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セクション2 
 
300 クロスカントリースキーおよびバイアスロン競技規則 

 
300.1 IPCNS公認競技会は、以下のIPCNS発行物に従って運営される。IPC理事会によっ

て承認されたIPCハンドブック、IPCノルディックスキー規則の第1セクション

（200条台）、第2セクション（300条台）、ホモロゲーションガイドライン、

ジュリーガイドライン、IPCノルディックスキー分類規則および規定、IPCNSポ

イント規則、IPCNSワールドカップ規則。 

 

A. 組織 
 
301 組織委員会（OC） 

 
301.1 国際競技会については、OCが任命されなければならない。OCは、NPC（各国パラ

リンピック委員会）、国内協会、または認定組織によって任命されたメンバー

で構成される。OCは、主催者の権利、職務、および義務を管理する。210条を参

照。 
 
302 競技役員 

 
302.1 競技役員の任命 

 
302.1.1 IPCNSによって任命される役員は、次のとおりである。 

 
 パラリンピック冬季大会（PWG）と世界選手権（WCH）：技術代表（TD）、技

術代表補佐2名（Ass TD）、IPCNSレースディレクター（RD）、およびジュ

リーメンバー1名。計時およびリザルト担当国際レフェリー、バイアスロン

担当国際レフェリー1名以上、ビデオ管理者、用具管理者、スタート/フィ

ニッシュレフェリー、およびクラス分け委員は、必要に応じてIPCノル

ディックSTCによって任命される。 

 ワールドカップ（WC）においては、IPCNS TD、計時およびリザルト担当国際

レフェリー（IR計時およびリザルト）、バイアスロン担当国際レフェリー

（IRバイアスロン）、およびIPCNSクラス分け委員が、IPCノルディックSTC

によって任命される。 

 IPCNS認定の地域競技会においては、NSAはIPCNS STCと協力してTDを任命す

る。 
 
302.1.2 NSAによって任命される役員は、次のとおりである。 

 
 WC競技会：国内TD補佐 

 
302.1.3 組織委員会によって任命されるメンバー 
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302.1.3.1 主催者は、その他すべてのメンバーを任命する。すべてのパラリンピック冬季

大会（PWG）と世界スキー選手権（WCH）については、以下の主要技術役員をIPC

NSに提出して承認を受けなければならない。 
 

  競技主任 

  競技主任補佐 競技主任 

 レースセクレタリー 

 コース主任 

 スタジアム主任 

  計時およびリザルト主任 

 レンジ主任（BT） 
 
302.1.3.2 OC議長またはその補佐は、一般大衆に対してOCを代表し、OC会議の議長を務め

る。OC議長またはその補佐は、協議会の前後にIPCNSと密接に協力する。OC内に

は、競技主任に任命された1名がいなければならず、競技会を実施し、競技会の

技術面を監督する資格を持ち、ジュリーとの主要な連絡役を務める。競技役員

は、割り当てられた職務について十分な資格を持つスペシャリストである。各

役員は1つの職務のみを行うことが許される。役員は、ユニフォーム、腕章、ま

たはバッジによって容易に見分けられなければならない。 
 
302.2 競技主任によって任命される競技役員 

 
302.2.1 競技役員は、次のとおりである。 

 
  競技セクレタリー 

 コース主任 

 時間管理およびデータ処理主任 

 スタジアム主任 

  競技管理主任 

 レンジ主任（BT） 
 

競技主任は、必要に応じて他の役員を任命する。 
 
302.3 競技役員とその職務 

 
302.3.1 競技主任は、競技のあらゆる面に責任を負い、他のすべての競技役員の作業を

監督する。準備作業と必要な変更について定期的にジュリーに通知しなければ

ならない。ジュリーメンバーが競技会場に到着する前の適切な時点で、コース

マップ、コースプロファイル、スタジアムプラン、タイムテーブルなどをジュ

リーメンバーに提供しなければならない。 
 
302.3.2 競技セクレタリーは、エントリー、団長会議、議事録、スタートリストとリザ

ルトの公表、抗議など、競技会の技術面に関するあらゆる事務処理に責任を負

う。 
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302.3.3 コース主任は、競技コース、スキーテストエリア、ウォームアップコースの準

備（コース整備、マーキング、フェンスの設置）と、商業マーキング用のフ

レームおよび構造物の適切なセットアップと安全な設置に責任を負う。 
 
302.3.4 時間管理およびデータ処理主任は、計時エリアで作業する役員（スターター、

フィニッシュレフェリー、フィニッシュ管理者、手動タイマー、電子タイマー、

中間タイムキーパー、および計算役員）の作業指示と調整に責任を負う。 
 
302.3.5 スタジアム主任は、スタジアムのフィールドエリアでのすべての活動に責任を

負う。これには、スタジアム内のコースの準備とマーキング、スタジアム内の

商業マーケティング用フレームと構造物の適切なセットアップと安全な設置、

および十分な標識が設置されたスタートまでの競技者の通路が含まれる。スタ

ジアム主任は、フィニッシュエリアに選手の着替え、コーチ、用具サプライヤ、

アンチドーピング役員、および医療スタッフのための十分なエリアを確保し、

メディアとの協力関係とフィニッシュエリアでの式典についても責任を負う。 
 
302.3.6 管理および競技保安主任は、ジュリーとともに、管理員の適切な配置を編成し、

競技後にあらゆる関連情報と管理カードを収集し、事件をジュリーに報告する

責任がある。 
 

各ポストに2名の管理員が必要である。管理員の数と配置は、競技者、コーチ、

または他の役員に通知せずに決定される。各ポストの監理員は、競技者の違反

と通過を記録する。ビデオ機器を使用してもよい。競技後は、管理および競技

保安主任に規則違反を通知し、ジュリーの前で証言する準備をしなければなら

ない。 
 
302.3.7 メディア主任は、メディアエリアにメディア、用具サプライヤ、および競技役

員のための 適な作業条件を整える責任がある。これには、レイアウト、セッ

トアップ、標識、およびミックスゾーンの操作の責任が含まれる。ミックス

ゾーンには、ホスト局、TV局、ラジオ、およびジャーナリスト用のインター

ビュー場所と写真撮影用の場所が含まれる。記者会見用の部屋とメディア用イ

ンフラストラクチャが提供されなければならない。また、新聞、ラジオ、およ

びTVへの関連情報の提供にも責任を負う。 

302.3.8 医療および救助サービス主任は、あらゆる医療および救急設備の組織と、 寄

りの適切な医療機関への患者の急送に責任を負う。 
 

救急医療サービスは、公式練習時間時に完全稼働していなければならない。 
 
302.3.9 レンジ主任（BT）は、レイアウトと構成、仕様、標的とその操作、ペナルティ

ループ、コーチエンクロージャー、方式と番号付け、レーンのマーキング、風

旗、ライフルラック、場内整備、採点、管理手順、通信、および安全性など、

レンジ関連のすべての事項に責任を負う。 
 
303 ジュリーとその任務 
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303.1 ジュリーのメンバー 
 
303.1.1 すべてのパラリンピック冬季大会（PWG）と世界選手権（WCH）では、ジュリー

は以下の者で構成される。 
 

 IPCNS TD（ジュリーの議長） 

 IPCNSTD補佐（CC） 

 IPCNSTD補佐（BT） 

 IPCNSレースディレクター 

  競技主任 

 IPCノルディックスキー技術委員会によって任命されたジュリーメンバー 
 
303.1.2 WCでは、ジュリーは以下の者で構成される。 

 
 IPCNS TD（ジュリーの議長）（IPCノルディックSTCが任命） 

 各国TD、BT、またはCC（IPCノルディックSTCまたはNSAが任命） 

 競技主任 

 IPCNS IRバイアスロン 

 団長会議で任命された外国人メンバー1名 
 

クロスカントリーレースのみが開催され、IPCNS BT IRが現地にいない場合、2

人目の外国人ジュリーメンバーが団長会議で任命される。 
 
303.1.3 すべてのイベントにおいて、クラス分け主任またはその被指名人は、必要に応

じて、クラス分けに関する特定の情報をジュリーに伝えるものとする。 
 
303.2 WC、WCH、PWG、およびその他のIPCNS競技会における技術代表（TD）と技術代表

補佐（ATD）の役割 
 
303.2.1 権限 

IPCNS TDは、IPCから主催団体に派遣され、競技会がIPCNS規則に従って実施さ

れることをIPCに保証する。IPCNS TDは、有効なIPCNS TDライセンスを持ってい

なければならず、英語に堪能でなければならない。TDは、競技会の準備、運営、

およびフォローアップにおいて、IPCNSによって任命されたTD補佐およびNSAに

よって任命された国内TDと協力する責任がある。TDは、ジュリーの業務を組織

する責任を負う。 
 
303.2.2 任命 

 
303.2.2.1 PWG、WCH、およびWCについては、TDはIPCNS TDライセンスを所有しなければなら

ない。 
 
303.2.2.2 IPCNS公認の国内競技会および大陸カップについては、TDはIPCNSの登録（国内）

TD、IPCNS TD候補、またはIPCNSライセンス取得TDでなければならない。 
 
303.2.2.3 すべてのPWGおよびWCH競技会では、IPCNS TDは開催国以外の国の役員でなけれ

ばならない。 



IPCノルディックスキー規則および規定、2014年10月 33

 

