Effective Date: 10/07/2020
Status: Provisional

International iQFOiL
Class Association

@

The iQFOiL was designed in 20XX by Starboard and was selected
by World Sailing in 2019 for the 2024 Olympic Windsurfing events

クラス規則
国際 iQFOiL クラス協会
10/07/2020
翻訳：日本ウインドサーフィン協会

NDEX
INTRODUCTION .......................................3
PART I – ADMINISTRATION
Section A – General

A.1 Language ...........................................4
A.2 Abbreviations ....................................5
A.3 Authorities & Responsibilities ....5
A.4 Administration of the Class ........5

D.2 Identification .................................. 12
D.3 Materials, Construction &
Dimensions ............................................... 12
Section E – Hull Appendages
E.1 General ............................................ 12
E.2 Identification .................................. 13
E.3 Materials, Construction &
Dimensions ............................................... 13

A.5 World Sailing Rules .......................5
A.6 Class Rule Changes .....................5

Section F – Rig

A.7 Interpretation of Class Rules…..5

F.1 General ............................................ 13

A.8 World Sailing Plaque ....................5

F.2 Identification .................................. 13

A.9 Sail Numbers ....................................5

F.3 Materials, Construction &
Dimensions ............................................... 13

Section B – Equipment Eligibility
B.1 Class rules and certification ......6

Section G – Sails

B.2 Event Inspection .............................6

G.1 General ............................................ 13

B.3 Event Limitation Marks ................6

G.2 Identification .................................. 14

PART II – REQUIREMENTS
AND LIMITATIONS

G.3 Materials, Construction &
Dimensions ............................................... 14

Section C – Conditions for Racing

PART III – APPENDICES

C.1 General................................................7

Section H – Sail Identification

C.2 Crew......................................................7

H.1 General ............................................ 15

C.3 Personal Equipment ......................7

H.2 National letters and Sail numbers
16

C.4 Portable Equipment .......................8
C.5 Advertising .........................................9
C.6 WINDSURFER…………………9

H.3 Class Insignia................................ 16
H.4 National Flag ................................. 16
H.5 Competitors Name...................... 16

C.7 Hull ........................................................9
C.8 Hull Appendages ......................... 10
C.9 Rig ...................................................... 11
C.10 Sails................................................... 11
Section D – Hull
D.1 General............................................. 12
iQFOiL Provisional Class Rules
(注：赤字は目次と本文が不一致のため、本文に合致させた)

2

目次
序文 .................................................... 3
パート I – 管理
セクション A – 総則
A.1 言語 ........................................... 4
A.2 略語 ........................................... 5
A.3 オーソリティーおよび責任…………5

D.2 識別 ……..……………………… 12
D.3 材質、構造および寸法 ............... 12
セクションE－艇体付加物
E.1 総則 ………………………………12
E.2 識別 ......................................... 13
E.3 材質、構造および寸法
.............................................. 13

A.4 クラスの管理 ............................... 5
A.5 ワールドセーリング規則…………..5
A.6 クラス規則の変更 ........................ 5
A.6 クラス規則の解釈…………………5
A.7 ワールドセーリング銘板 ............... 5
A.8 セール番号 ................................. 5

セクションF－リグ
F.1 総則 ......................................... 13
F.2 識別 ......................................... 13
F.2 材質、構造および寸法
.............................................. 13
セクションG －セール

セクションB－装備の有効性

G.1 総則 ......................................... 13

B.1 クラス規則と証明書 ..................... 6

G.2 識別 ......................................... 14

B.2 大会インスペクション .................... 6
B.3 大会限定マーク ........................... 6

G.3 材質、構造および寸法
.............................................. 14

パート II – 必要条件および制限

パートIII － 付則

セクションC－レースでの条件

セクションH－セールの識別

C.1 総則 ........................................... 7

H.1 総則

C.2 乗員 ........................................... 7
C.3 個人用装備品 ............................. 7
C.4 携行用装備品 ............................. 8
C.5 広告 ........................................... 9

……………………….….15

H.2 国を示す文字とセール番号
………………….………………16
H.3 クラスを示す印 ..………….…….16

C.6 ウインドサーファー ....................... 9
C.7 艇体 ........................................... 9

H.4 国旗 ……………..……………….16

C.8 艇体付加物 ................................. 10

H.5 競技者の名前……..….………….16

C.9 リグ ............................................ 11
C.10 セール ..................................... ..11
セクションD－艇体
D.1 総則 ......................................... .12

iQFOiL Provisional Class Rules
2

Effective date: 10/07/2020 provisional class rules

INTRODUCTION
This introduction only provides an informal background and the International iQFOiL Class
Rules proper begin on the next page.
iQFOiL hulls, hull appendages, rigs and sails are manufacturing controlled.
All equipment shall only be manufactured by approved manufacturers – in the class rules
referred to as licensed manufacturers unless otherwise permitted by these rules.
Equipment is required to comply with the International iQFOiL Building Specification and is
subject to a World Sailing approved manufacturing control system.
iQFOiL hulls, hull appendages, rigs and sails may, after having left the manufacturer, only be
altered to the extent permitted in Section C of the class rules.
Owners and crews should be aware that compliance with rules in Section C is NOT checked
as part of the certification process.
Rules regulating the use of equipment during a race are contained in Section C of these class
rules, in ERS Part I and in the Racing Rules of Sailing.
PLEASE REMEMBER:
THESE RULES ARE CLOSED CLASS RULES WHERE IF IT DOES
NOT SPECIFICALLY SAY THAT YOU MAY – THEN YOU SHALL
NOT.
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序文
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

この序文は非公式な予備知識を前もって定めているものであり、国際 iQFOiLクラス規則は次のペ
ージから正式に始まる。
iQFOiL の艇体、艇体付加物、リグおよびセールは、計測管理がされる。

すべての装備は、承認された製造者によってのみ製造されなければならない－このクラス規則にお
いて認可された製造者は参照できる、さもなければこの規則によって認可されない。
装備は、国際 iQFOiL建造設計書に適合することを要求され、ワールドセーリング承認の製造管理
システムを条件とする。
iQFOiL の艇体、艇体付加物、リグまたはセールは、製造者から出荷された後は、クラス規則のセク
ションCで許可された範囲内のみ変更ができる。

オーナーおよび乗員は、承認プロセスに基づいた部品であっても、セクションCの規則との適合性の
チェックはされていないことを、認識したほうがよい。
レース中の装備の使用法を規定している規則は、クラス規則のセクションC、セーリング装備規則
<ERS>第１章およびセーリング競技規則<RRS>に含まれている。
備忘事項:
この規則はクローズ・クラス規則である、
規則で明確にできると述べていないことは－してはならない。
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PART I – ADMINISTRATION
Section A – General
A.1

LANGUAGE

A.1.1

The official language of the class is English and in case of dispute over translation the English text shall prevail.

A.1.2

The word “shall” is mandatory and the word “may” is permissive.

