard end and the start mark at the port end.  
13.3. Boats whose warning signal has not been made shall avoid the starting area during the starting 

sequence for other races. 
13.4. A boat starting later than 4 minutes after her starting signal will be scored as Did Not Start (DNS) 

without hearing. This changes Rule A4.1. 
13.5. To notify general recall, in addition to the Starting Signal Boat, the First Substitute may also be 

displayed on another race committee boat. No sound signal will be made on this boat. Removal of the 
First Substitute on this boat does not mean ‘the warning signal for a new start for the recalled class 
shall be made one minute after the First Substitute is removed.’ On RRS 29.2. 

 
14. Change of the Next Log of the Course 
 
14.1. To change the next leg of the course, the race committee will lay a new mark (or move the finishing line) 

and remove the original mark as soon as practicable. When in a subsequent change a new mark is 
replaced, it will be replaced by an original mark. 

14.2. The change will be signaled before the leading boat has begun the leg, although the new mark may not 
yet be in position. Official Boats will display Flag C and the compass direction to the new mark with 
intermittent sound signals. The sign “+ and -” that indicates the length of the next leg will not be 
displayed. This changed Rule 33(b). 

14.3. If new marks are to be placed due to changes of the next leg of the race at Area A, the approximate angle 
between the legs of Instruction 11.1 will not be applied.  

14.4. If Mark 1 is to be changed at “Course 2” of Area A, the next Mark 2 to be passed by will be the same color 
and shape as of Mark 1 that has been changed.  

14.5. Area B: For OP class, changes of course will not be made after start. 
 
15. Abandon a Race 
 
15.1. Under Rule 32.1, the race committee may abandon the race because of a major wind shift or irregular 

winds or when the wind speed drops below 5 knots. A competitor may not request redress because of 
action or no action by the race committee under this instruction. This changes rule 60.1(b) 

 
16. The Finish 
 
16.1. The finishing line for the each class except OP class will be between the course side of a staff displaying 

an orange flag on the finishing mark at port end and the finishing mark at the starboard end. 
16.2. The finishing line for OP class at Area B will be between the course side of a staff displaying an orange 

flag at the starboard end and finish mark at port end. 
 
17. Time Limits and Target Times 
 
17.1. Time limit and target times are as follows. 
   Classes    Mark 1 Time Limit     Target Time  
   470         30 Minutes   60 Minutes 
   Snipe         30 Minutes   60 Minutes 
   RS:X         20 Minutes   35 Minutes 
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   OP          30 Minutes   45 Minutes 
 
17.2. If no boat has passed Mark 1 within the Mark 1 time limit, the race will be abandoned.  
17.3. Boats failing to finish within 15 minutes after the first boat of each class sails the course and finishes, 

will be scored Did Not Finish (DNF). This changes Rules 35 and A4.1.  
 
18. Protests and Request for Redress 
 
18.1. Protest forms will be available at the Jury office. Protests and requests for redress shall be delivered 

there, within the protest time limit. This time may be extended at the discretion of the Protest 
Committee. 

18.2. For each class, the protest time limit is 60 minutes after the last boat has finished the last race of the 
day. These times will be posted.  

18.3. Notices will be posted within 20 minutes of the protest time limit to inform competitors of hearings in 
which they are parties to a hearing or named as witnesses. 

18.4. Notices of protests by the race committee or jury will be posted to inform boats under Rule 61.1(b).  
18.5. A list of boats that, under Appendix P, which have acknowledged breaking Rule 42 or have been 

disqualified by the jury will be posted before the protest time limit.  
18.6. Breaches of Instructions 5, 13.3, 20, 26 and 29.3 will not be grounds for protest or request for redress by 

a boat. This changes Rule 60.1. Penalties for these breaches may be less than disqualification if the jury 
so decides.  

18.7. On the last day of the regatta for each class a request for reopening a hearing shall be delivered  
 (a) Within the protest time limit if the party requesting reopening was informed of the decision on the 

previous day; 
 (b) No later than 30 minutes after the party requesting a reopening was informed of the decision on that 

day. 
This changed Rule 66. 

 
19. Penalty System 
 
19.1. Scoring records except disqualification of Instruction 18.6 will be Discretionary Penalty Given (DPG).  
19.2. Appendix P will apply, and is modified in that RuleP2.3 will not apply and RuleP2.2 is changed so that it 

will apply to any penalty after the first one. 
 
20. Safety Regulations 
 
20.1. A crew of each boat shall sign on the check-in/check-out form at the regatta office. Each time returning 

to the harbor, a crew of each boat shall sign on the check-in/check-off form. The time limit for signing the 
form after the race shall be the end of protest time.  

20.2. When reasonably possible, a boat that retires from a race shall notify a race committee before leaving 
the racing area. She shall complete a retirement declaration form at the regatta office on return to the 
harbor. 

20.3. Each crew shall wear life jackets or other adequate personal buoyancy at all times while afloat. Wet 
suits and dry suits are not adequate as personal buoyancy.  

20.4. The race committee, jury, support and coach boats under Instruction 26 shall give assistance to any 
person or boat in danger. To receive assistance will not be grounds for requests for redress by a boat. 

20.5. For OP Class, in addition to the Class Rules 4.2(a), 4.2(b), 4.3(a), 4.3(b) and 3.3.4, each boat must carry a 
paddle with blade larger than 0.025㎡. Each competitor shall carry a whistle attached to their safety 
jacket by line. Any competitor breaking this rule will be penalized by adding 5 points to each race. 
Without a hearing this changes Rule A5 and Rule 63.1. 