 

 
303.2.2.4 PWGのTDとレースディレクターについては、IPCNS STCがIPC理事会に正式な推

薦を行い、IPC理事会が 終的に任命する。 
 
303.2.2.5 WCHおよびWC競技会については、TDとレースディレクターはIPCノルディックス

キーSTCによって任命される。WC競技会については、NSAはIPCNS TDの監督と指

示を受ける国内TDを任命しなければならない。 
 
303.2.2.6 各国チームの責任者をPWG、WCHのTDまたはジュリーメンバーに指名することは

許されない。 
 
303.2.2.7 IPCNSレースディレクター（RD） 

 
この役員は、 高カテゴリーの競技会（PWGおよびIPCNS WCH）については、IP

Cによって任命される。IPCNSレースディレクターは、IPCNS TDライセンスを

持っていなければならない。 
 

RDの主な任務は、次のとおりである。 
 

 国際パラリンピック委員会の利益を代表する。 

 IPCNS WCHおよびPWGの技術的組織において、IPC、ジュリー、および組織委

員会をサポートする。 

 PWG、WCH会場のスポーツ技術検査のスケジュールを立て、実施する。 

 IPCNS技術要件に従って、全般的プランをレビューし、承認する。 

 主催者の契約の技術面が正しく履行されているかどうかを監視する。 

 コースのホモロゲーションと計時およびリザルトシステムのホモロゲーショ

ンを行う。 

 IPCNSの主要代表として、ホスト放送局との連絡役を務め、特定のレースス

ケジュールと緊急対応を決定する。 

 早期に現地入りして、準備を監視し、主催者を支援する。 

 IPCNSの規定およびガイドラインに従ってイベントが適切に運営されている

かどうかを監視し、問題があった場合はIPCノルディックSTCに報告する。 

 情報と助言を提供することによって、TDおよびIPCスタッフに調整とサポー

トを提供する。 

 競技大会ジュリーメンバーを務める。 

 チーム情報会議及び団長会議の準備において、OCをサポートする。  

 競技用具および衣類のブランディング/広告検査を監視する。 
 
303.3 ジュリーの任務 

 
303.3.1 ジュリーは、競技大会がIPCNS規則に従って組織・運営されることを確認しなけ

ればならない。責任は、ジュリーが任命された時点で始まり、 終協議からの

抗議に対する決定が下され、公式リザルトが公表された時点で終わる。初回の

ジュリー会議は 初の公式練習前に開催されなければならない。 
 
303.3.2 ジュリーは、以下のことを明確にし、決定しなければならない。 
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 競技を延期、中断、または中止するかどうか。 

 安全上の理由から競技コースを調整すべきかどうか、またはコースに沿っ

て追加の安全措置（フェンス、保護具など）を設置すべきかどうか。 

 遅延エントリーと代理を認めるかどうか。 

 抗議を受け入れるかどうか、また、制裁あるいは失格を発表するかどうか。 

 選手またはコーチに制裁を適用するかどうか。 

 特殊な事例において、スタート順とスタート方法の変更があるかどうか。 

 IPCNS規則によって規定されていない疑問。 

 コースの も寒い時点で計測された温度が -20℃未満の場合、競技はジュ

リーによって延期または中止される。困難な気象条件（強風、高湿度、激

しい降雪、または高い気温など）のときには、ジュリーは参加チームおよ

び競技担当の医師と協議して、競技を延期または中止できる。 
 
303.3.3 現地において、特に公式練習および競技時間中、投票権を持つ各ジュリーメン

バーは、口頭で譴責を申し渡し、現在のイベントについて有効なアクレディ

テーションを取り消すことができる（IPC224.2も参照）。 
 
303.4 競技前および競技中のジュリーの任務 

 
303.4.1 通常、ジュリーメンバーは 初の競技日の前に2日間の作業ができるように、早

期に現地入りしなければならない。 
 

TDは、ジュリーのすべての任務が遂行されることに責任を負い、能力と経験に

応じてジュリーメンバーに業務を割り振らなければならない。 
 

ジュリーメンバーはコースを滑走できなければならず、コースの準備状況を判

断できなければならない。 
 
303.4.2 競技会場に到着前のジュリーの任務 

 
 招待状 

 競技プログラム 

 エントリーと参加資格の質問 

 BTレンジを含め、コーストスタジアムのプラン 

 雪の状態、緊急対応プラン（雪の状態が悪い場合） 

 現地視察（IPCNS STCによって決定された場合） 

 
303.4.3 競技前の競技会場でのジュリーの任務 

 
 賠償責任保険（IPCNS212条） 

 コース： 

ホモロゲーション、準備（雪の状態、整備、整備用具、前走者、スノーパ

トロール、極端な気象条件の場合のプラン）、コースのマーキング、安全

対策、コーチ/非コーチエリア、リフレッシュメントステーション、スノー

モービルアクセス路（該当する場合） 

 チームエリア： 
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ワックス設備、テストエリア、ウォームアップコース 

 スタジアム： 

詳細プラン、マーキング、フェンス、資材調達全般、情報ポイント、ス

ピーカー、安全要件、レンジ 

 医療サービス： 

応急処置ステーション、レスキュープラン、ドーピングコントロー

ル（設備、監視） 

 チームの宿泊設備： 

レベル、距離、価格、食事の手配と品質 

 レースオフィス： 

位置、組織、用具、営業時間、チームのための情報、書式、リスト（IPCN

Sポイント、カップスタンディング、譴責書）、エントリー（参加資格、

割り当て、IPCNS規程、クラス分け - 該当する場合） 

 団長会議： 

場所、スケジュール、部屋、茶菓、議事、プレゼンテーション、チームの

情報、テストドロー（該当する場合）、会議の監視、必要な場合は会議中

に決定を下す。 

 計時： 

スタートおよびフィニッシュの手順、中間計時、写真判定、プライマリ計

時、バックアップ計時、データ処理、スタートリストの内容とレイアウト、

リザルトリストの内容とレイアウト、XMLによって承認されたIPCNSフォー

マットデータのIPCNSへの転送。 

 競技管理： 

ポスト、技術管理、用具、手順、スキーマーキング（該当する場合） 

 ジュリー： 

作業条件、識別、連絡 

 式典： 

スケジュール、表彰、プロトコル 

 メディア（該当する場合） 

プレスセンター、メディア情報、記者会見 

 セキュリティ： 

アクレディテーションシステム、識別、アクセスポイント、およびアクセス

制御 

 輸送と駐車 
 

303.4.4 競技中のジュリーの任務 
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  すべてのジュリーメンバーは、適切なタイミングで競技会場に入らなけれ