A.1.3

Except where used in headings, when a term is printed in “bold” the
definition in the ERS applies and when a term is printed in “italics” the
definition in the RRS applies, when a term is “underlined” the definition in
Class Rule A.1.4 applies.

A.1.4
A.1.5

The term ‘board’ or ‘windsurfer’ in these rules means boat.
The following definitions apply when the term is underlined:
(i) BONDING
To fix in place with glues, resins, sealants or other similar chemical agents.
(ii) COATING
Application of an additional permanent layer or layers of a substance to a
surface. This may require prior preparation of the surface which may
involve sanding, etching, blasting, but not fairing.
(iii) SANDING
Removal of the outermost surface through use of an abrasive material
with or without a lubricating agent, which does not alter the shape but
may remove localised irregularities or textures in the surface. It may
include polishing through the use of a cutting compound.
(iv) CLEANING
The application and subsequent removal of detergents or similar agents,
the purpose of which is to remove residue on the surface.
(v) FAIRING
The addition and/or removal of material to alter the shape.
(vi) LUBRICATING
The application of non-permanent friction reducing compound.
(vii) MODIFICATION
Work resulting in a change to the original condition, including changes
made to the original condition by new, removed or replaced equipment
items, fittings, fixings, extensions and fastenings.
(viii) MAINTENANCE
Work required to retain the original condition, compensating for normal
wear and tear in order to achieve its maximum useful life. This includes
preventive maintenance and may include coating, sanding, lubricating
and cleaning, but shall exclude fairing and bonding.
(ix) REPAIR
Corrective action, following unintended damage, required to restore the
original condition. This may include coating, sanding, fairing and bonding.
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パート I － 管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------セクションA－総則
A.1

言語

A.1.1

クラスの公式言語は英語とし、翻訳上で異議が生じた場合は英文を優先しなければ
ならない。
用語“shall”は義務であり、用語“may”は許可である。
タイトルに使用されている部分を除き、用語が“太字”で印字されている場合はERSの
定義を適用し、用語が“イタリック体”で印刷されている場合はRRSの定義を適用する。
用語に“下線”が引かれている場合はクラス規則A.1.4の定義を適用する。
この規則の用語“board” または“windsurfer”は、boat＜艇＞を示している。
用語に“下線”が引かれている場合、の定義を適用する。

A.1.2
A.1.3

A.1.4
A.1.５

(i)BONDING ＜接着＞
接着剤、樹脂、密閉剤または他の類似の化学薬剤で決まった場所に固定すること。
(ii)COATING ＜塗装＞
追加の永久的塗装または塗装材料を、表面に塗布すること。これには表面を事前に
準備を要してもよく、紙やすりで磨くこと、彫ること、ひずみをとることは含めるが、平
にすることは含まれない。
(iii)SANDING ＜研磨＞
研磨用薬品含有または無含有の研磨剤の使用によって、最も外部の表面を除去す
ること、それは形状を変更するのではなく、表面にある局部的なでこぼことか木目を
除去するのはよい。これには切り傷コンパウンドによって磨くこともふくむ。
(iv) CLEANING ＜清掃＞
塗布、およびそのあとの洗剤または類似薬品の除去、その目的は表面の残留物を
除去することである。
(v) FAIRING ＜平面化＞
形状を変更するための材料の塗布および/または除去。
(vi) LUBRICATING ＜潤滑＞
コンパウンドを減耗する非永久的な潤滑材の塗布。
(vii) MODIFICATION ＜修正＞
本来の状態を変更する結果となる処置、これには装備品、艤装品、固定部品、延長
部品および締め付け器具を新しくする、取り外す、または入れ替えることによる本来
の状態にする変更を含む。
(viii) MAINTENANCE ＜保守＞
本来の状態を保つために要求される処置、最大の耐用期間を得るために通常の消
耗 を 補 正 す る こ と 、 こ れ に は 予 防 的 な 保 守 を 含 む 、 ま た coating, sanding,
lubricating および cleaning を含めることはできるが、Fairing および bonding＜化学
結合＞は除かなければならない。
(ix) REPAIR ＜修理＞
意図しない損傷の結果として起きる補正作業は、本来の状態に戻すことを要求され
る。これには coating, sanding, fairing および bonding を含むことができる。
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A.2

ABBREVIATIONS

A.2.1

WS

World Sailing

MNA

WS Member National Authority

iQFOiL iQFOiL Class Association
NCA

National Class Association

RRS

Racing Rules of Sailing

ERS

Equipment Rules of Sailing

A.3

AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES

A.3.1

The Class Rules authority of the class is World Sailing, which shall cooperate with the iQFOiL in all matters concerning these class rules.

A.3.2

Neither WS nor the iQFOiL accept any legal responsibility in respect of these
class rules or any claim arising therefrom.

A.4

ADMINISTRATION OF THE CLASS

A.4.1

WS has delegated its administrative functions of the class to the iQFOiL Class
Association and its certification authority to the iQFOiL Technical
Committee.
The National Association fees (subscription) are determined by a scale
published annually by the International Windsurfing Association. Payment of
these fees is the sole responsibility of the National Association or Authority.
Where no National Authority or Association subscribes the iQFOiL Executive
may accept entries from that country, direct from individuals, provided the IWA
fee of per competitor is paid by the competitor.

A.4.2

A.5

WORLD SAILING RULES

A.5.1

These class rules shall be read in conjunction with the ERS.

A.5.2

Except where used in headings, when a term is printed in “bold” the definition
in the ERS applies and when a term is printed in “italics” the definition in the
RRS applies.

A.6

CLASS RULES CHANGES

A.6.1

Amendments to these class rules are subject to the approval of World Sailing
in accordance with World Sailing Regulations.

A.7

INTERPRETATION OF CLASS RULES

A.7.1

Interpretation of these class rules shall be made in accordance with WS
Regulations.

A.8

WS PLAQUE

A.8.1

Licensed manufacturers shall pay the plaque fee to WS.

