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Umpired fleet races shall be sailed under The Racing Rules of Sailing as changed by 
this appendix. Races shall be umpired. The rule changes in UF1 have been approved 
by World Sailing under Regulation 28.1.5(b) on the condition that only the provided 
options are used. This appendix applies only when it is referred to in the Notice of 
Race and made available for all competitors.  
 

J1.  CHANGES TO THE DEFINITIONS, THE RULES OF PART 1 AND 2  
J1.1 Add the following to the definition “Proper Course”. 

"A boat taking a penalty or maneuvering to take a penalty is not sailing on 
the proper course." 

(b) When RRS20 applies, the following arm signals are required in addition to 
the hails: 

(1) for "Room to tack, please," repeatedly and clearly pointing to windward; 
and 

(2) For "You Tack", repeatedly and clearly pointing at the other boat, and 
waving the arm to windward. 

 

J1.2   Changes to rules Involving Protests, Requests for Redress, Penalties and 
Exoneration 
(a) The first sentence of RRS 44.1 is replaced with: 

“A boat take a One-Turn Penalty in accordance with rule 44.2 when, in an 
incident while racing, she may have broken one or more of the rules of Part 
2 (except RRS 14 when she has caused damage or injury), RRS 31 or RRS 
42.” 

帆⾛指⽰書 J 
修正付則 UF 
アンパイア制フリート・レース 
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アンパイア制フリート・レースは、この付則で変更されたセーリングの競技規則に基
づいてセーリングされるものとします。 レースはアンパイア制でなければならない。 
UF1 の規則の変更は、提供されたオプションのみが使⽤されることを条件として、
規則 28.1.5（b）に基づいてワールドセーリングによって承認されました。 この付則
は、レース公⽰で⾔及され、すべての競技者が利⽤できるようになっている場合にの
み適⽤されます。  

J1.    定義、第 1 章と第 2 章の規則の変更 
J1.1   定義「プロパー・コース」に以下を追加する。 

「ペナルティーを履⾏またはペナルティーを履⾏するために操船し
ている艇は、プロパー・コースを帆⾛していない。」 

(b) RRS 20 が適⽤される場合、次の腕信号が声をかけることに加えて必要
とされる。 

(1) 「Room to tack, please（タックするためのルーム）」には、⾵上を
繰り返し、はっきりと指すこと。 

(2) 「ユー・タック（タックせよ）」には、相⼿艇を繰り返し、はっき
りと指し、腕を⾵上へ振ること。 

J1.2   抗議、救済の要求、ペナルティーおよび免罪に関する規則の変更  
(a) RRS 44.1 の最初の⽂を次のように置き換える。 

「レース中のインシデントにおいて、第 2 章の⼀つ以上の規則（損傷ま
たは傷害をおこした場合の RRS 14 を除く）、または RRS 31 もしくは
RRS 42 に違反したかもしれない艇は、RRS 44.2 に従って 1 回転ペナル
ティーを履⾏する事ができる。」 

(b) RRS 60.1 を次のように置き換える。 
「艇は、指⽰ J2.1 および J2.4 に従っている場合に限り、他艇を抗議した



(b) Replace RRS60.1 as follows. 
"A boat may protest another boat or request redress provided she complies 
with instructions J2.1 and J2.4." 

(c) The third sentence of RRS61.1(a) is deleted. 
(d)The three sentences of RRS64.2 are replaced with as follows: 

“When the protest committee decides that a boat that is a party to a protest 
hearing has broken a rule, it may impose penalties other than 
disqualification, and may make any other scoring arrangement it decides is 
equitable. If a boat has broken a rule when not racing, the protest committee 
shall decide whether to apply any penalty to the race sailed nearest in time to 
that of the incident or make some other arrangement. 

(e) RRS64.2(a) is changed so that the provision for exonerating a boat may be 
applied by the umpires without hearing, and it take precedence over any 
conflicting instruction of this addendum. 

(f) RRS64.5 (b) is replaced with the following: 
"The protest committee may also penalize a boat that is a party to a hearing 
under RRS60.3(d) or RRS69 for a breach of a rule by a support person by 
changing the boatʼs score in a single race, up to and including DSQ.” 

