
 

 

 

  Information #3  

Measurement sticker affixing instructions 

（計測ステッカー貼り付け要領） 

 

配布されるステッカーは以下のフォーマットである。 

０AA －0XX  

0AA は各艇ごとの識別番号、0XX は装備毎の指定番号 01～10（下表参照）の 10 枚 

装備毎に貼り付ける各番号は各艇種ごとに必ず以下の通りに貼り付けること。 

 

＊420 クラス 

ステッカー番号 装備 貼り付け場所 

01 艇体 トランサムの左舷側上部 

02 センターボード センターボード最上部でセンターラインに沿って 

03 ラダー ラダーボード最上部でセンターラインに沿って 

04 マスト ポートサイドグースネック金物付近 

05 ブーム ポートサード前端(シュラウドに当たらない事） 

06 スピンポール 中央アイストラップの反対側 

07 メインセール ポートサイドウインドウの前端 

08 ジブセール ポートサイドウインドウの後端 

09 予備   

10 予備   

 

*OP クラス 

ステッカー番号 装備 貼り付け場所 

01 艇体 トランサムの左舷側上部 

02 ダガーボード 最上部でセンターラインに沿って 

03 ラダー ラダーボード最上部でセンターラインに沿って 

04 マスト ポートサイドグースネック金物付近 

05 ブーム ポートサイド前端 

06 スプリット スプリット前端でマストに擦れない位置 

07 メインセール ポートサイドウインドウの前端 

08 予備  

09 予備   

10 予備   

 

計測ステッカーサンプル↓ 

 



 

貼り付け上の注意 

１．貼り付ける場所の汚れを十分落とし、アセトン、シンナー等で脱脂する。  

２．ステッカーは貼り直しがきかないので慎重に場所を決めること。 

３．予備のステッカーは各自保管し、はがれた場合、装備の交換の場合等に使用する事。 

４．万が一ステッカーが不足の場合は大会役員に申し出ること。 

 

 

The stickers are in the following format. 

０AA －0XX  

0AA is the identification number for each boat, 0XX is the designated number 01 to 10 for 

each equipment (see table below) 10 sheets 

Each number attached to each piece of equipment must be attached as follows for each class. 

 

＊420 

Sticker No. Equipment Paste position 

01 Hullt Upper port side of transom 

02 Centerboard 
Along the centerline at the top of the 

centerboard 

03 Rudder Along the center line at the top of the rudder 

04 Mast Near port side gooseneck hardware 

05 Boom Port side front end (do not cover the shroud) 

06 Spinnaker Pole Opposite side of central eye strap 

07 Mainsail Front end of port side window 

08 Jib Rear end of port side window 

09 Reserve   

10 Reserve   

 

*OP 

Sticker No. Equipment Paste position 

01 Hull Upper port side of transom 

02 Daggerboard 
Along the center line at the top (see 

diagram below) 

03 Rudder 
Along the center line at the top of the 

rudder 

04 Mast Near port side gooseneck hardware 

05 Boom Front end of port side 

Measurement Sticker Sample↓ 

 



 

06 Sprit 
Front end of the split does not rub 

against the mast 

07 Mainsail Front end of port side window 

08 Reserve  

09 Reserve   

10 Reserve   

 

Notes on pasting 

１．Remove dirt from the place to be pasted, and degrease with acetone, thinner, etc.  

２．The stickers cannot be reapplied, so choose the location carefully. 

３．Keep spare stickers on your own, and use them when replacing equipment if they come 

off.４．If stickers are missing, please notify the Organizing Authority. 
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