A. 9

SAIL NUMBERS

A.9.1

Sail numbers shall be issued by the body listed in A.4 or its delegates.
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A.2

略語

A.2.1

WS World Sailng ワールドセーリング
MNA WS Member National Authority
iQFOiL iQFOiL Class Association
NCA National Class Association
ERS Equipment Rules of Sailing
RRS Racing Rules of Sailing

WS加盟国内協会
iQFOiLクラス協会
国内クラス協会
セーリング装備規則
セーリング競技規則

A.3
オーソリティーおよび責任
A.3.1 クラスのクラス規則オーソリティーはワールドセーリングであり、これらのクラス規則に関
係するすべての事項で iQFOiL と協同している。
A.3.2 WSまたはiQFOiL のいずれも、これらクラス規則に関するいかなる法的責任またはそこか
ら生じるいかなる賠償を負わない。
A.4
クラスの管理
A.4.1 WSは、クラスの管理機能をiQFOiL クラス協会に、承認権限をiQFOiLテクニカル委員会に
委託する。
A.4.2 国内協会加盟料（出資金）は、国際ウインドサーフィン協会によって毎年公表される規模によ
って決定される。加盟料の支払は、国内協会または団体の唯一の責任である。国内協会ま
たは協会が支払わない場合、IQFOiL実行委員会は、競技者ごとのIWA会員料が競技者に
よって支払われているという条件で、その国、個人から直接エントリーを受付けることができ
る。
A.5
ワールドセーリング規則
A.5.1 これらクラス規則はERS と関連して読みとらなければならない。
A.5.2 タイトルに使用されている部分を除き、用語が“太字”で印字されている場合はERSの定義
を適用し、用語が“イタリック体”で印刷されている場合はRRSの定義を適用する。
A.6
クラス規則の変更
A.6.1 これらクラス規則の修正は、ワールドセーリング規定に従ってワールドセーリングの承認を
条件とする。
A.7
クラス規則の解釈
A.7.1 これらクラス規則の解釈は、ワールドセーリング規定に従って行わなければならない。
A.8
WS銘板
A.8.1 認可された製造者は銘板料をWSに支払わなければならない。
A.9
セール番号
A.9.1 セール番号はA.4に記載された団体またはその代表者によって発行されなければならない。
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Section B – Equipment Eligibility
For a Windsurfer to be eligible for racing, it shall comply with the rules in this section.

B.1

CLASS RULES AND CERTIFICATION

B.1.1

The Windsurfer shall:
(a) have been manufacturerd by Starboard or by other licensed manufacturers
approved by WS (except as otherwise stated in these class rules).
(b) carry a unique WS QR sticker applied by the licensed manufacturer
where required by the class rules. In the event of the loss of a WS QR
sticker, the Windsurfer shall produce a certificate for that equipment
item and have such valid certificate for the event. See RRS 78.2.
Contact technical@iqfoilclass.org
(c) be in compliance with the class rules and have not been modified in any
way other than permited by the class rules

B.2

EVENT INSPECTION

B.2.1
B.2.2

For the purpose of RRS 78, crews are considered to be the owners.
The role of Equipment Inspectors at an event is to verify that equipment
has been produced by a Licensed Manufacturer, complies with this rules, and
has not been subsequently altered (other than as is permitted within these
rules) using whatever inspection methods they deem appropriate, including
comparison with a reference sample of the type of equipment presented for
inspection. Should this comparison reveal deviation greater than the
Equipment Inspector considers being within manufacturing tolerances, the
matter shall be reported to the Race Committee or Event Technical
Committee.
Such occurrences shall be reported to WS and the iQFOiL
Technical Committee.

B.3

EVENT LIMITATION MARKS

B.3.1

If an event uses event limitation marks, these marks shall not be removed
during the event. If the event limitation mark becomes damaged or lost, this
shall be reported to the Event Technical Committee as soon as practical.
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セクションB－装備の有効性
レースで有効となるウインドサーファーは、このセクションの規則に適合しなければならない。
B.1

証明書

B.1.1 ウインドサーファーは次でなければならない
(a)Starboard またはWSによって承認されたその他の認可製造者によって製造されなけれ
ばならない。（これらクラス規則で別に述べている場合を除く）。
(b)クラス規則によって要求される認可製造者により貼り付けられるWS QRステッカーを掲
載しなければならない。WS QRステッカーを紛失した大会においては、ウインドサーファー
はその装備品の証明書を提出しなければならない、また大会のための有効な証明書を所
有しなければならない。RRS78.2参照。問い合わせ technical@iqfoilclass.org。
(c)クラス規則に従い、クラス規則によって許可されている以外のいかなる方法での修正を
行わない。
B.2
B.2.1
B.2.2

大会インスペクション
RS78 については、乗員はオーナーとみなされる。
大会におけるイクイップメント・インスペクターの役割は、装備が認可製造者によって製造さ
れ、（規則内で許可されている以上に）大幅な変更がされていないということを実証するこ
とであり、インスペクションの方法がいかに妥当と考えたとしても、標準またはインスペクシ
ョンのために提供された他の装備のサンプルとの比較を含めた方法を用いなければなら
ない。この比較が、イクイップメント・インスペクターが製造時の許容誤差以内であるとみ
なす以上の偏差を示す場合は、このことを、レース委員会または大会テクニカル委員会に
報告しなければならない。
このような発生はWSおよびiQFOiLテクニカル委員会に報告しなければならない。

B.3

大会限定マーク

B3.1

大会が大会限定マークを使用する場合、マークは大会中剥がしてはならない。大会限定マ
ークを損傷したり紛失した場合、このことをできるだけ早く大会テクニカル委員会に報告し
なければならない。
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PART II – REQUIREMENTS AND LIMITATIONS
The crew and his/her equipment shall comply with the Rules in Part II when racing.
Inspection to check conformity with the rules of Section C is not part of fundamental
measurement.
The rules in Part II are closed class rules. Equipment inspection shall be carried
out in accordance with the ERS except where varied in this Part.

Section C – Conditions for Racing
C.1

GENERAL

C.1.1

RULES
(a) RRS 1.2 is changed as permitted by the rule itself to make the use of
personal flotation devices optional except when required by RRS 40.
When their use is made mandatory, personal flotation devices shall
conform to the minimum standard of ISO 12402-5 (Level 50), or
equivalent. The Notice of Race or Sailing Instructions may change this
rule to prescribe alternative or additional standards.
(b) RRS 43.1(b) is changed as permitted by the rule itself to specify a
clothing and equipment weight as set in C.3.4 and a trapeze harness
weight as set in C.3.3 (i)
(c) RRS Appendix G is changed as permitted by RRS G.5 to set the Sail
Identification requirements as defined in C.10.2

C.2

CREW

C.2.1

LIMITATIONS
(a) The crew shall consist of one person.

C.2.2 MEMBERSHIP
(b) For all National Championships, World Championships, WS World Cup
Series events and Continental Championships the crew shall be member
of his/her NCA. If there is no NCA then the crew must be a member of
the iQFOiL.
C.2.3

DIVISIONS
(a) Gender divisions
(i) Men
(ii) Women
(b) Age divisions
(i) Youth: crews under the age of 19 at 31st December in the year of
competition. The use of Youth division equipment and associated rules
shall apply when the Notice of Race and Sailing Instructions invoke the
Youth division.

C.3

PERSONAL EQUIPMENT

C.3.1

Personal equipment does not have to be produced by a licensed
manufacturer.

