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（公財）日本自転車競技連盟競技規則集改訂事項一覧表概要説明
2018 年版 JCF 競技規則集の改訂につき，UCI 規則に準拠して案を作成し，次ページより一覧表といたし
ました．
今回の改訂作業では，下記の UCI 規則の改訂を反映いたしました：
第1部
第2部
第3部
第4部
第5部
第6部
第 6 部 bis
第7部
第8部
第8部
第9部
第 10 部
第 11 部
第 12 部
第 13 部
第 14 部
第 15 部
第 16 部

スポーツとしての自転車競技組織
ロード・レース規則
トラック・レース規則
マウンテンバイク規則
シクロクロス規則
BMX 規則
BMX フリースタイル規則
トライアル規則
室内自転車競技規則・サイクルサッカー
室内自転車競技規則・サイクルフィギュア
世界選手権大会規則
大陸選手権大会規則
オリンピック競技大会規則
懲戒および手続き規則
スポーツの安全と健康状態
アンチドーピング規則
サイクリング･フォア･オール規則
パラサイクリング規則

2018 年 01 月 01 日版
2018 年 03 月 01 日版
2018 年 03 月 05 日版
2018 年 01 月 01 日版
2017 年 06 月 28 日版
2018 年 01 月 01 日版
2018 年 02 月 01 日版
2017 年 02 月 02 日版
2018 年 01 月 01 日版
2018 年 01 月 01 日版
2018 年 03 月 05 日版
2018 年 03 月 05 日版
2018 年 04 月 03 日版
2017 年 07 月 01 日版
2013 年 02 月 01 日版
2015 年 01 月 01 日版
2016 年 01 月 01 日版
2017 年 11 月 21 日版

次ページ以降に，2017 年版と 2018 年版の対照表を示しますのでご覧ください．

注： 2018 年版の表紙色は黄色系統となります．
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（公財）日本自転車競技連盟競技規則集改訂事項一覧表
条項

