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D. 競技者とチーム役員の責任 
 
341 競技者の要件 

 
341.1.1 競技者の年齢：203.6上を参照。 

 
341.1.2 B1選手については、ガイドが義務付けられる。B2およびB3選手についても、ガ

イドが許される。競技者は、ガイドが事故に遭った場合、または競技者につい

ていけなくなった場合には、競技中にガイドを変更できる。 
 
341.1.3 ガイドの役割は、視覚障害競技者の安全に責任を持つことである。同じトラッ

クで視覚障害競技者を誘導または追随し、あるいは平行トラックに沿って滑走

して、競技者が他のスキーヤーを妨害しないようにする。（妨害規則343.9は

ガイドにも適用される。） 
 
341.1.4 ガイドは、競技を規定するすべての規則に関して、競技者と同じに扱われる。 

 
341.2 IPCNSポイントシステム 

 
341.2.1 IPCNSポイントは、PWG、WCH、およびワールドカップ競技大会の参加資格の設

定、グループ分け、およびスタートリストの作成に使用される。 

IPCNS208条を参照すること。 

342 健康診断 
 
342.1 健康状態 

 
342.1.1 エントリーする競技者の健康については、各国連盟が責任を負う。医療および

救護サービス主任は、競技者の団長、競技者、またはIPC維持委員会代表者の

要請があった場合のみ、健康診断を行う（IPCNS223条を参照）。 
 
342.1.2 クラス分け： 

 
クラス分けに関するすべての規則およびガイドラインは、IPCノルディックス

キーWebサイトで公開されている「IPCノルディックスキークラス分けガイド」

で規定されている。 

 
 
343 競技者（ガイドを含む）の責任 

 
343.1 すべての練習および競技状況において、選手はコースコンディション、見通し、

混雑状況などを考慮して、注意深く行動しなければならない。 
 
343.1.1 ガイド：安全上の理由から、ガイドはトラックの特定のセクション（IPCNS311.

4.4条に従って明確にマーキングされるものとする）でBクラス選手を（片腕ま

たは一方のスティックで）保持することが許される。 
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343.1.2 ガイドは音声のみで行われなければならない。ガイドと競技者の間の無線通信

は許される。ガイドは拡声器を使用してもよい。その他の通信手段は許されな

い。拡声器が他の競技者を妨げてはならない。 
 
343.1.3 レース中のガイドと視覚障害競技者との身体的接触は許されない（保持ゾーン

を除く。IPCNS311.4.4条を参照）。下り坂セクションでも、競技者を保持した

り、引き止めたり、引っ張ったりすることは禁止されている。転倒後にガイド

または進行係が選手にスキーやスティックを手渡すことはできる。 
 
343.1.4 IPCNS公認競技大会では、クラスB1のすべての競技者は、IPCノルディックス

キー技術委員会によって承認された自身の不透明なシェードまたは眼鏡を着用

しなければならない。眼鏡は、競技者が光を見ることができないように着用さ

れなければならない（内部が暗くなければならない）。B1選手の眼鏡が承認さ

れなかった場合は、IPCノルディックSTCが競技期間中、眼鏡を提供する（入手

可能な場合）。 
 
343.2 すべての練習および競技状況において、選手は常に競技コースの方向に滑走し

なければならない。 
 
343.3 競技者はジュリーまたはOCの指示（コース開放時間、ビブの着用、練習、ス

キーのテストなど）に従って、競技前、競技中、および競技後のコース、スタ

ジアム、およびチーム準備エリアの秩序を保たなければならない。 
 
343.4 競技者は、適切な時間にスタートに到着し、スタートする責任がある。 

 
343.5 トランスポンダーまたはGPSが使用される場合、競技者はこの装置を装着しな

ければならない。 
 
343.6 競技者は、スタートからフィニッシュまでマーキングされたコースを正しい順

序で滑走しなければならず、すべてのコントロールポイントを通過しなければ

ならない。 
 
343.6.1 競技者が間違ったセクションを滑走した場合や、マーキングされたコースから

外れた場合には、間違えた地点まで戻らなければならない。そのためには、競

技者は正しい滑走方向とは逆方向に滑走しなければならない場合があり、その

際、他の競技者を妨害したり、危険にさらしたりすることがないようにする全

責任を負うものとする。タイムや順位での優位が得られず、他の競技者を妨害

しない限り、間違いを犯したことについてペナルティが課せられることはない。 
 
343.7 競技者は自身の推進力のみを使用して、全距離をスキーを装着したまま走破し

なければならない。 
 
343.7.1 LW 10-12クラスの競技者が転倒した場合、トラックに戻るために役員または

コーチの支援を受けてもよい。同じ場所からレースに復帰しなければならない。 
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343.7.2 LW 10-12の選手が競技中に片足または両足でスレッジを漕いだり、ブレーキを