ばならない（通常は 初のスタートの2時間前） 

  予定通りに競技を開始できるか（スタジアムとコースの準備、気象条件、

チームの到着）。 

  代理と遅延エントリー 

 コースでのウォームアップおよびスキーテストの手順の変更 

 必要な場合は、再整備、前走者の再スケジュール、およびスノーパトロール

の使用に関する決定 

 ジュリーの決定のチームへの通知 

 競技の実効の監視 

 IIPCNS207条を含め、報告されたすべての違反行為と遅延スタートに関する

決定（不可抗力による遅延スタートの場合） 

 有効な抗議に関する決定 

 上訴の際に使用される証拠とともに、ジュリーの決定を文書化する 

 計時およびリザルトを確認し、レースペナルティを計算し、公式リザルトを

宣言する 

 公式リザルトがIPCNS Webサイトに掲載されたことを確認する 

 TDは、競技後3日以内にTD報告書を作成しなければならない。 
 
304 経費の払い戻し 

 
304.1 主催者の要件 

 
304.1.1 IPCNSによって任命された競技役員は、交通費（高速税込み）の払い戻しを受け

る権利と、任務期間中は宿泊費および食費が無料になる権利を持つ。この規則

は、合意された会場視察の交通費にも適用される（鉄道の場合はグリーン車、

遠距離の場合はエコノミークラスの航空料金、または1キロメートルあたり0.6

ユーロ相当の支払い）。往復の移動に要した日数と任務期間の日数について、1

日あたり80ユーロの日当が加算され、これには報告書の送料が含まれる。重複

請求（レース 終日に帰宅した場合など）は許されない。任務地への往復途中

に宿泊が必要な場合、これは正当なものと認められ、別途払い戻される。 
 

自家用車での移動の場合の 大支給額は、相当するエコノミークラスの航空料

金またはレンタカーの料金を超えないものとする。 
 
304.1.2 払い戻しは、次のように適用される。 

 

 WCHでは、IPCNS TD、IPCNS TD補佐（CC）、IPCNS TD補佐（BT）、IPCNS

レースディレクター、固定ジュリーメンバー、IR計時およびリザルト、IR

バイアスロン。 

 WC競技会では、IPCNS TD、国内TD補佐、IR計時およびリザルト、IRバイア

スロン 

 IR計時およびリザルトとIRバイアスロンへの日当の適用は、2015/16シーズ

ンから開始する。 
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 その他の国際競技大会では、TD。 

 公式の視察訪問を含む。 

 PWGでは、払い戻しは了解覚書（MOU）に従う。 
 
305 団長会議 

 
305.1 手順 

 
305.1.1 各競技の前に、団長会議が行われる。競技の1日前に行われなければならない。 

 
305.1.2 団長会議の日時と場所は、競技プログラムに記載されなければならない（IPCN

S213条）。ジュリーは、団長会議に出席できる参加チームごとの代表者数と認

定役員数を決定する。 
 
305.1.3 PWG、WCHでは、参加チームの座席にマークを付けなければならない。 

 
305.1.4 PWG、WCH、およびWCでは、団長会議は英語と主催者の母国語（必要な場合）で

行われる。 
 
305.1.5 団長会議の司会は競技主任が務める。 

 
305.1.6 団長会議では、投票権を持つメンバーの過半数により、ジュリーへの勧告を行う

ことができる。 

各チームが1票を持つ。 
 
305.1.7 必要なときには、ジュリーは勧告に関する決定を下し、この結果を会議に戻す

ために、会議の中断を決定できる（IPCNS 303.3.2）。 

 
 
305.2 議題 

 
305.2.1 団長会議の議題は書面で配布されなければならない。競技主任とジュリーと協

力して、競技セクレタリーによって作成される。 
 
305.2.2 すべての国際競技大会において、議題には、通常、以下の項目が含まれる。 

 

 点呼 

 OCメンバーの紹介 

 ジュリーの任命が必要な場合は、ジュリーの紹介 

 天気予報 

 競技者のエントリーまたはグループ分けの確認 

 ドローまたはスタートリストの構成 

 スタジアムの説明（アクセス、スキーマーキング（該当する場合）、ス

タート、フィニッシュ、リレーの中継ゾーン、バイアスロンレンジ、ペナ

ルティループ、更衣テント、出口など） 

 コースの説明（アクセス、プロファイル、中間計時地点や給食地点、セ

キュリティ問題、コースマーキングなど） 

 コースの準備 

 スキーテストの時間、場所、および規定 
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 練習の時間とコース 

 TDからの一般情報 

 IPCNSレースディレクターからの一般情報 

 主催者からの一般情報 
 
305.2.3 団長会議では、協議のすべての話題、ジュリーの決定、および勧告を記載した

議事録が作成されなければならない。 
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B. 競技 
 
310 協議形式とプログラム 

 
310.1 距離とコース全長の表 

 
クロスカントリースキー 

 
競技 クラス 性別 総距離 コース ループ 

 

CCスプリント 

予選 

（全員） 

LW 10-12 男子 800m (+/-200m) シットスキー 800m (+/-200m) 1 

LW 10-12 女子 800m (+/-200m) シットスキー 800m (+/-200m) 1 

準決勝B1-3
（ベスト8） 

LW 2-9 男子 1200m (+/-400m) 立位 1200m (+/-400m) 1 

準決勝LW 

（ベスト12） 
B1-3 男子 1200m (+/-400m) 立位 1200m (+/-400m) 1 

決勝B1-3 

（ベスト4） 
LW 2-9 女子 1200m (+/-400m) 立位 1200m (+/-400m) 1 

決勝LW 

（ベスト6） B 1-3 女子 1200m (+/-400m) 立位 1200m (+/-400m) 1 

 

CC中距離 LW 10-12 男子 10km シットスキー 2.5km 4 

LW 10-12 女子 5km シットスキー 2.5km  2 

LW 2-9 男子 10km 立位 2.5または5km  4または2

B1-3 男子 10km 立位 2.5または5km  4または2

LW 2-9 女子 5 km 立位 2.5または5km  2または1

B 1-3 女子 5 km 立位 2.5または5km  2または1

 

CC長距離 LW 10-12 男子 15km シットスキー 3.0km 5 

シットスキー LW 10-12 女子 12km シットスキー 3.0km 4 

 

CC長距離 

立位 

LW 2-9  男子 20km  立位 4または5km  5または4

B1-3  男子 20km  立位 4または5km  5または4

LW 2-9  女子 15km 立位 3または5km  5または3

B 1-3  女子 15km 立位 3または5km  5または3

 
リレー 
2 x 2.5km 
クラシック + 
2 x 2.5km 
フリー

混合 

(330%) 

クラシック 5km シットスキー 2.5km 2 

フリー 5km 立位 2.5km 2 

オープン 

(370%)  

クラシック 5km シットスキー 2.5km 2 

フリー 5km 立位 2.5km 2 
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バイアスロン 
 
 

競技 クラス 性別 総距離 コース ループ  
Btスプリント 
 
ペナルティループ 

150m 

2シューティング 

LW 10-12  男子 7.5km シットスキー 2.5km 3 

LW 10-12  女子 6.0km シットスキー 2.0km  3 

LW 2-9  男子 7.5km 立位 2.5km 3 

B1-3  男子 7.5km 立位 2.5km  3 

LW 2-9  女子 6.0km 立位 2.0km 3 

B1-3  女子 6.0km 立位 2.0km 3 

 

Bt中距離 
 
ペナルティループ 

150m 

4シューティング 

LW 10-12  男子 12.5km  シットスキー 2.5km 5 

LW 10-12  女子 10km シットスキー 2.0km  5 

LW 2-9  男子 12.5km  立位 2.5km 5 

B1-3  男子 12.5km  立位 2.5km  5 

LW 2-9  女子 10km  立位 2.0km 5 

B1-3  女子 10km  立位 2.0km 5 

 

Btパシュート 

2日パシュート 

ペナルティループ 

150m 

4シューティング 

LW 10-12  男子 12.5km  シットスキー 2.5km 5 

LW 10-12  女子 10km  シットスキー 2.0km  5 

LW 2-9  男子 12.5km  立位 2.5km 5 

B1-3  男子 12.5km  立位 2.5km  5 

LW 2-9  女子 10km  立位 2.0km 5 

B1-3  女子 10km  立位 2.0km 5 

 

Btスプリント

パシュート 

予選＋決勝 

ペナルティループ 

80m 
 

2シューティング 

LW 10-12  男子 2.4 - 3.0km  シットスキー 800m (+/-200m) 3 

LW 10-12  女子 2.4 - 3.0km  シットスキー 800m (+/-200m) 3 

LW 2-9  男子 3.6 - 4.8km  立位 1200m (+/-400

m) 

3 

B1-3  男子 3.6 - 4.8km  立位 1200m (+/-400 3 

LW 2-9  女子 3.6 - 4.8km  立位 1200m (+/-400 3 

B1-3  女子 3.6 - 4.8km  立位 1200m (+/-400 3 

 