第３章

2017 年版

2018 年版

競技者の装備

７．(2) リーダー・ジャージ
リーダー・ジャージ
ステージ・レースにおける部門別リーダー・ジャージは，UCI 登録 ステージ・レースにおける部門別リーダー・ジャージは，UCI 登録
チーム，チーム，ナショナル・ジャージ，世界選手権者のジャー チーム，チーム，ナショナル・ジャージ，世界選手権者のジャー
ジ，日本選手権者のジャージ，ワールドカップのジャージとまった ジ，日本選手権者のジャージ，ワールドカップのジャージとまった
く異なっていなければならない．
く異なっていなければならない．
個人総合首位者のジャージを設定することを義務付ける．
個人総合首位者のジャージを設定することを義務付ける．
リーダー・ジャージにおける広告の権利は競技主催者にある．
リーダー・ジャージにおける広告の権利は競技主催者にある．
ジャージの上部の前後の高さ 32cm・幅 30cm の長方形のうち， ジャージの上部の前後の高さ 32cm・幅 30cm の長方形のうち，
その下部 22cm の白色部にはチーム，都道府県等選抜チームの その下部 22cm の白色部にはチーム，都道府県等選抜チーム
スポンサーを表示できる．水平の上部長方形部分はえりの下端 のスポンサーを表示できる．水平の上部長方形部分はえりの下
に一致する．この規定は，リーダー用のワンピース・ジャージにも 端に一致する．この規定は，リーダー用のワンピース・ジャージ
適用するが，ワンピースの下半（パンツ部）の各脚の 9cm 幅の垂 にも適用するが，ワンピースの下半（パンツ部）の各脚の 9cm 幅
直の帯にはチームのスポンサーを表示できる．
の垂直の帯にはチームのスポンサーを表示できる．
製造者のロゴは，ジャージまたはワンピースの１ヶ所に認められ 製造者のロゴは，ジャージまたはワンピースの１ヶ所に認められ
る．
る．
リーダー･ジャージの着用者は，そのジャージに調和した色彩の リーダー･ジャージの着用者は，そのジャージに調和した色彩の
パンツを着用する権利を持つ．
パンツを着用する権利を持つ．
タイムトライアル・ステージでは，主催者がリーダー用のエアロダ タイムトライアル・ステージでは，主催者がリーダー用のエアロダ
イナミックス・ジャージまたはワンピースを用意していない場合 イナミックス・ジャージまたはワンピースを用意していない場合
は，リーダーは所属する UCI 登録チームかチームのものを着用 は，リーダーは所属する UCI 登録チームかチームのものを着用
してもよい．
してもよい．
アンチ・ドーピング委員会が，UCI アンチ・ドーピング規則条項
204 に述べられる再検討後に，当該競技者がアンチ・ドーピング
違反を犯していたと断言した場合，直ちに，彼が完全に無罪とさ
れるまで，リーダー・ジャージの着用は差し止められる．
(4) 国内選手権保持者のジャージ
国内選手権保持者のジャージ
国内選手権保持者のジャージとそのデザインは本連盟固有の財 国内選手権保持者のジャージとそのデザインは本連盟固有の
産である．
財産である．
ロード，トラック，シクロクロス，マウンテンバイク，BMX，トライア ロード，トラック，シクロクロス，マウンテンバイク，BMX，トライア
ルおよび室内自転車競技の国内選手権者はそのタイトルを得た ルおよび室内自転車競技の国内選手権者はそのタイトルを得
種目，部門，カテゴリにおける全競技大会においてそのジャージ た種目，部門，カテゴリにおける全競技大会においてそのジャー
を着用しなければならないが，他の競技では着用できない．この ジを着用しなければならないが，他の競技では着用できない．こ
規則の目的に照らし，チーム・タイムトライアルは個人タイムトラ の規則の目的に照らし，チーム・タイムトライアルは個人タイムト
イアルと同等に扱う．6 日間競走においては，マディソンの国内 ライアルと同等に扱う．6 日間競走においては，マディソンの国
選手権者は 2 人ともに参加する場合でなくても選手権者のジャ 内選手権者は 2 人ともに参加する場合でなくても選手権者のジ
ージを着用しなければならない．
ャージを着用しなければならない．
国内選手権を保持しなくなった競技者は，国内連盟の定める技 国内選手権を保持しなくなった競技者は，国内連盟の定める技
術的細目に従って，そのジャージの襟と袖口およびパンツの裾 術的細目に従って，そのジャージの襟と袖口およびパンツの裾
にその国の色の縁飾りを付けることができる．しかしながら，そ にその国の色の縁飾りを付けることができる．しかしながら，そ
のジャージは国内選手権を得た種目，部門においてのみ着用で のジャージは国内選手権を得た種目，部門においてのみ着用で
き，他の競技では着用できない．UCI アンチ・ドーピング委員会 き，他の競技では着用できない．
が，アンチ・ドーピング規則条項 204 に述べられる再検討後に， 国内選手権者のジャージは走路上，表彰式，記者会見，テレビ･
当該競技者がアンチ・ドーピング違反を犯していたと断言した場 インタビュー，サイン会および良好なプレゼンテーションを要する
合，直ちに，彼が完全に無罪とされるまで，国内選手権者のジャ その他の機会においては着用されなければならない．
ージまたはナショナル・カラーの縁取りをつけたジャージの着用
は差し止められる．
国内選手権者のジャージは走路上，表彰式，記者会見，テレビ･
インタビュー，サイン会および良好なプレゼンテーションを要する
その他の機会においては着用されなければならない．

第１０条 （ユニフォーム）
３． 審判員は，競技者のジャージ，パンツ，キャップなどの広
告に関する規則が順守されているかどうかを常に監督す
る．規則違反の場合，審判員は出走を拒否できる．そして
その旨を主催者を通じて本連盟に通知するものとする．

（ユニフォーム）
審判員は，競技者のジャージ，パンツ，キャップなどに関
する規則が順守されているかどうかを常に監督する．規
則違反の場合，審判員は出走を拒否できる．そしてその
旨を主催者を通じて本連盟に通知するものとする．
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第４章