掛けることは許されない。 
 
343.8 クラシカル走法の競技では、競技者はクラシカル走法のみを使用しなければな

らない。 
 
343.9 すべての競技において、妨害は許されない。この行為は、故意に競技者を妨げ、

ブロックし（ベストラインを取らずに進行を妨げること）、身体の一部または

スキー用具でぶつかり、または押すこととして定義される。 
 
343.10 追い越し 

 
343.10.1 インターバルスタート競技では、追い越される競技者は最初の要求でコースを

譲らなければならない。 
 

これは、2つのトラックがあるクラシカル走法のコースでも、また、追い越され

るスキーヤーがスケーティング動作を制限しなければならないようなフリー走

法のコースでも適用される。 
 
343.10.2 他のすべての競技では、追い越しが行われる際、競技者はいかなる妨害も行っ

てはならない。 
 

妨害せずに正しく追い越す責任は、追い越す側のスキーヤーにある。追い越す

スキーヤーは、追い越されるスキーヤーのスキーの前に自分のスキーが出てか

らベストラインを取らなければならない。 
 
343.11 マーキングされたコリドーがある区間では、競技者はコリドーを選ばなければ

ならない。IPCNS343.9条に反しない限り、競技者は選んだコリドーを変更して

もよい。選手/ガイドは、他のチームの妨害を避けるために、自分のガイド/選

手と同じコリドーを滑走しなければならない。 
 
343.12 用具の交換 

 
343.12.1 すべての競技において、スティックを交換してもよい。 

 
343.12.2 スキーの交換は、以下の場合のみ可能である。 

 
 スキーまたはビンディングが破損した場合。用具の破損は、競技後に

ジュリーに証明されなければならない。 

 用具交換ボックス（ピットボックス）が設置されている競技。 
 
343.12.3 スキー交換の場合、競技者はトラックの外で交換しなければならない。 

選手はチーム役員のサポートを受けることが

できる。 
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343.12.4 長距離競技でスキー交換ボックス（ピットボックス）が用意されているときに

は、競技者はピットボックスエリアを通過するときに、いつでもスキーを交換

することができる。交換ボックスで2名の役員が自国の選手を支援できる。

ジュリーは、必要な場合、大きなチームが交換ボックスに追加の役員を配置す

ることを許す場合がある。 
 

343.12.5 スキー交換ボックス（ピットボックス）が設置されている場合、ボックスへの

アクセスコリドーでの追い越しは、ボックスから遠い外側からの追い越しのみ

が許される。 
 
343.12.6 競技中に競技者のスキーにワックスを塗ったり、削り落としたり、クリーニン

グを行うことは禁止されている。例外：クラシカル走法の競技では、競技者は

スキーから雪と氷を取り除くためにワックスを削り落として、必要な場合は

ワックスを塗り足してもよい。この際、競技者は手動ツールまたは材料のみを

使用し、トラックの外で、他の人からの補助を受けずに行わなければならない。

（LW 5/7およびB1-3の選手はチーム役員のサポートを受けることができる。）

整備されたコースやその近くに枝、ツール、または材料を置いてはならない。 
 
343.13 ラッピング 

 
343.13.1 パシュート競技とリレー競技では、周回遅れになった競技者またはチームは、

競技役員から競技の中止を支持されることがある。すべての競技において、競

技者またはチームの最終リザルトでの順位は、最後の中間計時ポイントでの順

位に従って決定される（タイム表記なし）。ジュリーは、すべてのチームが競

技を終えるように決定できる。 
 
343.14 コートと選手の間または選手間の無線通信をサポートする通信機器を競技中に

使用することは許されない。ガイドと競技者の間の無線通信は許される。 
 
343.15 競技者は競技役員の指示に従わなければならない。 

 
343.16 競技者はすべての維持規則を順守しなければならない（221を参照）。 

 
343.17 ペナルティループの滑走 

 
ショットペナルティがペナルティループであるすべての競技では、競技者は射

撃ラウンドの直後に、標的をミスした回数だけループを滑走しなければならな

い。 
 
343.18 責任 

 
競技者は、射撃ラウンドの直後に必要な回数だけペナルティループを滑走する

責任がある。後でペナルティループを滑走することは許されない。 
 
343.19 ペナルティループの誤り 
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競技者が、主催者の誤りまたは標的の誤作動のために、ペナルティループを多

