NEIL PRYDE
RS:X
CLASS RULES
2006

1

目次
序

･･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

パートⅠ 管理
A節 － 全般

D節

ハル

Ｄ．１

全般・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

Ｄ．２

材料、製造および寸法・・１２

Ｄ．３

部品・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

A．１

言語

・・・・・・・・・・・・・・・・・４

Ａ．２

略称

・・・・・・・・・・・・・・・・・４

Ａ．３

オーソリティと責任・・・・・・・・４

E節

ハルアペンデージ

Ａ．４

ＩＳＡＦルール・・・・・・・・・・・・・４

Ｅ．１

パーツ・・・・・・・・・・・・・・・１２

Ａ．５

クラスルールの改正･･・・・・・４

Ｅ．２

識別・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

Ａ．６

クラスルールの解釈・・・・・・５

Ｅ．３

材料、製造および寸法・・１２

Ａ．７

セールナンバー・・・・・・・・・・５

Ａ．８

認可されたメーカー・・・・・・・５

F節

リグ

Ａ．９

クラスルールの承認・・・・・・５

Ｆ．１

全般・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

B節

ボートの適正

Ｆ．２

材料、製造および寸法・・１３

Ｂ．１

証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・６

Ｆ．３

部品・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

Ｂ．２

インスペクション・・・・・・・・・・６

G節

セール

Ｂ．３

大会登録・・・・・・・・・・・・・・・６

Ｇ．１

パーツ・・・・・・・・・・・・・・・１３

Ｂ．４

レジストレーション・・・・・・・・６

Ｇ．２

全般・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

Ｇ．３

材料、製造および寸法・・１４

Ｇ．４

部品・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

パートⅡ

要件と制限

Ｃ節

レースのためのコンディション

Ｃ．１

全般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

Ｃ．２

乗員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

Ｃ．３

個人装備・・・・・・・・・・・・・・・・７

Ｃ．４

携行装備品・・・・・・・・・・・・・・８

Ｃ．５

広告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

Ｃ．６

ハル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

Ｃ．７

ハルの付属品・・・・・・・・・・・・９

Ｃ．８

リグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

Ｃ．９

セール・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

2

序
RS:X はニールプライド社によって開発されたセールボードである。
RS:X のハルやその装備品、リグそしてセールの製造はニールプライド社および指定された
メーカーにより ISAF の承認コントロールシステムのもとで RS:X の製造マニュアルに従って
製造される。
ハル、ハルの付属品、リグやセールはメーカーから出荷された後にクラスルールセクション
C の範囲内で変更されることがある。
オーナーと選手は工場において基本計測の過程を経ているのでセクショの規則はチェック
されないことを意識すべきです。
レース中のエクイップメント使用を制限する規則がセーリングパート 1 のエクイップメントル
ールとクラスルールのセクション C に含まれる。
この序文は非公式であり RS:X のクラスルールではない。
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パートⅠ－ 管理
セクションＡ－ 一般
Ａ．１

言語

Ａ．１．１ クラスの公式な言語は英語である。翻訳に関する論争の場合には英語のテキス
トが用いられる。
Ａ．１．２ “Shall”という単語は義務であり、“May”という単語は寛容である。
Ａ．２

略称

Ａ．２．１ ＩＳＡＦ
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓａｉｌｉｎｇ Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ
ＮＡ
ＩＳＡＦ Ｍｅｍｂｅｒ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ
ＮＣＡ
Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｌａｓｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ
ＩＲＳＸＣＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＲＳ：Ｘ ＣｌａｓｓＡａａｏｓｉａｔｉｏｎ
ＭＮＰＬ
Ｎｅｉｌ Ｐｒｙｄｅ Ｌｔｄ．
ＥＲＳ
Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｒｕｌｅｓ ｏｆ Ｓａｉｌｉｎｇ
ＲＲＳ
Ｒａｃｉｎｇ Ｒｕｌｅｓ ｏｆ Ｓａｉｌｉｎｇ