 
21. Replacement of Equipment 
 
21.1. Substitution of damaged or lost equipment will not be allowed unless approved by the race committee. If 

a boat substitutes damaged or lost equipment, she shall inform the race committee as soon as 
practicable.  

 
22. Equipment and Measurement Checks 
 
22.1. A boat or equipment may be inspected at any time for compliance with the class rules or the rules that 

govern the event at any time.  
22.2. On the water, a boat may be instructed by a race committee measurer to proceed immediately to a 

designated area for inspection as of Instruction 22.1.  
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23. Official Boats 
 
23.1. Official boats will be marked as follows: 
 

Official Boats   Flags Displayed                  
Race Committee Boats  Red “RC” letters on White Background 
Jury Boats           Red “JURY” letters on White Background 
Press Boats                   Red “PRESS” letters on White background 
Rescue Boats                  Red “RESCUE” letters on White background 

 
24. Scoring 
 
24.1. The low point Scoring System of Rules Appendix A will be used, except snipe class. Snipe Class will use 

Snipe Class low point scoring system under Snipe Class Rule. 
24.2. When five or more races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores 

excluding her worst score. 
 
25. Reserve 
 
26. Support Boats 
 
26.1. Support Boats must standby at the designated area in Attachment 3 until all the races of all classes are 

finished, postponed or cancelled from the warning signal of all areas. All crews and Support Boats are to 
be registered to the Race Committee.  

26.2. Each support boat must display the “Green Flag” provided by the organizer.  
26.3. Each support boat must moor inside the area in the harbor designated by the organizer. 
26.4. Each support boat shall be insured with Yacht Motor Boat Insurance (valid third party liability and 

crew accident) 
26.5. All drivers and crews of Support Boats have the responsibility not to interfere or influence the fairness 

of the competition. Boats breaking this instruction may be penalized by the race committee. 
26.6. The Race Committee may request assistance for rescue due to heavy weather or any other reasons. 

Support boats will be notified by the display of a "Green Flag" accompanied by repetitive sound signals 
on the appropriate Race Committee Signal Boat. 

26.7. Support Boats may only enter the race area between races or when all the races are postponed or 
cancelled in order to give necessary service to the sailors. If next race is scheduled, Support Boats must 
exit the race area and stand by when the warning signal for the next race is made. 

26.8. Support Boats may not have any electric devices except the following. Prohibited electronic devices may 
only be approved after declaration to the Race Committee and fixed to be unusable.  

  (a) Marine VHF Radio (except for rescues) 
  (b) Time Equipment 
  (c) Handy Anemometer, Handy Anemoscope, and Handy GPS 
  (d) Electronic devices that is limited for safety operation of boat and engine 
  (e) Camera and Video Camera 
  (f) Tape Recorder and Digital Voice Recorder 
  (g) Electronic Stabilized Binocular 
 
26.9. Any radio communication devices are not allowed to be loaded on Support Boats unless permitted by 

Instruction 26.8 on the water. Mobile Phones are not included.  
 
27. Prizes 
 
27.1. In this championship, Selection will be made as followings.  
  1. Selection of 2009 National Teams for 470 classes & RS:X classes  
   For both men and women participating to 470 classes and RS:X classes, Japanese members will be 

selected from the higher ranking competitors.  
    Men’s 470 Class:       3 Boats 6 Men 
    Women’s 470 Class:  3 Boats 6 Women 
    Men’s RS:X Class:  3 Boats 3 Men 
    Women’s RS:X Class:     3 Boats 3 Women 
 
  2. Selection of for RS:X class World Championship 

(a) Higher ranked competitor will be selected to the 2009 World Championship 
(b) If declined, the next higher ranked competitor will be selected, and so on. 
(c) Selection for other tournaments and supports will also be applied from this regatta. 
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  3. Selection of 470 Class Junior World Championship  
Under 22 years old (born after 1 January 1988) Japanese competitors in 470 Class, the top two Men’s 
boat and top Women’s boat will be selected to the Junior World Championship.  

 
  4. Selection of Snipe Class Junior World Championship 

The top 2 Helmsman will be selected to the 2009 World Junior Snipe Championship (August 2009, San 
Diego, U.S.A) 

 
28. Liability and Insurance 
 
28.1. Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See RRS4, Decision to Race.  
28.2. The organizing authority, or any person involved in this organization will not accept any liability for 

material damage or personal injury or death. 
28.3. 470 class and RS:X: boat shall be insured with valid third party liability insurance. 470 and RS:X must 

bring their insurance policy at registration. 
 
29. Generals 
 
29.1. English will be the official language for 470 and RS:X classes. 
29.2. Japanese will be the official language for OP and Snipe classes. 
29.3. Boats shall not put trash in the water. Trash may be placed aboard support and race committee boat. 
 
30. Doping Control 
 
30.1. This Regatta will intend Doping Inspection. 
 
 
Attachment 1 “Race Area” 
添付図１「レースエリア」 
 
 

 

Race area 

Wakayama  
Sailing Centre 
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Attachment 2“Course” 
 
 

470 M, 470 W, Snipe  

Area A: Course 1 Area A: Course 2 

RS:X M, RS:X W 

Area B: Course 1  Area B: Course 2 Area B: Course 3 
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Attachment 3“Support boat waiting Area” 
 

 

 

470, Snipe 

Penetration prohibition area 
50m from course 

RS:X, OP Waiting Area 

Penetration prohibition area 
50m from course 
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