C.3.2

MANDATORY
(a) For Use:
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パートII－必要条件および制限
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------乗員およびその装備は、レース中はこのパートの規則に適合しなければならない。セクションCの規
則に適合するかどうかのインスペクションは、基本的メジャーメントの一部ではない。
パート II の規則はクローズド・クラス規則 《クラス規則で明確に認められていないものすべてを禁止
しているクラス規則》 である。装備インスペクションは、このパートで変更されている箇所を除き、
ERS に従って実施されなければならない。
セクションC－レースでの条件

C.1

総則

C.1.1 規則
a) RRS1.2は、規則自体によって許されているため、RRS40によって要求されている場合
を除き、個人用浮揚用具の使用は任意とする、に変更される。
使用が義務となる場合は、個人用浮揚用具はISO 12402-5 (Level 50)の最低標準、また
は同等のものに合致しなければならない。レース公示または帆走指示書は、この規則に
代替または追加標準の指示をする変更ができる。
b) RRS43.1(b)は、規則自体によって許されているため、着衣および装備の重量をC.3.4
で決めているように、トラピーズ・ハーネスの重量をC.3.3(i)決めているように明記する、と
変更される。
c) RRS付則Gは、RRS G.5 によって許されているため、セール識別要件をC.10.2で定義
されているように、決めると変更される。
C.2

乗員

C.2.1 制限
(a) 乗員は1名で構成されなければならない。
C.2.2 会員
すべての国内選手権、世界選手権、 WSワールドカップ・シリーズ大会および大陸選手権
では、乗員はNCAの会員でなければならない。NCA がない場合は、乗員はiQFOiLの会員
でなければならない。
C.2.3 ディヴィジョン
(a) 性別ディヴィジョン
(i) 男（A）
(ii) 女（B）
(b) 年齢ディヴィジョン
(i) ユース（C）－大会の年の12 月31日時点で19歳未満。ユース・ディヴィジョンの装
備の使用および関連する規則は、レース公示および帆走指示書でユース・ディヴィ
ジョンを行使する場合は、適用しなければならない。

C.3

個人用装備品

C.3.1 個人用装備品は、認可製造者によって製造されなくてもよい。
C.3.2 義務
(a)義務
iQFOiL Provisional Class Rules
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(i)

(ii)
(iii)
C.3.3

The crew shall wear a helmet that shall be to the minimum
standard EN1385, EN1077, EN 966, ASTM 2040, Snell S98 or
equivalent, with a brightly coloured region of at least 300
square centimeters of the exterior surface that can be seen
from above the water with crew lying face down or face up. The
Notice of Race or Sailing Instructions may change this rule to
prescribe alternative or additional standards.
The crew shall carry a whistle
The crew shall wear an impact vest which may also act
as personal flotation device in accordance with C.1.1(a)

OPTIONAL
In addition to food and personal effects to keep warm and/or dry, and/or to
protect the body, the crew may wear the following:
(i)
a harness with a maximum permitted weight of 4kg.
(ii)
a personal flotation device.
(iii)
additional body protection gear.
(iv)
a drinking container in compliance with RRS Appendix B, B4.43.
(v)
an electronic or mechanical timing device.
(vi)
a heart rate monitoring device

C.3.4

TOTAL WEIGHT
The total weight of clothing and worn equipment including the harness but
excluding the drinking container, shall not exceed 9kg when weight in
accordance with RRS Appendix H.

C.4

PORTABLE EQUIPMENT

C.4.1 Portable equipment does not have to be produced by a licensed
manufacturer.
C.4.2

OPTIONAL
For the avoidance of doubt, when items listed here are worn or carried by the
crew they shall be included for weighing under C.3.4.
(a) For Use:
(i)
spare angle spacers, torque keys and spare hull appendage
fittings.
(ii)
Timing devices.
(iii)
Recording equipment, tracking devices and associated
attachments, when permitted by the Notice of Race or Sailing
Instructions. The Notice of Race or Sailing Instructions may
make its use mandatory when supplied. These items shall not be
permanently fixed to the windsurfer.
(b) Not for Use:
(i)
A towrope of minimum length 5m may be carried by the crew.
The Notice of Race or Sailing Instruction may change this rule or
make its use mandatory.

iQFOiL Provisional Class Rules
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(i)

(ii)
(iii)

競技者は最低標準 EN1385, EN1077, EN 966, ASTM 2040, Snell S98 または同
等であるヘルメットを着用しなければならない、また 乗員が顔を上向きまたはうつ伏
せで水面上に見えることができる外部表面が少なくとも300平方センチの明るく色付
けされた部分がなければならない。レース公示または帆走指示書は、この規則に代
替または追加標準の指示をする変更ができる。
乗員は笛を持っていなければならない。
乗員はインパクト・ヴェストを着用しなければならない、ヴェストはC.1.1(a)に従う個
人用浮揚用具として代行することもできる。

C.3.3 任意
食べ物および保温および/または乾燥を保ち、また身体を保護するための個人用の所持品、
に加え、乗員は下記を携行することができる：
(i)
ハーネス、最大許容重量4kg。
(ii)
個人用浮揚用具
(iii) 追加の身体保護ギアー
(iv) RRS 付則B B4.43に従う飲料を入れるための容器
(v)
電子式または機械式の時間調整装置
(vi) 心拍数記録装置（A heart rate monitor device）
C.3.4 総重量
衣類および携行する装備は、ハーネスは含め飲料用容器を除き、RRS 付則H に従って計
量された場合、6kg を超えてはならない。

C.4

携行用装備品

C.4.1 携行用装備品は、認可製造者によって製造されなくてもよい。
C.4.2 任意
疑いを避けるために、ここの列挙された品目が乗員によって着用または搭載される場合、こ
れらはC.3.4に従う重量として含めなければならない。
(a) 義務
(i)
予備のアングル・スペーサー、トルク・キイ＜レンチ＞および予備の艇体付加物
艤装品。
(ii)
時間調整装置。
(iii)
レース公示または帆走指示書で許可された場合、記録装備、トラッキング機器
および関連付属品。レース公示または帆走指示書は、それらが提供される場合、
その使用を義務付けることができる。これらの品目はウインドサーファーに永久
的に取り付けてはならない。
(b) 任意
(i)
最短5mのタウロープ＜曳航ロープ＞を乗員によって搭載してもよい。レース公
示または帆走指示書は、この規則を変更、またはその使用を義務付けることが
できる。
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C.5

ADVERTISING

C.5.1

LIMITATIONS
Advertising shall only be displayed in accordance with WS Advertising Code.
(See WS Regulation 20).

C.6

WINDSURFER

C.6.1 REPAIR
(a) All repairs require written approval unless stated otherwise in these rules.
(b) Approval may only be granted by the iQFOiL Technical Committee:
technical@iqfoilclass.org
(c) Permission to undertake a repair during an event may be granted by the
Event Technical Committee. The required written approval by the iQFOiL
Technical Committee may be granted after the event.
(d) Repairs shall not be used to reinforce an existing part and shall not alter the
essential shape, characteristics and function of the original equipment.