国際セーリング連盟
各国協会
各国クラス協会
国際 RS:X クラス協会
ニールプライド社
セーリング装備規則
セーリング競技規則

＊これらの参照は協会が構成されるまでは適切ではない。
Ａ．３

オーソリティと責任

Ａ．３．１ クラスの国際的なオーソリティは ISAF であり、クラスルールのすべての問題に関
して IRSXCA と協力してあたる。
Ａ．３．２ ＩＳＡＦおよび IRSXCA はクラスルールに関してそこからおこる如何なる問題にも法
律上の責任はない。
Ａ．４

ＩＳＡＦ規則

Ａ．４．１ このクラスルールは ERS と関連して読まれるものとする。
Ａ．４．２ 見出しを除き単語がボルド体で印刷されたものは ERS で定義され、RRS で定義さ
れているものはイタリック体で書かれる。
Ａ．５

クラス規則の改正

Ａ．５．１ クラス規則の改正は IRSXCA の総会における代表者の多数決により決定後 ISAF
によって承認される。
Ａ．６

クラス規則の解釈

Ａ．６．１ これらのクラスルールの解釈は ISAF によって IRSXCA に諮問のうえされるものと
する。
Ａ．７

セールナンバー
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Ａ．７．１ セールナンバーはクラスを管理している MNA が発行する。そうでなければ NCA
に申し込むものとする。
Ａ．８ 認証メーカー
Ａ．８．１ RS:X はクラスルールにより認証されたメーカーとしてのニールプライド社とその他
の ISAF 管理のもとでニールプライドによって認定されたメーカーにより製造され
る。
Ａ．９

クラスルールへのコンプライアンス

Ａ．９．１ 以下の場合のセールボードはクラスルールにより規定される。
ａ） 中古のエクイップメントはクラスルールに適応しない。
ｂ） クラスルールの変更により使用中のエクイップメントが使えなくなることがある。
Ａ．９．２ ２００５年 8 月 1 日以前に製造されたものもクラスルールに適応するものとする。
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セクション B － エクイップメントの適正
レースに使用されるエクイップメントはこのセクションの規定に従うものとする。
Ｂ．１

証明書

Ｂ．１．１ ハルの証明書は発行されない。
Ｂ．２

イベントインスペクション

Ｂ．２．１ 一般
ａ） ＲＲＳ７８により乗員は所有者とみなす。
ｂ） インスペクションはエクイップメントが認証されたメーカーによって生産され変更さ
れていないことを確かめるために行う。
（変更されていないものを除きこの規則で規定される）
インスペクターはサンプルとの比較や適切な検査方法を用いる。
サンプルの計測数値が異常な場合は、すべての正確な情報はＩＳＡＦ、ＩＲＳＸ
および NPL の技術代表者に報告される。
この調査が長時間にわたり、インスペクションの時間内に終わらない場合、
有者はエクイップメントの代替を提示できる。
Ｂ．３

イベントリミテーションマーク

Ｂ．３．１ 乗員のイクイップメントのコントロールを受けるすべての項目には大会計測のコ
トロールフォームによってエクイップメントへのイベントリミテーションマークが
印される。
Ｂ．３．２ イベントリミテーションマークはイクイップメントの容易に見える位置に消えないよ
うに印される。
Ｂ．４

レジストレーション

Ｂ．４．１ 大会主催者は大会要件に従って、ハルとハルの付属品、リグとセールはイクイッ
プメントインスペクション後はセクションＣ．６．１（ｂ）により変更可能なフットスト
ラップの数以外のすべてのエクイップメントの数、サイズまたはタイプも変更し
てはならない。
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パートⅡ － 要件と制限
レースのために乗員とイクイップメントはこの規則に従うものとする。
セクションＣの規則との適合性をチェックするインスペクションは基本計測ではない。
パートⅡの規則はクローズドクラスルールでありインスペクションはＥＲＳのさまざまな部分
を除いておこなわれるものとする。
セクション C － レースのためのコンディション
Ｃ．１

全般

Ｃ．１．１ ルール
ａ）ＥＲＳは適応されないものとする；Ａ．２証明書；Ｂ．９セッティング、シーティング
とセイルチェンジ
Ｃ．２

乗員

Ｃ．２．１ 制限
乗員は１名である。
Ｃ．２．２ 会員資格
ＮＣＡ会員でなければ国内レースに参加することは許可されない。
ＮＣＡが無ければＩＲＳＸＣＡ会員にならなければならない。
Ｃ．２．３ 部門
ａ）性別部門
ｉ）男 （Ａ）
ｉｉ）女 （Ｂ）
ｂ）年齢部門
ｉ）ユース（Ｃ）現在の年の１２月３１日に１９歳以下。
Ｃ．３