く回りすぎた場合、競技ジュリーは適切な差引タイムを決定するものとする。 
 
344 役員およびその他の関係者の責任 

 
344.1 必要な場合、ジュリーは、コースや競技の秩序を維持するために、役員、メ

ディア、サービススタッフ、およびその他の非競技者について特別規則を発行

する。 
 
344.2 コースの秩序と管理のために、以下の原則が適用される。 

 
 スタート5分前から後走者が通過するまで、すべての役員、コーチ、非

競技者、および許可を受けたその他の者は、コースをスキーで滑走する

ことは許されない。競技中、これらの者はコースサイドの決められた場

所に、スキーを外して立っていなければならない。 

 中間タイムと情報を競技者に伝えるとき、役員、コーチ、およびその他

の者は、競技者の横を30m以上走ってはならない。 

 この作業を行うとき、役員およびその他の者は、競技者を妨害しないよ

うに注意しなければならない。 

 競技者に飲食物を渡す際、コーチは競技者を妨害しないように注意しな

ければならない。 
 
344.3 鮮明なテレビ画像を得るため、また、安全上の理由から、競技コースの一部を

閉鎖して、競技に参加する競技者以外の立ち入りを禁止する場合がある。ジュ

リーは、競技前と競技中に、競技コースの一部で競技者がスキーテストと

ウォーミングアップを行うことを許すことができる。特別なビブを着用した選

手とサービススタッフは、競技コースのこれらの部分をスキーで滑走できる。 
 
344.4 スキー競技コースでのワックステストとウォーミングアップは、常に競技コー

スの方向で行われなければならない。競技コースでスキーテストを行う者は、

コース上の他の人々の安全とコース整備を考慮しなければならない。競技中ま

たは公式練習中に、スキーテスト用の電子計時装置をコース上で使用すること

は許されない。 
 
344.5 パーセンテージ制を含め、医事および技術的クラス分けシステムの評価と発展

のために、IPCノルディックスキーSTCは、すべてのIPCNS競技大会において、必

要に応じて、医事および技術的クラス分けのときと、練習および競技中に選手

を録画する許可を与える権限を持つ。 
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E. スタートの不許可と制裁 
 
351  スタートの不許可 

 
以下の競技者は、IPCノルディックスキー競技でのスタートを許されない。 

 
351.1 衣類および用具にわいせつな名称および/または記号を付けている者（206.7

条）、またはスタートエリアでスポーツマンらしからぬ振る舞いをした者（20

5.5条）。 
 
351.2  用具（224条）および商業マーキングに関して、IPCNS規則に違反している者。 

 
351.3  IPCが要求した健康診断を受けることを拒否した者（221.2条）。 

 
351.4 競技者が実際に競技でスタートした後で、これらの規則に違反しているとジュ

リーが判断した場合には、ジュリーは競技者に制裁を与えなければならない。 
 
352 制裁 

 
352.1 手順 

 
規則違反が発生したときには、ジュリーは協議し、以下のことを考慮して適切

な制裁を決定しなければならない。 
 

 特殊な状況 

 違反者の利益または優位 

 他の競技への悪影響 

 最終リザルトまたは中間リザルトへの影響（スプリントヒートまたは

ボーナススプリント） 

 選手の抗弁 

 競技のレベル 

 競技者の年齢と経験 

 IPCNSジュリー決定表およびジュリー業務ガイドライン 
 
352.2 失格 

 
352.2.1 失格は、重大な違反と、競技の最終リザルトに明らかな影響がある違反につい

てのみ使用されるべきである（225.3.3を参照）。 
 
352.2.2 さらに、以下の場合、競技者は自動的に失格とされるべきである。 

 
 偽って競技に参加した場合（正しくないビブ、正しくない氏名、性別、

カテゴリーなど） 

 人や物の安全を脅かし、または実際に負傷や損害を与えた場合 
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 フェアプレーまたはスポーツマンらしい振る舞いの原則に対する重大な