ゼッケン（ナンバー・カード）

第１２条 （ゼッケン（ナンバー・カード））
５. 外形寸法，文字寸法等は以下のとおりとする．

（ゼッケン（ナンバー・カード））
外形寸法，文字寸法等は以下のとおりとする．

フレーム・プレート
ハンドルバ ハンドルバ ハンドルバ
ボディ・ナ ハンドサイクルの
ー
ー
ー
肩番号
ンバー ヘルメット･ステッカ
番号
番号
番号
ー
(BMX)
(MTB) (トライアル)
9 cm
11 cm
20 cm
18 cm
11 cm
高さ 18 cm
16 cm
13 cm
12 cm
25 cm
18 cm
16 cm
幅
6 cm
7 cm
10 cm
8 cm
10 cm
字高 10 cm
0.8 cm
0.8 cm
1.5 cm
1.5 cm
1.5 cm
字幅 1.5 cm
上部または下部
下部に
下部に
下部に 上部およ
下部に
に
広告 高さ 6cm
高さ2cmま 高さ 6cm ま び下部に 高さ 2.5cm
11×2cm の長方
まで
で
で
4cm 高さで
まで
形

第７章

ロード・レース・コース

第２３条 （ロード・レース・コース）
５. フィニッシュ地点の手前に，競技管理に必要なコミセール・カー，
公式ドクター・カー，最小１分以上集団より先行している優勝者の
チームカー，サグワゴン以外の一切の車両（オートバイを含む）
のための迂回路を設けなければならない．

第８章

フレーム・プレート
ハンドルバ ハンドルバ ハンドルバ
ボディ・ナ ハンドサイクルの
ー
ー
ー
肩番号
ンバー ヘルメット･ステッカ
番号
番号
番号
ー
(BMX)
(MTB) (トライアル)
9 cm
9 cm
20 cm
18 cm
11 cm
高さ 18 cm
7 cm
16 cm
13 cm
25 cm
18 cm
16 cm
幅
5 cm
6 cm
10 cm
8 cm
10 cm
字高 10 cm
0.8 cm
0.8 cm
1.5 cm
1.5 cm
1.5 cm
字幅 1.5 cm
上部または下部 下部および
下部に
下部に 上部およ
下部に
に
上部に
広告 高さ 6cm
高さ 6cm ま び下部に 高さ 2.5cm
11×2cm の長方 1.5cm 高さ
まで
で
4cm 高さで
まで
形
で

（ゼッケン（ナンバー・カード））
フィニッシュ地点の手前に，競技管理に必要なコミセール・カー，
公式ドクター・カー，サグワゴン以外の一切の車両（オートバイを
含む）のための迂回路を設けなければならない．

競技種目

第２８条 （ロード・レース種目）
２． 参加者数の基準．
① ロード・レースにおける参加者数は 200 名に制限する．

（ロード・レース種目）
参加者数の基準．
ロード・レースにおける参加者数は下表の人数を限度とする．
カテゴリ
オリンピック競技大会
世界選手権大会
大陸選手権大会
大陸競技大会
地域競技大会
国内選手権大会
UCI ワールドツアー
UCI 女子ワールドツアー
女子エリート
UCI ヨーロッパ･ツアー
UCI アメリカ･ツアー
UCI アジア･ツアー
UCI オセアニア･ツアー
UCI アフリカ･ツアー
国内競技日程

最大数

200

176

UCI 規則の他の条項による最少スタート人数を損なうことなく，ロ
ードレースの最少スタート競技者数は，下表による．
カテゴリ

クラス
1.HC
2.HC

UCI ヨーロッパ･ツアー
UCI アメリカ･ツアー
UCI アジア･ツアー
UCI オセアニア･ツアー
UCI アフリカ･ツアー
その他競技大会

３． ワンデイ・ロード・レース
ワンデイ・ロード・レースの最大距離は以下のとおり．
クラス

カテゴリ

オリンピック競技大会および男子エリート
世界選手権大会
女子エリート
男子 U23
男子ジュニア
女子ジュニア
パラサイクリング国際競技B 男子
大会
B 女子
C5 男子
C4 男子
C3 男子
C2 男子
C1 男子
C5 女子
C4 女子
C3 女子