個人装備

Ｃ．３．１ 個人装備は認証されたメーカーによって生産される必要はない。
Ｃ．３．２ ａ）任意
ｉ）ハーネス
ｉｉ）浮力体ベストおよびジャケット（セーリングインストラクションにより義務付けら
れ
ことがある）
個人的な浮力体は淡水で４Kg の金属錘でテストされ最低５分間浮力を維持
しな
ければならない。
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ｉｉｉ）ＲＲＳ Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ｂ２．１（ｂ）は飲料を持つための容器である。
ｂ）義務
ｉ）ＲＲＳ Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ｈ では乗員の着る衣服と装備は４ｋｇを超えてはならな
い。
Ｃ．４

携行装備

Ｃ．４．１ 携行装備は認証されたメーカーによって生産される必要はない。
Ｃ．４．２ オプショナル
ａ）牽引ロープは５mm 径で長さ５ｍ以上のものをすすめる。セーリングインストラク
ションにより携行を強制される場合がある。
Ｃ．５

広告

Ｃ．５．１ ＩＳＡＦ広告規定２０（カテゴリーＣ）に適合したものだけが表示される。
Ｃ．６

ハル

Ｃ．６．１ 制限
ａ） ハルは大会をとおして１艇の使用に制限される。ただし失したり修復し難いほ
どの破損時はジュリーの承認をもって交換してもよい。ジュリーによってイベ
ントリミテーションマークを取り除き交換したハルに付け替えられる。
ｂ） フットストラップは５個以上９個までの認証されたメーカー製のものを既存のイ
ンサートに最長１７ｍｍのステンレスビスおよび円形ワッシャーにより取り付
けられる。
フットストラップは最低１本のビスで両端がとめられる。
Ｃ．６．２

ハルの重量
ａ） ハルの重量はマストトラックを装着し、ガスケットアッセンブリ、センターボード
とサイドプレート、ベンチレーションスクリューを含んで１７．２０ｋｇを下回らな
い。
ｂ） 工場で装着されたコレクタウエィトは変更できない。
ｃ） 濡れたハルの重量計測は最低１０分間後部の縁で垂直に立てた後に行う。

Ｃ．６．３

メンテナンスと変更
ａ） これらのクラスルールで認められている以外にハルの変更はできない。
ｂ） 修理はオリジナルの形、特性、機能が影響を受けないような方法でおこなうも
のとする。
シリアルナンバーは読みやすいままで残っているものとする。
ｃ） デッキグリップの回復はオリジナルのグラフィックスが見えるように透明の塗
料でなされるものとする。
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ｄ） 余ったフットストラップ用の穴にはフットストラップを加えてもよい。フットストラ
ップにテープを巻いてもよい。
ｅ） 潤滑剤はマストトラックアッセンブリ、とガスケットに使用してよい。
ｆ） センターボードのピボットとローテーションリミットピンは常に固定されて使用さ
れるものとする。
ｇ） センターボードトレーリングエッヂのプロテクターは外してはならない。
ｈ） ハルを磨くことはボードのボトムのメーカーの識別が消えなければ許される。
Ｃ．７

ハルの付属

Ｃ．７．１ 制限
ａ） 男性選手は６６０ｍｍのフィンを使用する。女性選手は６００ｍｍのフィン。ユ
ースデビジョンも６００ｍｍのフィンを使用する。
ｂ） レース中にはセンターボードは常に装着されていなければならない。
ｃ） 大会中は１枚のセンターボードと１枚のフィンだけが使用されるものとする。
失くしたか修復し難いほど破損したときはジュリーの承諾をもって交換が認
められる。そしてジュリーはイベントリミテーションマークをハルの付属につ
けかえる。
Ｃ．７．２