違反を犯した場合 

 正しい走法の使用に違反した場合 

 意図的に妨害した場合（シューティングレンジを含む） 

 チームスタッフまたは競技中でない自チームの選手から禁じられている

支援を受けた場合（条を参照） 

  検査を受けていないライフルで競技に参加した場合 

 検査済みの用具またはライフルを（禁じられている方法で）改造した場

合 

 競技のスタートリストで割り当てられていないスタート番号またはス

タート番号シーケンスカラーで競技に参加した場合。これが意図的で

あったか、選手またはチームの誤りであったかを問わない。 

 射撃ステージで5回を超えて発砲した場合。 

 割り当てられたシューティングレーンを使用しなかった場合や、そこか

ら射撃を行わなかった場合 

 警告後も、正しくない射撃位置またはシューティングレーン内の正し

くない位置にとどまった場合 

 射撃の安全規則に違反した場合 
 

1. 射撃は、公式に許可された時間に、シューティングレンジでのみ許

されるものとする。ライフルを持って移動することは、人を危険に

さらしたり、他の人に危険であると思わせる恐れがあるため、禁止

される。 

2. 射撃ステージの始めから終わりまで、銃口は射座の前端（火線）に

なければならない。 

3. 常に、競技者は自分の行為とライフルの安全に責任を負うものとす

る。 

4. ライフルのローディングとアンローディングは、バレルが標的の方

向または上を指している状態でのみ行うことができる。弾丸が入っ

たマガジンをライフルに挿入することも、ローディング手順の一部

である。 

5. すべての射撃は、標的のみに照準を合わせて発射されなければなら

ない。 
 
352.2.3 同一シーズン中に2回目の書面譴責を受けた競技者は、自動的に失格になる。

シーズン中に受けた書面譴責は、WCHおよびPWG期間中は無効である。WCHまた

はPWG中に受けた書面譴責は、シーズン終了まで有効である。 
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352.2.4 ステージイベント（パシュート競技など）では、通常なら失格にな

るような初期ステージでの違反に対して、代わりにタイムペナルティを課すこ

とができる。失格にするか、タイムペナルティを課すかは、ジュリーが決める。 
 
352.2.5 失格後、訂正されたリザルトリストに競技者の氏名がDSQ（失格）として記載

され、タイムは記載されてはならない。 
 
352.2.6 スプリントおよびチームスプリント競技では、違反により失格となり、その違

反のために別の競技者（またはチーム）が次のラウンドに進出できなくなった

場合、ジュリーは競技者（またはチーム）が次のラウンドに進出するのを許す

ことができる。この場合、その競技者またはチームは最も不利なスタート位置

からスタートする。 
 
352.3 競技停止 

 
352.3.1 競技停止処分は、スプリントヒート時の違反にのみ使用される。 

 
352.3.2 スプリント競技では、競技停止は、競技者がヒートの最下位となり、ラウンド

の最下位となることを意味する（決勝では6位、準決勝では12位、準々決勝で

は30位）。 
 
352.4 タイムペナルティ 

 
352.4.1 フライングはタイムペナルティによって制裁されるべきである。 

 
352.4.1.1 インターバルスタート競技またはスプリント予選では、フライングは最小15秒

のタイムペナルティによって制裁される（競技者の計算タイムに最小15秒のペ

ナルティが加算される）。 
 
352.4.1.2 パシュートスタートの競技では、フライングは実際のスタート時間と提示され

たスタート時間との時間差に最小30秒のペナルティを加算したタイムペナル

ティによって制裁されるべきである。 

 
 
352.4.2 リレー競技でのフライングは、最終リザルトに最小30秒のタイムペナルティを

加算することによって制裁されるべきである。 
 
352.4.3 バイアスロンでのペナルティ： 

2分ペナルティ 

以下の場合、選手またはチームに2分のペナルティが課されるものとする。 
 

 射撃ペナルティの結果として、選手が伏射の直後にペナルティループを

回らなかった回数ごと。 

 選手が5発すべての射撃を終える前にスキー滑走を再開した場合、射撃

しなかったラウンド数ごと。 
 
352.5 書面譴責 
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352.5.1 書面譴責は、違反者にとって明らかな有利とならないような規則違反について