Bt個人 

ペナルティ 

1分 
 

4シューティング 

LW 10-12  男子 15km  シットスキー 3.0km 5 

LW 10-12  女子 12.5km シットスキー 2.5km  5 

LW 2-9  男子 15km  立位 3.0km 5 

B1-3  男子 15km  立位 3.0km  5 

LW 2-9  女子 12.5km  立位 2.5km 5 

B 1-3 女子 12.5km  立位 2.5km 5 
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310.2 走法の定義 
 
310.2.1 クラシカル走法 

 
310.2.1.1 クラシカル走法には、ダイアゴナル走法、ダブルポーリング走法、グライディ

ングフェーズを伴わないヘリンボーン走法、ダウンヒル走法、およびターニン

グ走法が含まれる。 
 
310.2.1.2 シングルまたはダブルスケーティングは許されない。 

 
310.2.1.3 ターニング走法は、ステップと方向を変えるためのプッシュで構成される。 

セットトラックがある場合、プッシュを伴うターニング走法は許されない。こ

れはセットトラック外で滑走する競技者にも適用される。 
 
310.2.2 フリー走法 

 
フリー走法には、クロスカントリースキーのすべての走法が含まれる。 

 
310.3 PWG、WCH、およびWC競技のプログラム 

 
310.3.1 原則として、毎年のWCでは、2つの走法の競技数が等しくなければならず、選

手権についても同様である。 
 
310.3.2 PWGとWCH 

310.3.2.1 PWGとWCHでは、プログラムは次のとおりである。 

クロスカントリースキー： 

立位男子： 1200m、10km、20 km 

シットスキー男子： 800m、10km、15 km 

立位女子： 1200m、5km、15 km 

シットスキー女子： 800m、5km、12 km 

全員 混合およびオープンリレー (4 x 2.5k ) 
 

バイアスロン： 

立位男子： 7.5km、12.5km、15 km 

シットスキー男子： 7.5km、12.5km、15 km 

立位女子： 6km、10km、12.5 km 

シットスキー女子： 6km、10km、12.5 km 
 

バイアスロン 

IPCノルディックスキースポーツ技術委員会（IPCNS STC）は、PWG、WCH、およ

びWCのプログラムに含まれるバイアスロン競技の種類を決定する権限を持つ。

決定は、シーズン前に行われるものとする。 

 
310.3.2.2 走法 
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走法（クラシカル走法/フリー走法）は、PWGと次回のPWG、WCHと次回のWCHで交

代される。 
 

リレー競技は2つのクラシカルレッグ（第1と第3レッグ）と2つのフリー走法

レッグ（第2と第4）を使用して実施される。 
 
310.3.3 ワールドカップ 

ワールドカップシーズンのプログラムは、毎年、IPCNS STCによって決定される。

距離と走法は、年単位で決定される。ノルディックスキースポーツの発展を支

援できるように、テスト競技をWCプログラムの一部にすることができる。長距

離競技を含めることができる。 
 
311 クロスカントリースキーおよびバイアスロンの競技コース 

 
311.1 基本特性 

 
311.1.1 クロスカントリーおよびバイアスロンのコースは、競技者の参加資格の技術的、

戦術的、および体力的なテストができるように配置されなければならない。難

易度は競技のレベルに従わなければならない。コースは、単調さを避け、起伏

があり、上り下りがあり、できるだけ自然に近い形で配置されなければならな

い。 
 

方向の急変や急斜面が多すぎて、リズムが崩れないようにしなければならない。

下り部分は、競技者にとって課題となるように設計されなければならない。同

時に、困難な条件下でも、コースを滑走できなければならない。 
 

IPCノルディックスキーホモロゲーションガイドを参照すること。 
 
311.1.2 PWGおよびWCHでは、コースはホモロゲーション証明で確立された方向でのみ使

用できる。 
 
311.1.3 参加全チーム用のテストトラックを備えた滑走テストエリアがスタジアムの近

くになければならない。チームワックスキャビンとウォームアップトラックに

近くなければならない。テストトラックは、競技コースと同じ標準で準備され

なければならない。 
 
311.1.4 ウォームアップコースは（シットスキーの場合も）可能な限りスタジアムに近

い位置に準備されなければならない。 
 
311.2 ホモロゲーション 

 
311.2.1 PWG、WCH、およびWCコースへの適応性については、202.1.2.2を参照すること。 

 
311.2.2 IPCノルディックスキースポーツの推進を目的とした競技大会では、ホモロ

ゲーション基準外のコースを使用することが可能だが、IPCノルディックSTCの

承認を得ていることが条件である。 
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311.2.3 主催者は、認可されたコースマップとホモロゲーション証明書の写しを、任命さ

れたTDに提供しなければならない。目盛付きスケールと方位記号が記載されてい

なければならない。 
 
311.2.4 PWG、WCH、およびWC競技大会では、クロスカントリーおよびバイアスロンコース

の 高地点は1800 mを超えるべきではない。 
 
311.3 コースの準備 

 
311.3.1 シーズン前の準備 

 
積雪量が少なくてもレースができるように、コースは冬になる前に準備しなけ

ればならない。岩、石、根、切り株、灌木などの障害物を取り除かなければな

らない。排水に問題があるコース部分は是正しておかなければならない。約30c

mの積雪で競技を実施できるように、夏季の準備を行わなければならない。下り

斜面とカーブのバンクの必要性に特に注意を払わなければならない。 
 
311.3.2 競技のための一般的準備 

 
311.3.2.1 コースは機械設備によって完全に準備されなければならない。重機を使用する

場合には、地形の起伏を壊さないように、可能な限り本来の地形に沿って使用

しなければならない。 
 
311.3.2.2 コースは、ホモロゲーションガイドラインと協議形式に従った推奨幅に整備さ

れなければならない（IPCノルディックスキー規則セクションBを参照）。コー

スは、競技者が支障なく滑走および通過できるように整備されなければならな

い。コースがスロープを横切る場合には、準備のための十分な幅がなければな

らない。 
 
311.3.2.3 コース、ウォームアップトラック、およびシューティングレンジ（必要な場合）

は、公式練習前に完全に準備され、正しくマーキングされ、キロ標識が設置さ

れていなければならない。 
 
311.3.2.4 競技中はすべての競技者に対して同じ条件が保証されなければならない。 

雪や風が強い場合には、十分な数の資格を持つ前走者および/または特殊装備の

パトロールを利用して、一定の条件を維持しなければならない。ジュリーと協

力して、行動計画を準備しておかなければならない。 
 
311.3.2.5 雪の滑りをよくするためのあらゆる人工的な手段の使用を禁じる。 

特別な場合には、雪面を液状にしないための薬品の使用が許される。 
 
311.3.3 クラシカル走法の準備 

 
311.3.3.1 トラックの数は、コースの全長、幅、プロファイル、競技形式、およびエント

リー数に応じてジュリーによって決定される。 
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311.3.3.2 トラックは、一般に、競技コースの理想的な滑走ラインに沿うべきである。ト

ラックは、通常、カーブ以外はコースの中央に設置される。 
 
311.3.3.3 カーブには、設置トラック内で抑制されることなく滑走できる設置トラックの

みがあるべきである。カーブが急すぎて、スキーヤーがトラックにとどまるに

はスピードが上がりすぎると思われる場合には、トラックを取り除くべきであ

る。カーブでは、トラックとフェンスの間を滑走する危険性を避けるため、ト

ラックはフェンスの近くに設置されるものとする。 
 
311.3.3.4 適切なコース準備とトラック設置を決定するには、 優秀の競技者と 高速度

を考慮しなければならない。 
 
311.3.3.5 スキートラックは、ビンディングのいかなる部分にも横からのブレーキ効果が

生じることなく、スキーのコントロールと滑走が可能であるように準備されな

ければならない。2つのトラックは、各トラックの中央から計測して22～23cm離

して設置されるべきである。トラックの深さは、固い雪または凍結した雪でも2

～5cmでなければならない。 
 
 

 

311.3.3.6 2つ以上のトラックが使用される場合、各対のトラックの中央から計測して少

なくとも1.20m離れているべきである。 
 
311.3.4 フリー走法の準備 

 

311.3.4.1 コースは、幅全体にわたってよく踏み固められていなければならない。コース

の幅は競技形式に適した幅でなければならない。 
 
311.3.4.2 下り坂にトラックを設置する場所と方法は、ジュリーが決定する。 

 
311.3.4.3 クラシカル走法で滑走する選手のために、コースの一方にシングルトラックを

1つ設置するものとする。 
 
311.3.4.4 立位の選手とシットスキーの選手が同じコースを使用する箇所では、可能な場

合、2つのクラシカルトラックを設置するものとする。 
 
311.4 コースのマーキング 
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311.4.1 コースのマーキングは、競技者がコースの進行方向に疑問を持たないように明