メンテナンスと変更
ａ） クラスルールで認められたもの以外はハルの付属を変更してはならない。
ｂ） 修理はオリジナルの形、特性、機能が影響を受けないような方法でおこなう
もの
とする。
ｃ） ハルの付属は形が影響をうけないなら磨くことができる。
ｄ） 潤滑剤はセンターボードカセットの中に使用してもよい。
ｅ） フィンボックスに合うようにフィンの付け根は削られるかまたは詰め物をされ
るがハルの表面を越えて広がってはならない。
ｆ） センターボードかセンターボードプレートがセンターボードケースに合うよう
に詰め物をしてもよいがその材料はセンターボードケースガスケットまで広
がらないものとする。

Ｃ．８

リグ

Ｃ．８．１ 制限
大会中は１つのリグだけが使用されるものとする。
失くしたか修復し難いほど破損したときは同じタイプのものにジュリーの承諾
のもとに
交換が認められる。
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ジュリーはイベントリミテーションマークを交換したアイテムに付け替える。
Ｃ．８．２ メンテナンスと変更
ａ） クラスルールで認められたもの以外はリグの変更をしてはならない。
ｂ） 修理はオリジナルの形、特性、または機能が影響を受けないような方法でお
こなうものとする
ｃ） マストスパーはＲＳ：Ｘマストエクステンションを使用して伸ばされる。
ｄ） 乗員はアップホールはどのようなものを選択しても良い。
ｅ） ハルにリグを固定するセーフティラインか装置をとりつけてもよい。
ｆ） 調整可能なダウンホールシステムは８：１以上の機械的倍率をもっていないも
ので認証されたメーカーの４：１ダウンホールシステムユニットの後につけて
もよい。
ｇ） 調整可能なアウトホールは認証されたメーカーから供給されたものを使用し
なければならない。
ｈ） ブームスパーのグリップの表面は研磨材を使って粗くしてもよい。ブームスパ
ーのグリップは認証されたメーカーから供給されるＲＳ：Ｘグリップと替えるこ
とができる。
ｉ） ハーネスラインは乗員が選ぶことができる。
ｊ） 潤滑剤をアウトホールとダウンホールに使うことができる。
ｋ） クリートとプーリーはサイズやタイプが同等のものと取り替えてもよい。
すべてのロープも取り替えてもよい。
Ｃ．９

セール

Ｃ．９．１ 制限
ａ） 男性選手は９．５㎡、女性選手は８．５㎡のセールを使用しなければならな
い。
ユースデビジョンの競技では８．５㎡のセールを使用する。
ｂ） 大会中は１枚のセールのみを使用する。セールを失くしたり修復不可能なほ
どに破損した場合はジュリーの承諾をもって同じサイズのセールと交換でき
る。
ジュリーはイベントリミテーションマークを新たに取り替えたセールに取り付
ける。
ｃ） バテンは７本が対応するバテンポケットにつけられるものとする。
ヘッドにもっとも近いものが第一バテンである。
キャンバインデューサーは第５と第６のポケットで使用されるものとする。
大会中は１セットのバテンとキャンバインデュサーのみ使用されるものとす
る。
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Ｃ．９．２

セールの識別
ａ） ナショナルレターとナンバー
ナショナルレターとセールナンバーは黒色で第４バテンのすぐ上で可能なか
ぎりリーチに近いところに乳白色の不透明なバックグラウンドに背中合わせ
に付けなければならない。
不透明なバックグラウンドに国を表す文字とセールナンバーは最低４０ｍｍ
以上の間隔でつけなければならない。
ＲＲＳ Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ｇ １．２ の全長３．５ｍ以下の艇に従うものとする。
ｂ） 部門の識別

Ｃ．９．３

主催者が分割の識別を指定した場合はセールのクラス記章の上に識別を表
示するものとする。
表示の高さは２３０ｍｍ以上でなければならない。
ＲＳ：Ｘ 女性
赤色 ダイアモンド
ＲＳ：Ｘ ユース 少年
黒色 三角形（頂点が下）
ＲＳ：Ｘ ユース 少女
赤色 三角形（頂点が上）
メンテナンスと変更
ａ） セールと部品はクラスルールで認められるもの意外の変更できない。
ｂ） 修理をする場合はオリジナルの形、特性、機能が影響を受けないような方法
でおこなうことができる。
ｃ） セールのブームスパーがあたる部分に接着タイプのモノフィルムを貼ってもよ
い。
ｄ） 潤滑剤はキャンバインデューサーに使用してもよい。
ｅ） テルテールは使用してもよい。
ｆ） いろいろな番号のＲＳ：Ｘのキャンバインデューサーのスペーサーは認可され
たメーカーから供給されたものは使用できるものとする。
ｇ） バテン、キャンバインデュサー、と他のセールの部品は認可されたメーカーに
より供給された同様の部品に取り替えることができるものとする。
ｈ） 透明な自己接着パッチはクリューとアジャスタブルダウンホールに使うことが
できる。