C.6.2

LIMITATIONS
(a) No more than 1 hull, 1 sail, 1 mast, 1 boom, 1 fin and 1 foil system with
two fuselages (one of each type), may be registered for an event. When
lost or accidentally damaged beyond repair, a replacement may be used if
approved by the Event Technical Committee.
(b) The use of either a fin or foil system shall be governed by the Notice of
Race or Sailing Instruction.
(c) Replacements to equipment and its parts during an event shall only be
made with the approval of the Event Technical Committee unless
otherwise permitted in the class rules.

C.7

HULL

C.7.1

MODIFICATIONS
(a) A maximum of eight and a minimum of four foot straps shall be fitted to
the existing inserts.
(b) Foot straps may be removed, replaced or added during an event without
approval while in compliance with C.7.1(a). Replacements or additions
must be of the original type or the Drake Slick foot straps.
(c) The hull box (where the hull appendages are fitted) lateral sides (port
and starboard) may be shimmed with removable materials which shall not
protrude in height the depth of the box.
(d) The hull box top may be shimmed (between the foil mast and the hull) with
removable materials which shall not be greater than 3mm in thickness.

C.7.2

MANTAINENCE
(a) Cleaning of the hull permitted.

C.7.3 REPAIR

iQFOiL Provisional Class Rules
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C.5

広告

C.5.1 制限
広告はWS広告規定に従ってのみ表示されなければならない（WS規定20参照）。
(http://www.sailing.org/documents/isaf-regulations.php)

C.6

ウインドサーファー

C.6.1 修理
(a)すべての修理<Repair>は、この規則で別に述べられている場合を除き、書面による承
認が要求される。
(b)承認は、iQFOiLテクニカル委員会によってのみ認めることができる。
technical@iqfoilclass.org
(c)大会中に修理に着手するときの許可は、大会テクニカル委員会によって認めることがで
きる。iQFOiLテクニカル委員会によって要求されている書面による承認は、大会後に認め
ることができる。
(d)修理は、実在する部分を補強するために使ってはならない、また本来の装備の基本的な
形状、特性または機能を改変してはならない。

C.6.2 制限
(a)2つの胴体（各タイプを1つ<95 115>）とともに、1つの艇体、1つのセール、1つのマスト、
1つのブーム、1つのフィン、1つのフォイル・システムを、大会に登録することができる。
紛失するか偶然に修理不能な損傷を被った場合、交換品は、大会テクニカル委員会によっ
て承認された場合、使用することができる。
(b)フィンまたはフォイル・システムのいずれかの使用は、レース公示または帆走指示書に
よって決めなければならない。
(c)大会中の装備およびその部品の交換は、クラス規則で別に許可されている場合を除き、
大会テクニカル委員会の承認を得てのみ行うことができる。

C.7

艇体

C.7.1 修正
(a)最大8本、最小4本のフット・ストラップを、差込口に装着しなければならない。
(b)フット・ストラップは、C.7.1(a)従う限りは、承認なしに、大会中に取り外し、交換または
追加することができる。交換品または追加品は、本来の型またはDrake Slick フット・ストラ
ップでなければならない。
(c)艇体ボックス（そこに艇体付加物＜フィンまたはフォイル＞が固定される）の側面（ポー
ト側とスターボード川）には、取り外しのできる材料で詰め物を入れふさぐことができる、詰
め物はボックスの深さより高く突き出てはならない。
(d) 艇体ボックスの上部は、取り外しのできる材料の詰め物を（フォイル・マストと艇体の間
に）入れてふさぐことができる、詰め物は厚さ3mmを超えてはならない。
C.7.2 保守
(a)艇体の清掃＜クリーニング＞は許可される。
C.7.3 修理
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(a) Repairs to the hull require approval as described in C.6.1 with the
following exceptions:
(i) filling and blending of chips, gouges and splits smaller than 200mm
in length may be carried without approval other than those in the
hull box which require approval as described in C.6.1.

C.7.4 HULL WEIGHT
(a) The weight of the hull in dry condition with no foot straps shall be a
minimum of 11.10kg for the Men and Women division and XX (t.b.c) for
the Youth division.
(b) The weight of the hull in wet condition with four foot straps and its fittings
shall me a minimum of 11.65kg for the Men and Women division and YY
(t.b.c) for the Youth division. For the purpose of checking this rule, the
measurement shall be taken after being placed in the water unaided to
float for 30 seconds on each side and after left standing vertically on its
aft end for a minimum of 10 minutes.

C.7.5 CORRECTOR WEIGHTS
(a) When the hull weight is less than the minimum required, corrector
weights of lead shall be fastened to a location to be determined by the
Event Technical Committee.
(b) The total weight of corrector weight shall not exceed 200g.
(c) Corrector weights installed by licensed manufacturers shall not be
removed.

C.8

HULL APPENDAGES

C.8.1

MODIFICATIONS
(a) The forward and aft side of the fin top and foil mast top, along the depth
that fits into the hull box may be sanded.
(b) The foil system fittings (bolts and washers) may be replaced by any
fittings of the same size with the following exception:
i) The angle spacers screws may be replaced by other screws of
different length.
(c) When using a foil system, the crew may replace the fuselage for the
remaining registered fuselage. The Notice of Race or Sailing instructions
may change this rule to define how the changes shall be managed.
(d) When using a foil system, the crew may replace the angle spacers for
any of the original angle spacers listed in E.1.1(d)(v).
(e) The plastic cap covering the foil mast that goes in the fuselage may be
trimmed flush with the fuselage and sanded in its bottom side for the
purpose of aligning lateral foil mast and fuselage holes.

C.8.2 MAINTENANCE
(a) Maintenance of appendages is permitted with the following exceptions:
(i) Coating is not permitted as part of maintenance.
(ii) Sanding as part of maintenance is only permitted on the paint layers
and shall not reach the internal carbon fibres.
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(a) 艇体の修理<Repair>は、次の例外を除き、C.6.1に述べている承認が要求される。
(i) 長さ200mmより小さい小片とか、丸のみで彫った穴とか割れ目を、充填し混ざ
り合わすことは、C.6.1に述べている承認を要する艇体ボックスの中のもの以外
は、承認なしに行うことができる。
C.7.4 艇体重量
(a) 乾燥した状態での艇体の重量は、ストラップなしで、男子および女子ディヴィジョンは最
低11.10kg、ユース・ディヴィジョンはXX(t.b.c)でなければならない：
(b)濡れた状態での艇体の重量は、4本のストラップとその固定用具を含め、男子および女
子ディヴィジョンは最低11.65kg、ユース・ディヴィジョンはYY(t.b.c)でなければならない。こ
の規則のチェックの目的として、計測は各面を30秒間手を副えずに水中に置いた後で、最
低10 分間艇の後端を垂直に立てたままにした後、計量しなければならない。
C.7.5 補正重量
(a)艇体重量が要求される最低値より少ない場合、鉛の補正重量を大会テクニカル委員会
によって決定された場所にしっかりと固定しなければならない。。
(b)補正重量の合計重量は、200gを超えてはならない。
(c)認可製造者によって装着された補正重量は、取り外してはならない。