(g) RRSP1 to P4 shall not apply. 

J2   Protest and Request for Redress by Boats 
J2.1 While racing, a boat may protest another boat under a rule of RRS Part 2 (except 

RRS14), or under RRS31 or 42; However, a boat may only protest under a rule of 
RRS Part 2 for an incident in which she was involved. To do so she shall hail 
ʻprotestʼ and  raise her arms above their head for a period of time for the Umpire 
to see and notice it, and do this on the first reasonable opportunity. 

J2.2 Boats protesting as instruction in J2.1 are only eligible to be heard if the umpire 
fails to see the incident at sea or if the umpire does not signal a decision. In this 
case the boat in accordance with SI Directive 17 must submit a written protest 
after notifying the RC finish boat. A Boat involved in the incident may 
acknowledge breaking a rule by taking a One-Turn Penalty in accordance with 

り、救済を要求することができる」  
(c) RRS 61.1（a）の 3 番⽬の⽂を削除する。  
(d) RRS 64.2 の前段の⽂は次のように置き換える。  

「プロテスト委員会は、抗議審問の当事者である艇が規則に違反したと
判断した場合、失格以外のペナルティーを科し、公平と判断した他の得
点を与えることができる。 レース中でない艇が規則に違反した場合、プ
ロテスト委員会は、そのインシデントに時間的に最も近く帆⾛したレー
スにペナルティーを適⽤するか、その他の決定を⾏うものとする。」 

(e) RRS 64.2（a）を「艇を免罪することができる規定は審問なしにアンパ
イアが適⽤できる」と変更し、この帆⾛指⽰書 J の⽭盾するいかなる指
⽰にも優先する。  

(f) RRS 64.5（b）を次のように置き換える。 
「プロテスト委員会は、⽀援者による規則違反に対する RRS 60.3（d）

または 69 に基づく審問の当事者である艇に、プロテスト委員会がある⼀
つのレースにおける得点に、失格またはそれ以下の変更を加えることに
よって、艇にペナルティーを科すことができる。」 

(g) RRS 付則 P1 から 4 は適⽤しない。 
 
 

J2    艇による抗議と救済の要求  
J2.1   レース中、艇は、RRS 第 2 章の規則（RRS 14 を除く）、RRS 31 または 42 に

基づいて他艇を抗議することができる。 ただし、艇は、⾃らが関与したイン
シデントに対してのみ、RRS 第 2 章の規則に基づいて、抗議することができ
る。 抗議するためには、その艇は、「プロテスト」と声をかけ、アンパイア
がそれと気づくまでの間、頭上に腕を上げなければならず、最初の妥当な機
会にこれらを⾏わなければならない。 

J2.2   指⽰ J2.1 の指⽰の通りに抗議する艇は、アンパイアが海上でインシデントを
⾒ることができなかった場合、またはアンパイアによる判定の信号が発せら
れなかった場合に限り、審問を受ける資格を得る。 この場合 SI 指⽰ 17 に従
って艇は、RC フィニッシュ艇に通知した後、書⾯による抗議を提出しなけれ
ばならない。 インシデントに関与した艇は、RRS 44.2 に⽰されている 1 回転



RRS44.2. An umpire may penalize any boat that broke a rule and was not 
exonerated, unless the boat took a voluntary penalty. 

 

J2.3 At the finish line, the RC will promptly display flag B along with one sound signal. 
Two minutes later, Flag B descends with one sound signal. 

 

J2.4 A boat attempting to do the following shall speak to the RC before or during the 
display of flag B after finishing. You must also file a protest or request for redress 
within the deadline specified in Directive 17.4. 

(a) Protest other boats under rules other than those listed in Directive J3.2 or 
RRS28, or Directive J2.1. 

(b) Protest the boat under direction J2.2. 
(c) Protest another boat under RRS14 in case of contact with damage or injury. 
(d) Request relief. 

The time limit of Instruction J2.3 also applies to protests under Instruction J5.5. 
The protest committee must extend the time limit when there is a valid reason. 