距離

最小数
150
120

1.HC, 2.HC

120

-

限度なし

ワンデイ・ロード・レース
ワンデイ・ロード・レースの最大距離は以下のとおり．
クラス

カテゴリ

距離

250 - 280 km
130 - 160 km
160 - 180 km
120 - 140 km
60 - 80 km

オリンピック競技大会および男子エリート
世界選手権大会
女子エリート
男子 U23
男子ジュニア
女子ジュニア

250 - 280 km
130 - 160 km
160 - 180 km
120 - 140 km
60 - 80 km

最大 120 km
最大 100 km
最大 100 km
最大 100 km
最大 100 km
最大 75 km
最大 75 km
最大 75 km
最大 75 km
最大 75 km

パラサイクリング国際競技B 男子
大会
B 女子
C5 男子
C4 男子
C3 男子
C2 男子
C1 男子
C5 女子

最大 120 km
最大 100 km
最大 100 km
最大 100 km
最大 100 km
最大 75 km
最大 75 km
最大 75 km
最大 75 km
最大 75 km
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C4 女子
C3 女子
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C2
C1
T2
T1
T2
T1

女子
女子
男子
男子
女子
女子

最大
最大
最大
最大

60 km
60 km
40 km
30 km

C2
C1
T2
T1
T2
T1

最大 30 km
最大 30 km

H5 男子
最大 80 km
H4 男子
最大 80 km
H3 男子
最大 80 km
H2 男子
最大 60 km
H1 男子
最大 60 km
H5 女子
最大 80 km
H4 女子
最大 60 km
H3 女子
最大 60 km
H2 女子
最大 50 km
H1 女子
最大 50 km
大陸選手権大会
男子エリート
最大 240 km
男子 U23
最大 180 km
女子エリート
最大 140 km
男子ジュニア
最大 140 km
女子ジュニア
最大 80 km
地域競技大会
男子エリート
最大 240 km
男子 U23
最大 180 km
女子エリート
最大 140 km
男子ジュニア
最大 140 km
女子ジュニア
最大 80 km
UCI ワールドツアー
男子エリート 距離はプロフェッショナル自転
車競技評議会が決定する
UCI コンチネンタル･サーキ男子エリート 1.HC 最大 200 km*
ット
男子エリート 1.1
最大 200 km*
男子エリート 1.2
最大 200 km
1.2
男子 U23
最大 180 km
世界
女子エリート WWT 最大 160 km
女子エリート 1.HC 最大 140 km
女子エリート 1.1
最大 140 km
女子エリート 1.2
最大 140 km
世界
男子ジュニア 1.Ncup 最大 140 km
男子ジュニア 1.1
最大 140 km
世界
女子ジュニア 1.1
最大 80 km

女子
女子
男子
男子
女子
女子

最大
最大
最大
最大

60 km
60 km
40 km
30 km

最大 30 km
最大 30 km

H5 男子
H4 男子
H3 男子
H2 男子
H1 男子
H5 女子
H4 女子
H3 女子
H2 女子
H1 女子
大陸選手権大会
男子エリート
大陸競技大会，
男子 U23
地域大会および国内選手女子エリート
権大会
女子 U23
男子ジュニア
女子ジュニア

最大 80 km
最大 80 km
最大 80 km
最大 60 km
最大 60 km
最大 80 km
最大 60 km
最大 60 km
最大 50 km
最大 50 km
最大 240 km
最大 180 km
最大 140 km
最大 120 km
最大 140 km
最大 80 km

UCI ワールドツアー

男子エリート 距離はプロフェッショナル自転
車競技評議会が決定する
UCI コンチネンタル･サーキ男子エリート 1.HC 最大 200 km*
ット
男子エリート 1.1
最大 200 km*
男子エリート 1.2
最大 200 km
1.2
男子 U23
最大 180 km
世界
女子エリート WWT 最大 160 km
女子エリート 1.HC 最大 140 km
女子エリート 1.1
最大 140 km
女子エリート 1.2
最大 140 km
世界
男子ジュニア 1.Ncup 最大 140 km
男子ジュニア 1.1
最大 140 km
世界
女子ジュニア 1.1
最大 80 km

６． ステージ・レース
ステージ・レース
(5) ステージ・レースの最大期間／距離はUCI規則に基づき以下に ステージ・レースの最大期間／距離はUCI規則に基づき以下に
よる
よる
競技日程