C.8

艇体付加物

C.8.1 修正
(a)フィン・トップ＜頂部＞とフォイル・マスト・トップ＜頂部＞の前面および後面は、艇体ボッ
クスに入る深さだけ、研磨＜Sanding>してもよい。
(b)フォイル・システム艤装品（ボルトおよびワッシャー）は、次の例外を除き、同じサイズの
艤装品に交換してもよい。
(i)アングル・スペーサー・ねじは、異なる長さの他のねじと交換してもよい。
(c)フォイル・システムを使用する場合、乗員は、登録された時点での胴体<fuselage>を、
胴体に交換できる。レース公示または帆走指示書は、この変更がどのように管理されねば
ならないかを定義するため、この規則を変更することができる。
(d) フォイル・システムを使用する場合、乗員は、E1.1(d)(v) に記載された本来のアング
ル・スペーサーを、アングル・スペーサーに交換できる。
(e)胴体に入るフォイル・マストをカバーするプラスチックのキャップは、胴体と同じ高さに削
ってもよく、フォイル・マストと胴体の穴を側面で一直線に合わせる目的で、底面側を研磨し
てもよい。
C.8.2 保守
(a)付加物の保守<Maintenance>は、次の例外を除き、許可される。
(i) 塗装<Coating>は保守の一部としては許可されない。
(ii) 保守の一部としての研磨<Sanding>は、印刷上層部のみが許可され、内部のカ
ーボン繊維に到達してはならない。
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C.8.3 REPAIR
(a) Repairs to the appendages require approval as described in C.6.1,
except filling and blending of small voids (chips and gouges) smaller than
10mm x 10mm which may be carried out without approval.

C.9

RIG

C.9.1 MODIFICATIONS
(a) Ropes may be replaced by any type of ropes.
(b) Any adjustable downhaul system having not more than an 8:1
mechanical advantage may be attached to the tail of the licensed
manufacturer’s downhaul unit.
(c) A second removable outhaul hook from the licensed manufacturer type
may be added to the clew.
(d) Any adjustable outhaul system may be used. The system may use any
number of blocks, ropes or pulley systems.
(e) Any uphaul may be fitted.
(f) Any harness lines may be used.
(g) Tape may be used in the boom to mark locations.
(h) The mast spigot may be shimmed with tape.
(f) The mast extension may be shimmed with tape.
(i) Rivets may be replaced without approval with screws or bolts with optional
nuts but shall be fitted into the original inserts that shall not be modified.
(j) A ‘deviator’ (board nose protector) may be added to the mast base for the
Youth Division. The Notice of Race or Sailing Instructions may change
this rule to allow its use in the Men and Women division.
C.9.2

MAINTENANCE
(a) Cleaning and lubricating of spars is permitted.

C.9.3 REPAIR
(a)

C.10

Repairs to the mast and boom carbon components require approval as
described in C.6.1. Repairs of other rig components may be carried
without approval.

SAILS

C.10.1 MODIFICATIONS, MAINTENANCE AND REPAIR
(a)

Repair of sails shall not affect the shape, characteristics, function and
look of the original and may be carried out without approval with the
following exception:
(i) During an event, repairs of sails require the approval of the Event
Technical Committee.

(b)

Transparent tape may be placed on the sail adjacent to the boom.

(c)

Camber inducers may be lubricated.

(d)

Cleaning is permitted.
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C.8.3 修理
(a)艇体付加物の修理<repair>lは、C.6.1に述べている承認が要求される、ただし、10mm
X 10mmより小さな欠け（小片とか丸のみで彫った穴）を充填し、混ざり合わすのは、承認な
しに行うことができる。

C.9

リグ

C.9.1 修正
(a) ロープは、どのようなタイプのロープにも交換できる。
(b) 8対1以下の力学的なアドバンテージを持つダウンホール調整システムを、認可製造
者のダウンホール装置の端に付けることができる。
(c) 認可製造者の型の2つ目の取り外し可能なアウトホール・フックを、クリューに追加す
ることができる。
(d) どのようなアウトホール調整システムを使用できる。システムはどのような数のブロッ
ク、ロープおよび滑車システムを使用できる。
(e) どのようなアップホールでも装着できる。
(f) どのようなハーネス・ラインも使用できる。
(g) テープを、場所をマークするために、ブームに使用できる。
(h) マスト差込口は、テープでふさぐことができる。
(i) リベット＜鋲＞は、承認なしに、任意のナットでねじとボルトに交換できるが、修正して
はならない本来の挿入物に装着しなければならない。
(j) 「deviator」（ボード・ノーズ保護材）を、ユース・ディヴィジョンのマスト基部<base>に追
加できる。レース公示および帆走指示書は、この規則を男子および女子ディヴィジョン
での使用を許可するように変更できる。
C.9.2 保守
スパーの清掃<Cleaning>および潤滑<Lubricating>は許可される。
C.9.3 修理
(a)マストおよびブームのカーボン成分の修理<Repair>は、C.6.1に述べている承認が要
求される。その他のリグの成分の修理は、承認なしに行うことができる。

C.10

セール

C.10.1 修正、保守および修理
(a)セールの修理<Repair>は、本来の形状、特性、機能および外観に影響を及ぼしてはな
らない、また次の例外を除き、承認なしに行うことができる。
(i)大会中、セールの修理は大会テクニカル委員会の承認が要求される。
(b)透明テープをブームに接するセール上に貼ることができる。
(c) キャンバー・インデューサー＜ローラー・カム＞は、潤滑油<lubricate>を使用できる。
(d) 清掃<Cleaning>は許可される。
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(e)

Battens and camber inducer spacers may be replaced. Such
replacements shall be made on a ‘like for like’ basis using
fittings supplied by the licensed manufacturer.

(f)

Batten tubes may be shortened at the outer end.

C.10.2 SAIL IDENTIFICATION
(a)

At World Championships, WS World Cup Series events and
Continental Championships, when this rule is invoked by the Notice of
Race or Sailing Instruction, the sail shall carry a number issued
annually by the Class (“Identification disc)”. The display shall comply
with the details included in Section H.

(b)

The sail shall carry the National Letters and Sail Numbers as specified
in Section H of the class rules. When rule C.10.2(a) is invoked, the
Notice of Race or Sailing Instruction may change this rule to not apply
or to make the use of National Letters and Sail Numbers optional.

(c)

For all National Championships, World Championships, WS World Cup
Series events and Continental Championships the sails shall display
the competitor national flag and class insignia. The display shall comply
with the details included in Section H of the class rules.

(d)

The display of the competitor name and class division is permitted
and required when invoked by the Notice of Race or Sailing
instruction and shall comply with the details included in Section H of
the class rules.