J2.5 RC will promptly inform the Protest Committee about any protest or request for 
redress made under instruction J2.4. 
 

J3 Umpire signal and imposed penalty 
J3.1 An umpire will signal a decision as follows: 

(a) A green and white flag with one long sound means "No penalty". 
(b) A red flag with one long sound means "A penalty is imposed or remains 

outstanding." The umpire will hail or signal to identify each such boat. 
(c) A black flag with one long sound means "A boat is disqualified." The umpire 

will hail or signal to identify the boat disqualified. 
 
 
 

ペナルティーを速やかに履⾏することにより規則違反を認めることができ
る。 規則に違反し、免罪されない艇が⾃発的に⾃主的なペナルティーを履⾏
しない場合には、アンパイアは、そのようないずれの艇にも、ペナルティー
を科すことができる。  

J2.3   フィニッシュ・ラインにおいて、RC は、⾳響信号１声と共に B 旗を速やかに
掲揚する。 その 2 分後、B 旗は⾳響信号１声と共に降下する。 

J2.4   次のことをしようとする艇は、フィニッシュ後の B 旗の掲揚前または掲揚中
に RC に対し声を掛けなければならない。 また、指⽰ 17.4 に規定された締
切り時間内に抗議または救済要求を提出しなければならない。 

(a) 指⽰ J3.2 または RRS 28、または指⽰ J2.1 にあげられている規則、以外
の規則に基づいて他艇を抗議する。  

(b) 指⽰ J2.2 に基づき艇を抗議する。 
(c) 損傷または傷害を伴う接触があった場合に、RRS 14 に基づいて他艇を

抗議する。  
(d) 救済を要求する。 

指⽰ J2.3 のタイム・リミットは、指⽰ J5.5 に基づく抗議にも適⽤される。 プ
ロテスト委員会は妥当な理由がある場合には、タイム・リミットを延⻑しなけ
ればならない。 

J2.5   RC は、指⽰ J2.4 に基づいて⾏われた抗議または救済要求について、プロテ
スト委員会に速やかに通知しなければならない。  

J3    アンパイアの信号と科したペナルティー  
J3.1   アンパイアは次のとおりに判定の信号を発する。 

(a) ⻑⾳⼀声を伴う緑⾊と⽩⾊の旗は、「ペナルティーを科さない」ことを意
味する。 

(b) ⻑⾳⼀声を伴う⾚⾊旗は、「ペナルティーが科せられた、または未履⾏の
ままである」ことを意味する。 アンパイアはそのような艇を特定するため
に声掛けを⾏うかまたは信号を発する。 

(c) ⻑⾳⼀声を伴う⿊⾊旗は、「艇を失格とする」ことを意味する。 アンパイ
アは、失格とした艇を特定するために声掛けを⾏うかまたは信号を発する。 



J3.2 (a) A boat penalized under instruction J3.1(b) shall take a One-Turn Penalty in 
accordance with RRS44.2 

(b) A Boat disqualified under instruction J3.1(c) shall promptly leave the course 
area. 

J4   Penalties and protests initiated by an Umpire; Rounding or Passing Marks 
J4.1 An umpire may penalize a boat if it is one of the following without protesting by 

the other boat: 
(a) breaks RRS31 and does not take a penalty, 
(b) breaks RRS42, 
(c) gains an advantage despite taking a penalty, 
(d) deliberately breaking a rule, 
(e) commits a breach of sportsmanship, 
(f) fail to comply with instruction J3.2 or to take a penalty when required to do so 

by an umpire, 
(g) breaks Part 2 rule except Rule 14 and there is contact between boats, or 
(h) fails to complete the freestyle maneuver as required, 

An umpire may penalize her without a protest by another boat. The umpire may 
impose one or more One-Turn Penalties to be taken in accordance with Rule 44.2, 
each signaled in accordance with instruction J3.1(b), or disqualify her under 
instruction J3.1(c), or report the incident to the protest committee for further 
action. If a boat is penalized under instruction J4.1(f) for not taking the penalty or 
taking a penalty incorrectly, the original penalty is cancelled. 