セクション Ｄ － ハル
Ｄ．１ 全般
Ｄ．１．１ メーカー
ａ） ハルと部品は認証されたメーカーのみで生産されなければならない。
ｂ） ハルは指定されているメーカーかニールプライド社所有のモールドを用いて
生産さ
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れなければならない。
Ｄ．１．２ 識別
ａ） ハルのシリアルナンバーは後部中央のフットストラップ取り付けプレートの後
ろに表示される。
Ｄ．２

Ｄ．３

材料、製造および寸法
ＮＰＬ ＲＳ：Ｘの製造マニュアルに従わなければならない。
部品
ａ） マストトラックコンプリート
ｂ） センターボードサポートプレートねじ付き
ｃ） センターボードカバー
ｄ） ガスケットアッセンブリ
ｅ） フットストラップ
ｆ） エアベンチレーションスクリュー

セクションＥ－ハルの付属品
Ｅ．１

部品
ａ） ６６０ｍｍのフィン
ｂ） ６００ｍｍのフィン
ｃ） センターボード

Ｅ．２

全般

Ｅ． ２．１

メーカー

ａ） ハルの付属品は認証されたメーカーでのみ生産されなければならない。
ｂ） モールドはニールプライド社によって認証されたメーカーの所有物で基本ファ
イルからマスタープラグがつくられ、ＩＳＡＦによって承認されなければならな
い。
Ｅ． ２．２

識別

ａ） センターボードには認証されたメーカーによってシリアルナンバーがつけられ
る。
ｂ） フィンには認証されたメーカーによってシリアルナンバーがつけられる。
ｃ） フィンとセンターボードには“ＲＳ：Ｘ Ｒａｃｉｎｇ”メーカーのロゴをつけてよい。
Ｅ．３

材料、製造および寸法
ＮＰＬ ＲＳ：Ｘの製造マニュアルに従わなければならない。
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セクションＦ － リグ
Ｆ．１
Ｆ．１．１

一般
メーカー
セール、マスト、ブームとその部品の製造は認証されたメーカーのみでおこな
われ
ければならない。

Ｆ．１．２

識別
ａ）マストは認証されたメーカーによりシリアルナンバーが判読が可能に刻まれ
る。
ｂ）マストのトップとボトム部やブームにはＲＳ：Ｘ Ｒａｃｉｎｇという単語が工場によ
り印されなければならない。

Ｆ．２

材料、製造および寸法
ＮＰＬ ＲＳ：Ｘの製造マニュアルに従わなければならない。

Ｆ．３

部品
ａ）マストエクステンション
ｂ）ユニバーサルジョイント
ｃ）デッキプレート

セクションＧ － セール
Ｇ．１

区別
ａ） ９．５㎡セール
ｂ） ８．５㎡セール

Ｇ．２

全般

Ｇ．２．１ メーカー
セールと部品は認証されたメーカーによって製造されなければならない。
Ｇ．２．２ 識別
ａ） セール
ｉ） クラス記章はメーカーによって取り付けられるものとする。
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ｂ） バテン
ｉ） バテンはセールの上から順に１番から７番まで位置づけられ、工場により
識別グラフィックがつけられている。
Ｇ．３

材料、製造および寸法
ＮＰＬ ＲＳ：Ｘの製造マニュアルに従うものとする。

Ｇ．４

部品
ａ） バテン
ｂ） キャンバインデューサー

発効日
２００６年４月１日
プレビュー ２００５年７月１３日

＊注

わが国の NCA である日本ウインドサーフィン連盟 計測委員会の内部参考資料として非公式に
翻訳されたものであり、誤りについての責任は負うものではない。
またいかなる場合でも許可無く複製を禁じます。
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