使用されるべきである。 
 
352.6 口頭譴責 

 
352.6.1 口頭譴責は、競技者の走法または行為が規則違反にきわめて近いことを警告す

るためにのみ使用されるべきである。 
 
352.7 罰金 

 
352.7.1 認定登録者には罰金を科すことができる。 

 
352.7.2 罰金処分は、広告および商業マーキング規則の違反、軽微なコース内の違反、

コーチまたはチームメンバーによる安全違反、およびスキーテストとウォーミ

ングアップ時の制約違反について使用されるべきである。 
 
352.7.3 競技者については、罰金と書面譴責が同時に課せられることがある。 

 
 
 

F. 抗議と上訴 
 
361 抗議 

 
361.1 抗議の種類 

 
361.1.1 競技者の出場資格または競技用具についての抗議。 

 
361.1.2 コースまたはコースのコンディションについての抗議。 

 
361.1.3 競技中の他の競技者や役員に対する抗議。 

 
361.1.4  計時結果についての抗議。 

 
361.1.5 ジュリーの決定についての抗議。325.6.2および326.6.2の例外も参照すること。 

 
361.1.6  競技大会後の記載ミスまたはIPCNS規則違反についての抗議。 

 
361.2 提出場所 

 
さまざまな抗議は、以下のように提出されるものとする。 

 
361.2.1 310～344.4条に従った抗議は、公式掲示板で指定された場所または団長会議で発

表された場所に提出する。 
 
361.2.2 競技大会後の記載ミスまたはIPCNS規則違反に関する抗議は、競技大会後1か月以

内に、競技者が所属する各国スキー連盟を通じてIPCNS事務局へ書留郵便にて送

付されなければならない。 
 
361.3 提出期限 

 
361.3.1 競技者の出場資格についての抗議 
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 ドローの前 
 
361.3.2 コースまたはコースのコンディションについての抗議 

 
 公式練習の終了後15分以内 

 
361.3.3 他の競技者または競技者の用具についての抗議、または競技中の役員の不法行為

についての抗議 
 

 非公式リザルトリストの掲示後15分以内 
 
361.3.4 計時についての抗議 

 
 非公式リザルトリストの掲示後15分以内 

 
361.3.5 制裁以外のジュリーの決定についての抗議 

 
 非公式リザルトリストの掲示後15分以内 

 
361.3.6 競技大会後の記載ミスまたはIPCNS規則違反についての抗議 

 
 競技大会後1か月以内 

 
361.4 抗議の書式 

 
361.4.1 抗議は書面で提出されるものとする。 

 
361.4.2 抗議には詳細な裏付けが必要である。証明が提出されなければならず、あらゆる

証拠が含まれていなければならない。 
 
361.4.3 抗議の提出時には、100ユーロまたは別の有効な通貨での相当額が供託されなけ

ればならない。抗議が認められた場合、この供託金は返還される。抗議が認めら

れなかった場合には、IPC口座に入金される。 
 
361.4.4 ジュリーによる決定が発表される前に、抗議者は抗議を取り下げることができる。

この場合、供託金が返還されなければならない。 
 
361.4.5 期限までに提出されなかった抗議、または供託金が添えられていない抗議は受理

されない。 
 
361.5 認可 

 
以下の者が抗議を提出できる。 

 
 各国スキー連盟 

 団長 
 
361.6 ジュリーによる抗議の決裁 

 
361.6.1 ジュリーは、事前に決められた場所と時間（変更され、発表された場所と時間）

に集合して、抗議について協議する。 
 
361.6.2 抗議についての投票には、ジュリーメンバーのみが参加する。TDが議事進行を務
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める。議事録が記録され、投票権を持つジュリー全員が署名する。 
 

決定には、出席人数ではなく、投票権を持つジュリーメンバーの過半数が必要で

ある。 

同票の場合は、TDの票が決定権を持つ。 
 

証拠の公平な評価という原則が守られる。決定の根拠となる規則は、規律の維持

を考慮した公正な手続きが保証されるように適用され、解釈されるものとする。 
 
361.6.3 決定は、議事終了後ただちに公式掲示板に公表時間を記して掲示されることに

よって公表されなければならない。 
 
362 上訴 

 
362.1 上訴権、タイムライン、および上訴手続は、227条に記載されている。 
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