J4.2 The last sentence of RRS28.2 is changed to as follows: 
"She may correct any errors to comply with this rule, provided she has not 
rounded the next mark or finished.” A boat that does not correct any such error 
shall be disqualified under instruction J3.1(c).  

J4.3 An umpire who decides, based on his own observation or a report received from 
any source, that a boat may have broken a rule, other than instruction J3.2 or 
RRS28 or a rule listed in instruction J2.1, may inform the Protest Committee for 
its action under RRS60.3. However, he will not inform the Protest Committee of 

J3.2   (a) 指⽰ J3.1（b）に基づいてペナルティーを科せられた艇は、RRS44.2 に記
述されているとおりに、1 回転ペナルティーを履⾏しなければならない。 

(b） 指⽰ J3.1（c）に基づいて失格とされた艇は、速やかにコース・エリアを
離れなければならない。 

J4     アンパイアが発議するペナルティーと抗議、マークの回航または通過 
J4.1   艇が以下のいずれかである場合、アンパイアは、他艇による抗議なしにその

艇にペナルティーを科すことができる。 
(a) RRS 31 に違反し、ペナルティーを履⾏しない、  
(b) RRS 42 に違反する、  
(c) ペナルティーを履⾏したのも関わらず有利となる、 
(d) 故意に規則を破る、  
(e) スポーツマンシップの違反を犯す、 
(f) 指⽰ J3.2 に従わないか、またはアンパイアにペナルティーの履⾏を求めら

れた場合にそれを履⾏しない、 
(g) RRS 14 を除く第 2 章の規則に違反し、艇間に接触がある、または  
(h) 必要なフリー・スタイル動作を完了できていない場合、 
アンパイアは、RRS 44.2 に従って 1 つ以上の 1 回転ペナルティーを科すこと
ができ、それぞれは指⽰ J3.1（b）に従って信号を発するか、指⽰ J3.1（c）
に基づいてその艇を失格とするかであり、さらなる措置を講じることを求め
てインシデントをプロテスト委員会に報告することができる。 艇がペナルテ
ィーを履⾏しない、またはペナルティーを不正確に履⾏したことに対し、指
⽰ J4.1（f）に基づいてペナルティーを科される場合、元のペナルティーは取
り消される。 

J4.2   RRS 28.2 の最後の⽂を次のように変更する。 
「艇は、この規則に従うために、次のマークを回航する前、またはフィニッ
シュする前に限り、誤りを正すことができる。」  この誤りを正さない艇は、
指⽰ J3.1（c）に基づき失格となる。 

J4.3   ⾃ら⽬撃したかまたはいかなる情報源からでも受け取った報告に基づき、艇
が指⽰ J3.2 もしくは J4.2 に違反したかもしれない、または指⽰ J2.1 に挙げら
れた規則以外の規則に違反したかもしれないと判定したアンパイアは、RRS 
60.3 に基づく処置を求めてプロテスト委員会に通知することができる。 ただ



an alleged breach of RRS14 unless there is damage or injury. 
 

J5   Protest, Request for Redress or Reopening; Appeals; and other proceedings 
J5.1 It is not possible to carry out any kind of procedure regarding what the Umpire 

did or did not do. However, this does not apply to the case where a protest form is 
submitted based on instruction J2.2. 

J5.2 A boat may not base an appeal on a claim for improper action, omission or 
determination of umpire by the umpire or protest committee. The hearing party 
may not rely on the protest committee's decision as the basis for appeal. Change 
the third sentence of RRS 66 to "parties in the hearing cannot request restart of 
the hearing". 

J5.3 (a) Protests and requests for redress do not need to be made in writing unless the 
boat is heard under direction J2.2. 

(b) The protest committee may notify the protestee and schedule a hearing, 
which may be given verbally, as it sees fit. 

(c) The protest committee may take testimony, conduct hearings and give 
verdicts in any way it deems appropriate. 

(d) The Protest Committee may impose an integer or fractional scoring penalty 
or make other adjustments that it considers fair if it determines that the rule 
violation does not affect the outcome of the race. It is possible that no penalty 
will be imposed on another adjustment. 