確でなければならない。PWGおよびWCHでは、マーキングの色が決定され、コー

ス説明で説明されなければならない。 
 
311.4.2 キロ標識は、コースに沿った累積距離を示さなければならない。 

 
311.4.3 コースの分岐点と交差点はわかりやすい標識によって明確に示されなければなら

ず、使用しないコース部分にはフェンスまたはVボードを設置しなければならな

い。 
 
311.4.4 B競技者のホールディングゾーンは、ジュリーによって決められ、開始ゾーン

（緑）と終了ゾーン（赤）を反対色で示すわかりやすい標識/旗で明確に示され

るものとする。 
 
311.5 リフレッシュメントステーション 

 
311.5.1 OCは、少なくともリフレッシュメントステーションを（フィニッシュエリアに）

用意しなければならない。 

 

311.5.2 競技コースの給食ステーションの位置または制限は、ジュリーが決定する。 
 
311.6 コースの保護 

 
311.6.1 PWG、WCH競技大会では、観客が競技者に干渉する恐れのあるすべての箇所で、

コースの両側にフェンスを設置すべきである。 
 
311.7 練習とコースの点検 

 
311.7.1 競技者とチーム役員には、競技の条件下で練習とコースの点検を行う機会が与

えられなければならない。可能なときには、競技前の2日間はコースを開放すべ

きである。ジュリーは、コースを閉鎖するか、コースの使用を特定の区間また

は時間帯に制限することができる。 
 
311.7.2 PWGおよびWCHでは、非公式および公式練習に参加する競技者とチームスタッフ全

員が主催者によって支給された練習用ビブを着用しなければならない。 
 
312 クロスカントリーおよびバイアスロンのスタジアム 

 
312.1 スタジアムエリア 

 
312.1.1 入念に設計されたスタート/フィニッシュエリアを備えたスタジアムが準備され

なければならない。 
 
312.1.2 スタジアムは、必要に応じてゲート、フェンス、マーキングゾーンによって機能

的に分割管理できるように配置されるべきである。次のように準備されなければ

ならない。 
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 競技者は何度でも通過できる。 

 競技者、役員、メディア、サービス要員、および観客がそれぞれのエリアに

容易に到達できる。 

 必要な場合はBT競技形式も含め、すべての競技形式を実施できるだけの十分

なスペースがある。（150mのペナルティループを含む） 
 
312.2 スタートゾーン 

 
312.2.1 初の50mはスタートゾーンである。このゾーンは、複数のコリドーに区切るこ

とができ、クラシカルトラックを設置できる。コリドーの数、幅、および長さは、

IPCノルディックスキー競技形式とスタジアムのレイアウトに応じて、ジュリー

によって決定される。コリドーは可能な限り長くなければならない。 
 
312.2.2 スタート位置は、協議形式に従って設定される。 

 
312.3 フィニッシュゾーン 

 
312.3.1 後の直線50～100mはフィニッシュゾーンである。このゾーンは、通常、複数の

コリドーに分割される。明確にマーキングされ、見やすくなければならないが、

マーキングが滑走に干渉してはならない。コリドーは可能な限り長くなければな

らない。コリドーの数、幅、および長さは、競技形式とスタジアムのレイアウト

に応じて、ジュリーによって決定される。 
 
312.3.2  フィニッシュラインは、カラーラインによって明確に示されなければならない。

フィニッシュラインの幅は 大10cmである。 
 
312.4 中継ゾーン 

 
312.4.1 リレーでは、中継ゾーンは十分な幅と長さがなければならず、明確にマーキン

グされ、スタジアムの平坦地または緩やかな斜面に位置しなければならない。 
 
312.4.2 サイズ（長さと幅）は、競技形式とスタジアム内の使用可能なスペースに適応し

て決めなければならない。 
 
312.5 ピットボックス 

 
312.5.1 スキー交換が許されるときには、ピットボックスエリアは各国の指定ボックスが

国旗/国コードでマーキングされ、妨害の可能性を少なくする出口が設けられな

ければならない。ピットボックスに入らない競技者が 短の滑走距離でこのス

キー交換エリアを通過できるように、迂回コリドーが設けられなければならない。 
 

ジュリーは、競技者の合計数とスタジアム内の使用可能なスペースを考慮して、

スキー交換ゾーンのレイアウトと国ごとのボックス数を決定する。 
 
312.6 IPCNSバイアスロンレンジ 

 



IPCノルディックスキー規則および規定、2014年10月 47

 

 

 

IPCノルディックスキー規則セクション331.2を参照すること。 
 
312.7 IPCNSバイアスロンのペナルティループ 

 
IPCノルディックスキー規則331.3を参照すること。 

 

312.8 作業条件 
 
312.8.1 競技役員、ジュリーメンバー、コーチ、メディア、およびサービス要員には、ス

タートおよびフィニッシュのプロセスを妨げずに作業できる適切な作業ゾーンが

スタジアムエリア内になければならない。スタジアムエリアへのこれらの要員の

アクセスは管理されなければならない。 
 
312.8.2 計時および計算室は、スタート予備フィニッシュを見渡すことができる建物内に

なければならない。 
 
312.8.3  PWGおよびWCH競技大会では、IPCNS役員およびジュリーメンバーのために、スタ

ジアムを見渡すことができる作業部屋がスタジアムのすぐ近くに用意されなけれ

ばならない。 
 
312.8.4 スタジアムの近くに、暖房設備の整った医務室が用意されなければならない。 

 
312.9 その他の設備 

 
312.9.1 PWGおよびWCHでは、スタジアムのすぐ近くに、ワックスキャビンを備え、（フェ

ンスまたは係員の配置によって）管理されたチーム準備エリアが設置されなけれ

ばならない。キャビンには暖房が完備され、強制換気システムを使用して十分に

換気されなければならない。PWG、WCH、およびWCについては、追加の規則を適用

できる。 
 
 
312.9.2 スタジアムの近くに、競技者用のトイレと洗面所（両方とも車いすでも利用可能）

が設置されなければならない。スタートエリアから容易に行ける場所でなければ

ならない。 
 
312.10 新情報設備 

 
312.10.1 リザルト、OCおよびジュリーからの重要な情報、および気温と雪温を示す掲示板

は、ワックスキャビンとスタジアムの近くに位置していなければならない。温度

は、次の時間に表示されなければならない。スタート2時間前、スタート1時間前、

スタート30分前、スタート時、スタート後30分、スタート後1時間。 
 
312.10.2 温度測定は、スタジアムエリア内と、極端な温度（ 低地点、 高地点）が予想

される場所で行われなければならない。 
 
312.10.3 競技情報と重要情報の発表には、スピーカーが使用されなければならない。Bク

ラス競技者に対しては、TDの要求に応じて発表の音量が調整されなければならな
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い。 
 
312.10.4 外国からの競技者、トレーナー、観客への情報提供には英語が使用されなければ

ならない。 
 
313 主催者の公式エントリー 

 
313.1 手順 

 

313.1.1 公式エントリーフォームは、主催者からすべての関係国に電子形態または書面で

送付されなければならない。すべての公認イベントでは、IPCNSオンラインSDMS

登録システムを使用しなければならない。 
 
313.1.2 少なくとも、公式IPCNSエントリーフォームに示されている必須データフィール

ドに記入されていなければならない。IPCNS316.6.2条を参照すること。 
 
313.1.3 すべてのBクラスでは、競技者とガイドで1チームである。したがって、各レース

のスタート前に、各視覚障害競技者のガイドの氏名がエントリーフォームに記入

されていなければならない。 
 
313.2 特定競技大会での公式エントリー情報の受領 

 
313.2.1 PWGとWCH：公式エントリーおよびグループ分け情報（必要なとき）は、団長会議

の2時間前に競技セクレタリーによって受領され、確認されなければならない。 
 

WC：公式エントリーおよびグループ分け情報（必要なとき）は、団長会議の2時

間前に競技セクレタリーによって受領され、確認されるべきである。 
 
313.3 遅延エントリー 

 
313.3.1 遅延エントリーは、ドロー前であれば、ジュリーの判断によって認められること

がある。 
 
313.3.2 ドロー後の遅延エントリーは認められない。 

 
313.4 選手交代 

 
313.4.1 チームエントリーが限られているPWGおよびWCHでのスタートリストの作成後、競

技者が不可抗力（けが、病気など）によってスタートできない場合、ジュリーが

認めた場合のみ、選手交代が可能である。医師による証明が必要であり、スター

トの2時間前までにジュリーに通知されなければならない。 
 

他の国際競技大会については、特別な考慮に値する場合、ジュリーは競技者にス

タートの許可を与えることができる。このようにしてエントリーした競技者のス

タート時間について、他の競技者に対するアドバンテージが与えられてはならな

い。複数の競技者が遅延エントリーした場合、番号はドローによって決められる。 
 
313.4.2 ウォームアップ中に事故が発生し、事故がOCの医療主任と救護サービスに報告さ
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れ、確認された場合には、スタート2時間前を切っていても、ジュリーは選手交