1 日平均 ステージ 個人タイムトライアル チームタイムトライアル
最大距離 最大距離
最大距離
最大距離

男子 エリート +
U23
（クラス
HC,1,2）
アンダー23
（クラス 2）

競技日程

1 日平均 ステージ 個人タイムトライアル チームタイムトライアル
最大距離 最大距離 最大距離
最大距離

男子 エリート +
U23
180
240
60
60
（クラス
HC,1,2）
40
50
アンダー23
150
180
ハーフ・ステージ：15 ハーフ・ステージ：35
（クラス 2）
30
40
100
120
ジュニア
ジュニア
ハーフ・ステージ：15 ハーフ・ステージ：25
ジュニア･ネ
女子 UCI 女子ワ
イションズカ
120
140
40
50
ールドツア
ップ
ー
女子 UCI 女子ワ
100
130
40
50
エリート
ールドツア
60
80
15
20
ジュニア
ー
プロローグの距離 と日数は，1日あたりの平均距離算出時には
エリート
考慮しない．
ジュニア

180

240

60

60

150

180

100

120

120

140

140

160

40

50

120
60

140
80

40
15

50
20

40
50
ハーフ・ステージ：15 ハーフ・ステージ：35
30
40
ハーフ・ステージ：15 ハーフ・ステージ：25
30
40
ハーフ・ステージ：15 ハーフ・ステージ：25

プロローグの距離と日数は，1日あたりの平均距離算出時には
考慮しない．
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第２９条 （シクロクロス種目）
２． 競技の周回数は，通常は先頭の競技者の周回時間を基に決定
する．最終周回はベルにより示す．
３． 1日で行なうすべての競技大会は，下記の競技の順番で行なわ
なければならない：
① 男子ジュニア
② 男子U23
③ 女子
④ 男子エリート

（シクロクロス種目）
競技の周回数は，第2周回終了時に計算され，通告される．最
終周回はベルにより示す．
1日で行なうすべての競技大会は，下記の競技の順番で行なわ
なければならない：
男子ジュニア
男子U23
女子
男子エリート
上記カテゴリがUCI国際シクロクロス競技日程に登録されてい
る場合，それらは単独のレースとみなされる．それは他のいか
なるカテゴリも追加されず，他のレースまたはカテゴリの時間差
スタートも許されないことを意味する．

第３１条 （ＢＭＸ種目）
１． オリンピック種目
①男子
②女子

（ＢＭＸ種目）
オリンピック種目
①男子レース
②女子レース
③男子パーク
④女子パーク
レース・チャンピオンシップ・レベル
スタンダード 20 インチ・バイシクル
BMX レース
男子エリート
－ 19 歳以上
女子エリート
－ 19 歳以上
男子ジュニア
－ 17 & 18 歳
女子ジュニア
－ 17 & 18 歳
レース・チャレンジ・レベル

２． チャンピオンシップ・レベル
① スタンダード 20 インチ・バイシクル
BMX レース
男子エリート
－ 19 歳以上
女子エリート
－ 19 歳以上
男子ジュニア
－ 17 & 18 歳
女子ジュニア
－ 17 & 18 歳
３． チャレンジ・レベル
４．
５．

マスターズ・レベル

レース・マスターズ・レベル
フリースタイル・UCI カテゴリ
①男子エリート，15 歳以上
②女子エリート，15 歳以上
フリースタイル・国内カテゴリ
①男子アマチュア
②男子ユース，7~14 歳以上
③女子アマチュア
④女子ユース，7~14 歳以上