Section D – Hull
D.1

GENERAL

D.1.1

All parts of the Hull and its associated fittings are to be produced by licensed
manufacturers unless specified otherwise in C.7.1.
PARTS
(a) iQFOiL 95 Carbon Reflex hull for the Men and Women division, or;
(b) iQFOiL 85 Starlite Carbon hull for the Youth division.
(c) Its associated fittings:
a. mast track
b. fin/foil box
c. foot straps
d. foot strap fittings

D.2

IDENTIFICATION
(a)
(b)

The hull shall carry a manufacturers serial number and have a unique
WS QR sticker applied by the licensed manufacturer.
Hulls shall display the official WS logo as applied by the manufacturer.

D.3MATERIALS, CONSTRUCTION AND DIMENSIONS
(a)

The hull shall comply with the iQFOiL technical specifications
as approved by WS.
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(e)バテンおよびキャンバー・インデューサーは交換することができる。交換品は認可製造
者によって供給される艤装品に使われている「同じ」基準で製造されなければならない。
(f) バテン・チューブは、アウター・エンドで長さを短くすることができる。
C.10.2 セールの識別
(a)世界選手権、ワールドカップ・シリーズ大会および大陸選手権において、この規則がレー
ス公示または帆走指示書によって行使される場合、セールにはこのクラス（「識別ディスク」）
によって毎年発行される番号を搭載しなければならない。表示は、H節に含まれる項目に適
合しなければならない。
(b)セールは、クラス規則のH節に明記された、国を示す文字とセール番号を搭載しなけれ
ばならない。規則C.10.2(a)が行使される場合、 レース公示または帆走指示書は、この規則
を適用しないか、国を示す文字とセール番号の使用を任意とするよう変更できる。
(c)すべての国内選手権、世界選手権、ワールドカップ・シリーズ大会および大陸選手権に
おいて、セールは競技者の国旗およびクラスを表す印を表示しなければならない。表示はク
ラス規則のH節に含まれる項目に適合しなければならない。
(d)競技者の名前およびクラス・ディヴィジョンの表示が許可され、レース公示または帆走指
示書によって行使される場合は要求される、そしてクラス規則のH節に含まれる項目に適合
しなければならない。

セクションD－艇体
D.1

総則
艇体のすべての部品およびそれと関連する艤装品は、C.7.1で別に明記されていない限り、
認可製造者によって製造されなければならない。

D.1.1 部品
(a)iQFOiL 95 Carbon Reflex hull, 男子および女子ディヴィジョン用、または;
(b)iQFOiL 85 Starlite Carbon hull, ユース・ディヴィジョン用。
(c) それと関連する艤装品：
a.マスト・トラック
b.フィン/フォイル・ボックス
c.フット・ストラップ
d.フット・ストラップ艤装品
D.2

識別
(a)艇体は、製造者のシリアル番号を付けていなければならない、認可製造者によって割
り当てられる特有のWS QR ステッカーを保有する。
(b)艇体は、製造者によって割り当てられた公式のWSロゴを表示しなければならない。

D.3

材質、構造および寸法
(a)艇体は、WSによって承認されたiQFOiL テクニカル設計書に適合しなければならない。
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Section E – Hull Appendages
E.1

GENERAL

E.1.1

All parts of the hull appendages and its associated fittings are to be
produced by licensed manufacturers unless specified otherwise in C.8.1.
PARTS
(a) 68 cm fin for the Men division
(b) 66 cm fin for the Women division
(c) 56 cm fin for the Youth division
(d) carbon foil for the Men and Women division and aluminium foil for the
Youth division, each including:

E.2

i.

foil mast 95cm

ii.

front wing 900

iii.

tail wing 255 (-2 degrees)

iv.

one of the two fuselages (95 plus or 115 plus)

v.

one of the six angle spacers (-2, -1.5, -1, -0.5, 0, +1).

vi.

associated fittings.

IDENTIFICATION
(a) The fin, foil mast, front wing, tail wing and fuselage shall carry a unique
WS QR sticker issued by the manufacturer.

E.3

MATERIALS, CONSTRUCTION AND DIMENSIONS
(a)

Hull Appendages shall comply with the iQFOiL technical
specifications as approved by WS.

Section F – Rig
F.1

GENERAL

F.1.1

All parts of the Rig and its associated fittings are to be produced by licensed
manufacturers unless specified otherwise in C.9.1.
PARTS

(a) 490 Mast for the Youth and Women division
(b) 530 Mast for the Men division
(c) 210 – 250 Carbon Race Boom for the Men and Women division
(d) 186- 236 Aluminium Race Boom for the Youth division
(e) 36cm extension for all divisions
(f) Mast base and associated fittings
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セクションE－艇体付加物
E.1

総則
艇体付加物のすべての部品およびそれと関連する艤装品は、C.8.1で別に明記されていな
い限り、認可製造者によって製造されなければならない。

E1.1

部品
(a)68 cm フィン、男子ディヴィジョン用
(b)66 cm フィン、女子ディヴィジョン用
(c)56 cm フィン、ユース・ディヴィジョン用
(d)カーボン・フォイル、男子および女子ディヴィジョン用およびアルミニウム・フォイル、ユー
ス・ディヴィジョン用、各々は下記を含む:
i.
フォイル・マスト 95cm
ii.
フロント・ウイング 900
iii.
テイル・ウイング 255 (-2 度)
iv.
2つの胴体を各1つ (95 plus または 115 plus)
v.
6つのアングル・スペーサーを各1つ (-2, -1.5, -1, -0.5, 0, +1).
vi.
関連する艤装品

E.2

識別
(a)フィン、フォイル・マスト、フロント・ウイング、テイル・ウイングおよび胴体は、製造者によ
って交付される特有のWS QR ステッカーを搭載しなければならない。

E.3

材質、構造および寸法
(a)艇体付加物は、WSによって承認されたiQFOiL テクニカル設計書に適合しなければな
らない。

セクションF－リグ
F.1

総則
リグのすべての部品およびそれと関連する艤装品は、C.9.1で別に明記されていない限り、
認可製造者によって製造されなければならない。

F.1.1 部品
(a)490 マスト、ユースおよび女子ディヴィジョン用
(b)530 マスト、男子ディヴィジョン用
(c)210 – 250 カーボン・レース・ブーム、男子および女子ディヴィジョン用
(d)186- 236 アルミニウム・レース・ブーム、ユース・ディヴィジョン用
(e)36cm エクステンション、すべてのディヴィジョン用
(f)マスト基部および関連する艤装品
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F.2

IDENTIFICATION
(a)

The mast and the boom shall carry a unique WS QR sticker issued by
the manufacturer.

F. 3

MATERIALS, CONSTRUCTION AND DIMENSIONS
Mast and Boom shall comply with the iQFOiL technical specifications as
approved by WS.

Section G – Sail
G.1

GENERAL
All parts of the Sail and its associated fittings are to be produced by licensed
manufacturers unless specified otherwise in C.10.1.

G.1.1 PARTS

G.2

(a)

9.0 m2 sail for the Men division.

(b)

8.0 m2 sail for the Women and Youth Division.