代を許可できる。 
 
313.4.3 出場を取り消した競技者がドーピング検査に選ばれていた場合には、検査を受け

なければならず、交代選手も検査を受けなければならない。出場を取り消した競

技者が養成であった場合、選手交代は認められない。 
 
313.4.4 交代選手のスタート位置は、セクションC「協議形式」の規定に従う。 

 

313.4.5 スタートリストに記載されているが、病気またはその他の理由で競技に参加でき

ない競技者は、スタートの30分前までに団長によって競技セクレタリーに報告さ

れなければならない。これらの競技者がドーピング検査に選ばれていた場合は、

検査を受けなければならない。 
 
314 スタート順 

 
314.1 原則 

 
314.1.1 スタートリストは、ドロー、ポイントシステム、カップスタンディング、ステー

ジイベント総合スタンディング、予選システム、またはその他の方法で作成でき

る。 
 

PWG、IPCNS WCH、およびIPCNS WCについては、スタートリストはIPCNSポイントを

使用して作成されるものとする。 
 
314.1.2 スタート順は、ジュリーによって、可能な限り追い越しを避けるように決めら

れる。原則として、女子の前に男子がスタートする。 
 
314.1.3 すべて同じトラックが使用される場合、クラスごとの推奨スタート順は次のとお

りである。 
 
 
 

男子 LW 10-12 
 

女子 LW 10-12 
 

男子 B 1-3 
 

男子 LW 2-9 
 

女子 B 1-3 
 

女子 LW 2-9 
 
 
 
314.2 ドロー手順 

 
314.2.1 ドローは、マニュアルまたはコンピューター方式で行われる。 
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314.2.2 ドローは、ランダム二重抽出を使用して行われる。 

 
314.2.3 グループ分けが使用される場合、スタート番号は各グループ内でドローされる。

グループの通常のスタート順は、I、II、III、およびIVである。ドロー中に競

技者のグループ分けを変更することはできない。 
 
314.2.4 競技を別の日に延期しなければならない場合、サイドドローが行われなければ

ならない（218.6条）。 
 
314.2.5 団長会議の前に、ジュリーの監督下でドローを実施することが可能である。 

 

314.3 マニュアルドロー 
 
314.3.1 この方式では、各競技者がグループ内の競技者数によって決められた番号群から

1つの番号を受け取る（たとえば、グループに23名の競技者がいる場合、競技者

には1から23までの番号のうちの1つが割り当てられる）。 

初のランダム抽出では、1～23の番号のうちの1つがドローされる。同時に、そ

のグループに割り当てられたスタート番号がドローされる（たとえば、23名の競

技者がいるグループIIはビブ45～67を付けて出場する）。ドローされたこの番号

が、 初のランダム抽出で番号がドローされた競技者のスタート番号である。ど

ちらのランダム抽出でも、中が見えない箱または容器に番号が書かれたボールが

入れられ、それを手で引く。2つのボールが引かれた後、競技者の名札がグルー

プ分けのボードからスタート順のボードへと移される。 
 
314.4 コンピュータードロー 

 
314.4.1 コンピュータードローの手順は、ジュリーのメンバーによって検査され、プロセ

スの有効性が確認されなければならない。 
 
314.4.2 この方式では、競技者の氏名とグループ分けをコンピューターに入力する必要が

ある。プログラムは少なくとも4段階の出力をモニターに表示する。 
 

1. 登録済み競技者とグループ内の連続番号のリストがモニターに表示

される。 

2. コンピューターは1名の競技者の指名をランダムに抽出して、モニ

ターに表示する。 

3. コンピューターは、この競技者のスタート番号をランダムに抽出する。 

競技者のスタート番号と氏名がモニターに表示される。 

4. モニターは、この競技者のスタート順を反映したスタートリストを表

示する。 
 
314.5 ポイントシステムを使用したスタート順の決定 

 
314.5.1 スタート順はPICNSポイントを使用して定義される。IPCNSポイントのない選手は
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ドローされる。 
 

インターバルスタートディスタンス競技については、競技者は現在のIPCNSポイ

ント順位の逆の順序でスタートする（ 高位の選手が 後にスタートする）。WC

総合首位者には常に 後のスタート位置が割り当てられる。 
 

個人スプリント予選では、競技者は現在のIPCNSポイント順位の順序でスタート

する（ 高位の選手が 初にスタートする）。WC総合首位者には常に 初のス

タート位置が割り当てられる。 
 

314.6 ビブ（スタート番号） 
 
314.6.1.1 デザイン 

 
ビブは、前後から容易に判読できなければならない。いかなる場合も競技者の動

きを妨げてはならない。サイズ、形状、および着用方法を変更することはできな

い。主催者、実用的なビブを準備する責任がある。スプリントと、パシュートス

タートおよびマススタート競技で使用されるビブは、左右両脇にも番号がなけれ

ばならず、これは他の競技でも使用できる。 
 
314.6.1.2 ガイドは「Guide」を意味する「G」が印刷された黄色とオレンジ色のビブを着用

する。 
 
314.6.2 レッグ番号 

 
314.6.2.1 立位スキーヤーについては、レッグビブは不要である。 

 
314.6.2.2 シットスキーヤーは、スレッジの両側にもスタート番号を付けなければならない。 

 

315 スタート手順 
 
315.1 スタートの種類 

 
315.1.1 IPCNS競技大会では、インターバルスタート、マススタート、パシュートスター

ト、およびヒートスタートが使用される。 
 
315.2 インターバルスタートの手順 

 
315.2.1 インターバルスタートは、通常、30秒間隔で行われ、スプリント予選ラウンドで

は15秒間隔で行われる。ジュリーは、より短い間隔、またはより長い間隔を承認

できる。 
 
315.2.2 スタートの合図は、スタート時間の5秒前から始まるカウントダウン（「5、4、3、

2、1」）とスタートの合図（「ゴー」）で構成される。合図は口頭で、または信

号音で与えることができる。 
 
315.2.3 競技者は両足（立位クラス）または胴体（シッティングクラス）をスタートライ
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ンの後方に置き、スターターがスタートの合図を出すまで静止していなければな

らない。ポールはスタートラインおよび/またはスタートゲートの前方に置き、

動かしてはならない。Bクラス選手は、正確なスタート時間まで役員に保持され

ていなければならない（片手を選手の肩に置く）。 
 
315.2.4  競技者は、スタート合図の3秒前から3秒後までの任意の時点でスタートできる。

スタート合図の3秒より前にスタートした場合はフライング（不正スタート）で

ある。スタート合図の3秒より後にスタートした場合は遅延スタートであり、所

要時間の計算には、スタートリストに記載されているスタート時間が使用される。 
 
315.2.5 遅れたスタートする競技者は、他の競技者のスタートを邪魔してはならない。 

 

315.2.6 電子計時と手動計時のどちらの場合も、ジュリーが遅延スタートが不可抗力に

よるものであったと判断した場合に備えて、競技者の実際のスタート時間が記

録されなければならない。 
 
315.3 マススタートの手順 

 
315.3.1 マススタートは、矢印の形のスタートラインを使用して行われるべきである。 

すなわち、スタート番号1の選手が も有利なスタート位置につき、そのあとに

スタート番号2の選手が続く。各競技者は一定の間隔で隔てられるべきである。 

番号1は中央の位置になる。偶数番号は矢印の右側に、奇数番号は左側に位置す

る。トラックの右側または中央に、番号マークを設置すべきである。公平なス

タートになるように、地形や雪の状態に応じて修正を施すことができる。 
 
 
 