(e) For any other boat, if the protest committee has penalized a boat under 
Directive J5.3, or if the standard penalty applies, for any change in the score 
of the boat that has been penalized. Be notified. 

J5.4 RC will not protest a boat unless the boat does not sail a course according to 
instruction RRS 28 and the umpire does not disqualify the boat according to 
instruction J4.2. 

J5.5 The protest committee may protest a boat under RRS 60.3. However, a boat will 
not be protested for a violation of Instruction J3.2 or RRS28, or the rules listed in 
Directive J2.1, or RRS14 unless it is damaged or injured. 

J5.6 The Technical Committee will protest under RRS 60.4 only if it determines that 

し、アンパイアは、損傷や傷害がある場合を除き、RRS 14 違反の申し⽴てを
プロテスト委員会に通告することはない。 

J5    抗議、救済要求または審問の再開、上告、その他の⼿続き 
J5.1   アンパイアが処置したこと、処置しなかったことに関して、いかなる種類の

⼿続も⾏うことはできない。 ただし指⽰ J2.2 に基づき抗議書を提出する場合
を除く。 

J5.2   艇は、アンパイアまたはプロテスト委員会の不適切な処置、不作為、または
アンパイアの判定についての申し⽴てを上告の根拠とすることはできない。 
審問の当事者は、プロテスト委員会の判決を上告の根拠とすることはできな
い。 RRS 66 の⽂を、「審問の当事者は審問の再開を要求できない」に変更す
る。  

J5.3   (a) 艇が指⽰ J2.2 に基づき審問を受ける場合を除き、抗議および救済の要求
は、書⾯で⾏う必要はない。 

(b) プロテスト委員会は、適切と考える⽅法で、被抗議者に通知し、審問をス
ケジュールすることができ、これを⼝頭で伝えることができる。 

(c) プロテスト委員会は、適切と考える⽅法で証⾔を取り、審問を実施するこ
とができ、その判決を⼝頭で伝えることができる。 

(d) プロテスト委員会は、規則違反がレースの結果に影響を及ぼさないと判
断した場合、整数もしくは分数の得点ペナルティーを科すか、または公平
であると判断する別の調整を⾏うことができ、別の調整にはペナルティー
を科さないということもあり得る。 

(e) プロテスト委員会が指⽰ J5.3 に基づき艇にペナルティーを科した場合、
または標準ペナルティーが適⽤される場合には、他のすべての艇に、ペナ
ルティーを科された艇の得点の変更について通告される。  

J5.4   RC は、艇が RRS 28 に従ったコースを帆⾛せず、かつアンパイアが指⽰ J4.2
に従い艇を失格にしない場合を除き、艇を抗議することはない。  

J5.5   プロテスト委員会は、RSS 60.3 に基づいて艇を抗議することができる。 ただ
し、指⽰ J3.2 もしくは RRS 28、または指⽰ J2.1 に上げられている規則の違
反、または損傷もしくは傷害がない限り、RRS 14 の違反に関して艇を抗議す
ることはない。 



the boat or personal equipment does not comply with the rules of the Class Rules, 
RRS 50, or the competition's equipment rules (if any). In such cases, the Technical 
Committee shall protest. 

J6   Scoring penalty 
In the J2.2 hearing, instead of DSQ, the boats that became DSQ will have an 

integer of 30% of the number of sailing boats if the number of boats sailed in the 
race is 10 or less, and an integer of 20% if the number of boats is 11 or more 
(round off to the first decimal place) shall be added to the score according to the 
ranking. 

 

J5.6   テクニカル委員会は、艇または個⼈⽤装備がクラス規則、RRS 50、または⼤
会の装備規則の規則（存在する場合）に従っていないと判断した場合にのみ、
RRS 60.4 に基づいて抗議する。 そのような場合、テクニカル委員会が抗議
するものとする。 

J6    得点ペナルティー 
J2.2 による審問において、DSQ となった艇には、DSQ の代わりに、そのレー

スで帆⾛した艇数が 10 艇以下なら帆⾛艇数の 30％の整数、11 艇以上なら 20％の
整数（⼩数点以下第 1 位を四捨五⼊）を順位による得点に加算するものとする。 

 

 