(a)

Battens and tensioners

(b)

Camber Inducers

(c)

Spacers

IDENTIFICATION
(a) Sails shall carry a unique WS QR sticker in the tack applied by the
manufacturer.
(b) The battens shall have an identification sticker applied by the licensed
manufacturer.

G.3

MATERIALS, CONSTRUCTION and DIMENSIONS
The sail and battens shall comply with the iQFOiL technical specifications as
approved by World Sailing.
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F.2

識別
(a)マストおよびブームは、製造者によって交付される特有のWS QR ステッカーを搭載し
なければならない。

F.3

材質、構造および寸法
(a) マストおよびブームは、WSによって承認されたiQFOiLテクニカル設計書に適合しなけ
ればならない。

セクションG－セール
G.1

総則
セールのすべての部品およびそれと関連する艤装品は、C.10.1で別に明記されていない限
り、認可製造者によって製造されなければならない。

G.1.1 部品
(a)9.0 m2 セール 、男子ディヴィジョン用.
(b)8.0 m2 セール 、女子およびユース・ディヴィジョン用.
(c)バテンおよびテンショナー
(d)キャンパー・インデューサー＜反り誘導材＞
(e)スペーサー
G.2

識別
(a)セールは、製造者によって割り当てられる特有のWS QR ステッカーを、タックに搭載し
なければならない。
(b)バテンは、許可製造者によって割り当てられる識別ステッカーを付けていなければならな
い。

G.3

材質、構造および寸法
(a)セールおよびバテンは、ワールドセーリングによって承認されたiQFOiL テクニカル設計
書に適合しなければならない。
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PART III – APENDICES
The rules in Part III are closed class rules. Measurements shall be carried out in
accordance with the ERS except where varied in this Part.

SECTION H: SAIL IDENTIFICATION
H.1

GENERAL

Stickers shall be placed back to back on both sides of the sail. Characters shall be of
font type ‘Eurostile Heavy Italic’ in white over a black background.
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パートIII－付則
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------パート III の規則はクローズド・クラス規則 《クラス規則で明確に認められていないものすべてを禁
止しているクラス規則》 である。計測は、このパートで変更されている箇所を除き、ERS に従って行
われなければならない。

セクションH:セールの識別
H.1
総則
ステッカーはセールの両面に背中合わせに貼らなければならない。文字は、黒地上に白字で、フォ
ント・タイプ「ユーロスタイル・ヘビー・イタリック」でなければならない。、
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H.2

NATIONAL LETTERS AND SAIL NUMBER
(a) National letters and sail numbers stickers do not require to be produced
by licensed manufacturers.
(b) Shall comply with the following specifications (see previous image)

H.3

CLASS INSIGNIA
(a) The class insignia shall be produced by a licensed manufacturer.
(b) The Men division shall carry the Dark red insignia. The Youth and
Women division shall carry the white insignia.
(c) Shall comply with the following specifications (see previous image):
a. i = t.b.c, j = t.b.c, k = t.b.c

H.4

NATIONAL FLAG
(a) National flags do not require to be produced by licensed manufacturers.
(b) Stickers shall be placed back to back on both sides and cover the full patch
area and complying with the following specifications: (see previous image)
a. l = t.b.c, m = t.b.c, n = t.b.c, o = t.b.c, p = t.b.c
The sticker shall cover the area between battens two and three.
Any gap to surrounding seams and tabling shall not be more than
20mm.
b. The Flag design shall comply with the competitors National Olympic
Committee flag. An alternative design may be used with approval of
the competitors MNA.

H.5

COMPETITORS NAME
(a) The Competitors Name stickers do not require to be produced by
licensed manufacturers.
(b) Shall comply with the following specifications (see previous image):
i.
Shall read either the first and last name or first name initial and last
name.
ii.
Length (L’) varies with different name combinations not bigger than
1.2m and a Height (H’) of 130mm (+- 5mm) resulting from a font
height size of 100mm and 15mm above and below to the sticker
edge.
iii.
If a national flag is included, it shall be displayed within the sticker
boundaries in front of the name.

Effective: 10/07/2020 – Provisional Class Rules
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H.2

国を示す文字とセール番号
(a)国を示す文字とセール番号は、認可製造者によって製造されることを要求されない。
(b)次の設計書に適合しなければならない。（前図参照）：

計測
190mm(+-5mm)
20mm(+-2mm)
n/a
n/a
n/a
n/a

r
c

定義
フォントサイズ 高さ
文字からステッカーの端までの距離
ステッカーの高さ。フォントの高さと上辺と底辺の距離との計算結果
国を表す文字とセール番号間の距離。“スペース”文字の幅は初期値どおり
文字間の距離は一様ではない。文字間のフォントの距離は初期値どおり
ステッカーの長さ。国を表す文字とセール番号のそれぞれの組合わせで一様で
ない
角の最大半径
ステッカーの後端からリーチのテーブリングまでの最大距離

e

ステッカーの底辺の端からバテンのフラッター・パッチまでの最少距離

10mm

f
d
H
a
b
L

H.3

20mm
5mm

クラスを示す印
(a)クラスを示す印は、認可製造者によって製造されなければならない。
(b)男子ディヴィジョンは、ダーク・レッドの印を搭載しなければならない。ユースおよび女子
ディヴィジョンは、白色の印を搭載しなければならない。
(c)次の設計書に適合しなければならない（前図参照）：
a. i = t.b.c, j = t.b.c, k = t.b.c

H.4

国旗
(a)国旗は、認可製造者によって製造されることを要求されない。
(b)ステッカーは、両面に背中合わせに貼り、フル・パッチ・エリアをカバーし、次の設計書に
適合しなければならない：（前図参照）
a. l = t.b.c, m = t.b.c, n = t.b.c, o = t.b.c, p = t.b.c
ステッカーは、バテンの2と3の間のエリアをカバーしなければならない。
シームとテーブリングの廻りのギャップは20mmを超えてはならない。
b.国旗のデザインは、競技者のナショナル・オリンピック委員会の旗に適合しなけれ
ばならない。代替のデザインは、競技者のMNAの承認で使用することができる。

H.5

競技者の名前
(a)競技者名のステッカーは、認可製造者によって製造されることを要求されない。
(b)次の設計書に適合しなければならない：（前図参照）：
(i)姓と名、または名の頭文字と姓のいずれかを表さなければならない。
(ii)長さ(L‘)は、それぞれの名前の組合わせで一様でなく、1.2mを超えない、高さ(H
‘)は、フォントの高さのサイズ100mmと、ステッカーの端の上辺および底辺の合計
として130mm (+-5 mm)。
(iii)国旗を含める場合、名前の前に、ステッカーの境界内に表示しなければならない。

発効日: 10/07/2020 – Provisional Class Rules ＜暫定クラス規則＞
このクラス規則は、国際 iQFOiL クラス協会発行の CLASS RULES を、我が国の iQFOiL サーファ
ーおよび関係する団体のために、日本ウインドサーフィン協会(JWA)が翻訳したものである。
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