  
 
 

315.3.2 マススタートのスタート手順は、スタート合図の2分前から始まる。この時点で、

スタートレーンに集合した競技者全員に対してスタートに関する指示が与えられ

る。これらの指示の 後に、競技者はスタート位置につくように指示され、「ス
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タート1分前」が告げられる。次に、「スタート30秒前」が告げられる。競技者

全員の静止状態が確認されると、スタート合図が出される。 
 
315.3.3 マススタートには20～50mの平行トラックが必要であり、この間、各競技者はト

ラックを離れてはならない。次に、トラックが競技コースに集中するゾーンがあ

る。コース沿いに混雑の原因となる要素があってはならない。 
 
315.4 パシュートスタートの手順 

 

315.4.1 スタート順と間隔は、個人のパーセンテージと 初の競技のリザルトによる計算

に従って設定される。IPCNS316.6.2条を参照すること。 

10分の1秒を切り捨てて、スタートリストが作成される。スタートリストは、次

の例に従って作成されるべきである。 

スタート番号 氏名 国 スタート時間 
 

1  SVENSSON, Lars SWE 0:00 
 

2  ARKJANOW, Nikolai RUS 0:02 
 

3  KRECEK, Jan CZE 0:09 
 
 
 
315.4.2 競技の重複を避け、競技を長引かせないために、ジュリーはスタート順の遅い

競技者についてはマススタートまたはヒートスタートを使用できる。ジュリー

は、スタートする競技者の数を減らすこともできる。 
 
315.4.3 パシュートスタートでは、電子スタートゲートは使用されない。ジュリーが確認

できるように、ビデオカメラを使用してスタート全体を記録するべきである。 
 
315.4.4 正確なスタートを保証するために、大きなデジタル表示の時計を使用しなけれ

ばならない。 

スタートは、2名以上の競技者が並んでスタートできるように準備されなければ

ならない。 
 
315.4.5 Bクラス選手は、正確なスタート時間まで役員に保持されていなければならない

（片手を選手の肩に置く）。 
 
315.5 ヒートスタートの手順 

 
315.5.1 スタートエリアにはスタートラインとプレスタートエリアが準備される。 

 
315.5.2 競技者はプレスタートエリアに集合し、ここで支持を受け、スタートレーンを指

定される。 
 

具体的なスタート手順については、セクションCを参照すること。 
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315.6 スタート役員の任務 
 
315.6.1 スタート役員は、競技者全員に正しい時間にスタートする機会を与えなければな

らない。アシスタントはスターターの近くにいて、スタート時に違反があれば、

その詳細を記録する責任を負う。 
 
315.7 不正スタートの対処法 

 
315.7.1 すべての競技において、不正スタートを行った競技者がスタートラインに呼び戻

されることはない。不正スタート違反はジュリーに報告され、制裁が決定されな

ければならない。 
 
315.8 スキーのマーキング 

 

315.8.1  スキーのマーキングは、競技大会の公認団体によって事前に要請されない限り、

使用されない。管理の目的上、スタートの少し前に、両方のスキー板にマーキン

グが施される。競技者は、スタートビブを着用して、時間内に、公式マーキング

所に来なければならない。 
 
315.9 温度 

 
コースの も寒い地点で計測された温度が -20℃未満の場合、競技はジュリーに

よって延期または中止される。困難な気象条件（強風、高湿度、激しい降雪、ま

たは高い気温など）のときには、ジュリーは参加チームの団長および競技担当の

医療および救難サービス主任と協議して、競技を延期または中止できる。 
 
316 計時 

 
316.1 すべてのIPCNS公認競技大会では、電子計時が使用されなければならない。 

電子計時は必ず、バックアップシステムとして手動計時によって補足され、リ

ザルトは2つのシステム間でクロスチェックされる。 
 
316.2 電子計時が一時的に故障した場合は、手動計時が使用され、その際、電子計時と

手動計時の平均時差を修正する。電子計時が競技大会中に頻繁に故障するか、完

全に故障した場合は、すべての競技者について手動計時が使用される。手動計時

を使用してリザルトを計算するときには、実際のスタート時間が使用されなけれ

ばならない。 
 
316.3 手動計時を使用するときには、競技者の前足（LW 10-20では胴体）がフィニッ

シュラインを超えた時点で計時する。 

 

316.4 電子計時 
 
316.4.1 以下の電子計時技術を使用して、公式フィニッシュタイムを識別できる。 

 
 フォトセルに基づく電子計時システム。光または写真バリアの計測ポイント
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は、スタートゲートのバリアと同じ高さ（積雪表面から約60cm）の高さでな

ければならない。 

 トランスポンダーに基づく電子計時システム。 

 写真判定システム。計測点は、先行する靴のつま先がフィニッシュラインに

接触した瞬間である。 
 
316.4.2 すべてのBクラスについては、ガイドではなく競技者がラインを超えた時点でク

ロノメーターがスタートおよびストップされる。ガイドの時間は記録されては

ならない。 
 
316.4.3 写真判定の対象となった選手の順位は、先行する足のつま先がフィニッシュラ

インの垂直面を通過した順序に従って決められる。 
 

LW 10 - 12：写真判定では、先に胴体がフィニッシュラインを超えた競技者が先

着とされる。 
 
316.5 競技者がフィニッシュラインを横切る際に転倒した場合は、その競技者の体全体

が外部からの援助を受けずにフィニッシュラインを超えた場合、316.3または316.

4条に従ってフィニッシュタイムが割り当てられる。 
 
316.6 リザルトの計算のために、すべてのスタートおよびフィニッシュタイムは少なく

とも1/100（0.01）秒の精度で記録される。 

計算による各競技者の正味タイムは、記録されたフィニッシュタイムから記録さ

れたスタートタイムを引くことによって決められる。各スキーヤーの 終リザル

トは、計算された正味タイムを1/10（0.1）秒の精度に切り捨てて決定される。

たとえば、38:24.38は38:24.3になる。 
 
316.6.1 PWG、WCH、およびWCスプリントおよびパシュート予選ラウンドでは、スタートお

よびフィニッシュタイムは1/1000秒の精度で記録され、実際のタイムは1/100秒

の精度で決められる。 
 

たとえば、3:22.388は3:22.38になる。 
 
316.6.2 予選または前回の競技に基づくスタート時間 

 
原則 

 
原則として、決勝では、異なる障害の（異なるパーセンテージの）競技者がヒー

トを勝ち抜く同じ機会を持つものとする。 
 

これは、予選/前回の競技での勝者の計算タイムを基本タイムとして使用するこ

とによって行われる。 
 

競技者がリザルトとして基本タイムを得るために達成しなければならない実際の

タイムを算出し、それを勝者の実際のタイムに比較することによって、相対的ス
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タートタイムが計算される。 
 

決勝では、勝者よりもパーセンテージの低い競技者は勝者より前にスタートし、

勝者よりパーセンテージの高い競技者は勝者より後にスタートする。 
 

予選でのタイムは100分の1秒で計測される。スタート時間の計算は、予選の勝者

に対して相対的に行われる。ヒートのスタート時間は、1秒単位に丸められる。 
 

例： 
 

予選/前回の競技大会での勝者の実際のタイム（wR）は3:32.06であり、パーセン

テージは94%である。 
 

基本タイムBは、3:19.34である。 
 

98%の競技者（iP）の相対スタート時間は、その競技者が勝者のリザルトに相当す

るために必要な時間を引くことによって求められる。数式は、次のとおりである。 

勝者の実際のタイム（wR）から、98%の競技者（iP）が予選勝者に相当するた

めに必要なタイムを引く。 
 

iT = wR – B*100/iP = 3:32:06 – 3:19.34*100/98 = 212.06 – 19934/98 = 212.0

6 

– 203.41 = 8.65 
 

四捨五入して、9秒になる。 
 

予選のリザルトリストに基づくもう1つの例： 
 

  
 

デルタ時間（Δ）は、勝者のリザルト（調整されたタイム）に相当するために、

より早く滑走しなければならない時間（実際の時間）である。 

 
 
 

w 
DELTA = ri  − (
  
) 

pi 

ri 実際の時間（競技者i） 

w:計算された勝者のタイム 

Pi パーセンテージ（競技者i） 
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iTは、小数点第2位（四捨五入）で計算される。rTは、各競技者の相対スター

ト時間であり、1秒に四捨五入される。S1とS2は、2つのヒートのスタート時

間を示す。ヒートの 初の競技者のスタート時間は0（ゼロ）に設定され、そ

の他の選手のスタート時間はrTに応じて調整されなければならない。 

 
316.6.3 バイアスロンスプリントパシュートでのスタート時間の計算 

 
スタート時間は、 初のレースの基本時間（射撃ペナルティを含まない）に

デルタ時間と射撃ペナルティ（ 初のレースのミス1回につき20秒）を加える

ことによって計算される。（基本タイムとデルタ時間の説明については、316.

6.2の計算を参照）（バイアスロン（2日間）パシュートでは、時間ペナル

ティではなくペナルティループが 初のレースに適用され、スタート時間は

初のレースの基本タイムにのみ基づくことに注意 - 328を参照。） 
 

終レースのスタート時間は、 初のレースのリザルトの3つの要素を加える

ことによって計算される。 
 

 パーセンテージの差（% Diff.）によるスタート時間の差。 

iT = wR – B*100/iP 

 DELTA - 初のレースからの時間。 

 初のレースの射撃ペナルティ：ミスショット1回につき20秒。リザル

トは1秒単位に四捨五入される。 

初の選手が正確に0:00にスタートするように、これらの時間（四捨五入後）

のうちの 小時間がすべてのスタート時間から引かれる。この結果が、 終的

な「スタート時間」である。 
 
316.7 PWG、WCHでは、写真判定カメラが使用されなければならない。写真判定で順位

を決定できない場合、競技者は同着とされる。 
 
316.8 フィニッシュレフェリーは、競技者がフィニッシュラインを超えた順序をリス

トに記録する責任がある。フィニッシュレフェリーは、このリストを計時およ

びデータ処理主任に提出する。 
 
317 リザルト 

 
317.1 リザルトの計算 

 
317.1.1 インターバルスタート競技のリザルトは、フィニッシュ時間とスタート時間の

差から計算される。クラスが統合される場合、実際の時間に適用可能なパーセ

ンテージを掛けなければならない。 
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リザルト（計算されたタイム）は1/10秒に丸められる。 

 
スプリントヒートとパシュートスタートまたはリレー競技のリザルトは、選手

がフィニッシュラインを超えた順序に従って決定され、記録され、リザルトリ

ストには実際のタイムで記載される。写真判定による決定については、IPCNS3

16.4.3条を参照すること。 
 

リザルトリストには、勝者との時間差（1/10秒の実際の時間）が記載される。 
 
317.1.2 個人バイアスロン競技 

 
すべての個人競技では、競技者のタイムはスタートからフィニッシュまでの経

過時間に、課せられた射撃ペナルティ時間を加えたものである。 
 

レースタイムの計算には、すべての時間ペナルティが加算されるものとする。

ペナルティにはパーセンテージは使用されないものとする。 
 
317.1.3 実際の滑走時間に時間調整（時間ペナルティを除く）が加算/減算されてから、

個人のパーセンテージで計算されるものとする。 
 
317.1.4 合計カテゴリー数は、男女ごとに3つである。 

 
LW 10 – 12（シットスキー）、LW 2 – 9（立位）、B 1 – 3（視覚障害） 

 
317.1.5 3つのカテゴリーと統合クラスが使用される場合、パーセンテージシステムが

使用される。各競技者は、分類クラスまたは個人のパーセンテージに応じた

パーセンテージを持つ。 
 
317.1.6 パーセンテージシステム 

 
パーセンテージシステムは、STCによって決定され、変更されることがある。有

効なパーセンテージは、IPCノルディックスキーWebサイト http://www.paralym

pic.org/nordic-skiing/downloads からダウンロードできる。 
 
317.1.7 タイブレーカー： 

 
2名以上の競技者が同じタイムであった場合、以下のタイブレーク規則が適用さ

れるものとする。 
 
317.1.7.1 個人競技： 

 
2名以上の競技者が同じリザルト（1/10秒）であった場合、同じ順位でリザルト

リストに記載され、スタート番号が小さい競技者から順に記載される。 
 
317.1.7.2 リレー競技： 

 
写真判定に持ち込まれた立位選手（LE 2-9/B1-3）の順位は、先行する足のつま

先がフィニッシュラインの垂直面を横切った順序に従って決められる。 



IPCノルディックスキー規則および規定、2014年10月 59

 

 

 
写真判定に持ち込まれた座位選手（LW 10-12）の順位は、胴体がフィニッシュ

ラインの垂直面を横切った順序に従って決められる。 
 
317.1.7.3 スプリント競技： 

 
317.1.7.3.1 予選：予選ラウンドで2名の選手が同じリザルトになり（100分の1秒で計算され

たタイム）、次のラウンドに進む資格のある選手がいない場合、同じ順位でリ

ザルトリストに記載されるものとし、同じ量のWCポイントが与えられるものと

する。 
 

予選ラウンドで2名の選手が同じリザルトになり（100分の1秒で計算されたタイ

ム）、2名または1名だけが次のラウンドに進む資格がある場合、以下のタイブ

レーカーが順に使用されるものとする。 
 

1. 計算されたタイム：計算されたタイムの使用可能なすべての桁が使用される

ものとする。 

2. IPCNSポイント（現在のシーズン、 初の競技対価の場合は前のシーズン） 

3. 個人の優勝回数が 多（現在のシーズン、または 初の競技大会の場合は前

のシーズン） 

4. ベストリザルト（現在のシーズン、 初の競技対価の場合は前のシーズン） 

 
317.1.7.3.2 準決勝：準決勝でのタイ（「デッドヒート」）の場合、予選タイムが良かった

方の競技者が上位となる。 
 
317.1.7.3.3 決勝：決勝でのタイ（「デッドヒート」）の場合、競技者は 終リザルトで同

位となる。 

予選タイムが良かった方の競技者が上位となる。 
 
317.1.7.4 パシュート競技： 

 
317.1.7.4.1 前半のレース 

 
前半のレースで2名の選手が同じリザルトになり（100分の1秒で計算されたタ

イム）、次のラウンドに進む資格のある選手がいない場合、同じ順位でリザル

トリストに記載されるものとし、同じ量のWCポイントが与えられるものとする。

スタート番号が高い方の選手が先に記載される。 
 

前半のレースで2名の選手が同じリザルトになり（100分の1秒で計算されたタイ

ム）、2名または1名だけが次のラウンドに進む資格がある場合、以下のタイブ

レーカーが順に使用されるものとする。 
 

1. 計算されたタイム：計算されたタイムの使用可能なすべての桁が使用される

ものとする。 
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2. IPCNSポイント（現在のポイントリスト） 

3. 個人の優勝回数が 多（現在のシーズン、または 初の競技大会の場合は前

のシーズン） 

4. ベストリザルト（現在のシーズン、 初の競技対価の場合は前のシーズン） 

 
317.1.7.4.2 後半のレース：後半のレースでタイ（「デッドヒート」）になった場合、競技

者が 終リザルトに同位で記載される。前半レースのリザルトが良かった方の

競技者が上位となる。 終リザルトは実際のタイムに従って表示され、順位が

決められる。 
 
317.2 リザルトの公表 

 
317.2.1 競技後、可能な限り速やかに、非公式リザルトリストが公式掲示板に掲示され、

発表時間が注記される。 
 
317.2.2 公式リザルトリストには、競技者の 終順位、スタート番号、クラス、パーセ

ンテージ、中間タイム、実際のタイム、ミスショット回数、計算されたタイム、

およびデルタ時間が記載されなければならない（該当する場合。317条を参

照）。スキーの走法、競技者数、スタートしたがフィニッシュしなかった競技

者の数、失格になった競技者、書面による制裁、タイムペナルティ、コースの

技術的詳細、長さ、HD、MC、TC、気象、温度データ、およびジュリーの編成。 
 
317.2.3 ラテン文字が使用されていない国では、情報とリザルトはラテン文字でも表示

されるべきである。 
 
317.2.4 競技セクレタリーとTDは、公式リザルトリストが正しいことを確認して署名す

る。 
 
317.2.5 各競技者のパーセンテージは、すべてのエントリーリスト、スタートリスト、

およびリザルトリストに記載されなければならない。 
 
317.2.6 非公式および公式のスタートリストとリザルトリストには、各視覚障害選手の

ガイドのラストネームとファーストネームのイニシャルが記載されるものとす

る。 
 