６．

第１４章

トラック・レース規則

第６７条 （インディヴィデュアル・パーシュート／個人追抜競走）
（事故）
２２． 予選中の事故
(1) 最初の半周中の事故：
最初の半周中に事故があった場合，競走は中止され，直ちに
(2) 再スタートする．
最初の半周後の事故：
最初の半周を過ぎて事故があった場合は競走を中止しない．
事故に遭った競技者は，予選ラウンドの最後に再スタートが認
められる（単独で計時，または同様に事故に遭った競技者があ
る場合はその者と対戦する）．再スタートは1回のみ認められ
る．
２３． 1/4決勝と準決勝, 第1回戦と順位決定戦中の事故
(1) 最初の半周中の事故：
最初の半周中に事故があった場合，競走は中止しなければな
らない．競走は両方の競技者により直ちに再スタートする．
最初の半周回後の事故：
(2) ①1/4決勝（3項②），準決勝（3項②）:
半周を過ぎてからは競走を中止しない．事故に遭った競技
者は，認められる場合も認められない場合も，第1回戦ラウ
ンドの最後に単独でタイムを取ることが許される．対戦者は
タイムを記録するために競走を続ける．
第1回戦での敗者はそのタイムに従って順位付けられる．
②順位決定戦（3－4位、決勝）:
1. 最後の 1km（ジュニア女子においては最後の 500m）以前:
競走は中断され，両競技者は5分間の制限時間以内にそれ
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（インディヴィデュアル・パーシュート／個人追抜競走）
（事故）
第1回戦中の事故
最初の半周中の事故：
最初の半周中に事故があった場合，競走は中止され，直ちに2
競技者で再スタートする．
最初の半周後の事故：
最初の半周を過ぎて事故があった場合は競走を中止しない．
事故に遭った競技者は，予選ラウンドの最後に再スタートが認
められる（単独で計時，または同様に事故に遭った競技者があ
る場合はその者と対戦する）．再スタートは1回のみ認められ
る．対戦者はタイムを記録するために競走を続ける．
第1回戦での敗者はそのタイムに従って順位付けられる．
1/4決勝と準決勝，順位決定戦中の事故
最初の半周中の事故：
最初の半周中に事故があった場合，競走は中止しなければな
らない．競走は両方の競技者により5分以内に再スタートする．
最初の半周回後の事故：
最初の半周を過ぎてからの事故は考慮されない．事故に遭っ
た競技者は決勝において敗者とみなされる．
順位決定戦を含めた各ラウンドにおいて，事故による再スタート
は1回のみ認められる．

JCF 2018
ぞれの位置から再スタートする:
- 先行していた競技者は，最後に通過完了した半周線に
位置する
- 他方の競技者は，その反対側の半周線から，最後に完
了した半周までの所要時間を基準にコミセール･パネル
が計算した距離分後退した位置から再スタートする
この距離は次の式で算出する．
中央線から下げる距離：
優位の競技者の最後の半周の所要時間：
両競技者の最後に測定された時間差：
競技場の半周長：
D＝L・Δt／t
- 両競技者は，事故前に通過完了した半周線以降の残距
離を競走する.
完走時間は，事故前後の部分時間の合計とする．
2. 最後の 1km（女子ジュニアにおいては最後の 500m）以降:
先行していた競技者が事故に遭った場合，競走は成立し，
その競技者は勝者となる．最後に完了した半周の平均速
度をもとに計算した完走時間を与える．
先行していない競技者が事故に遭った場合，先行している
競技者は競走を継続し，計時する．
順位決定戦を含めた各ラウンドにおいて，事故による再ス
タートは1回のみ認められる．

D
t
Δt
L

第６８条 （チーム・パーシュート／団体追抜競走）
６． 予選は以下のように行う．
400mより小さいトラックにおいては，各チームは単独で予選タ
イムトライアルを行う．その他のトラックにおいては，コミセール
は，前年度の成績，公式記録等を参考に同等の力量と推量さ
れるチームが対戦するように組合せるが，最強と推量される2
チームは対戦しないようにする．

（チーム・パーシュート／団体追抜競走）
予選は以下のように行う．
予選ラウンドにおいては，チームはタイムに挑戦する．エントリ
したチーム数により，コミセール・パネルは予選ラウンドにおい
て各ヒートに2チームが走ることを決定できる．シードは，競技
者確認時にチーム監督から伝達された目標タイムを考慮して
決定することができるが，最強と推量される2チームは対戦しな
いようにする．

第７３条 （マディソン）
１． 333.33m よ り 小 さ い ト ラ ッ ク に お い て は 最 多 18 チ ー ム ，
333.33m以上のトラックにおいては最多20チームにより行う．
競技は下記の表に示される，距離，周回数および中間スプリン
ト数により行なう：

（マディソン）
333.33m よ り 小 さ い ト ラ ッ ク に お い て は 最 多 18 チ ー ム ，
333.33m以上のトラックにおいては最多20チームにより行う．
競技は下記の表に示される，距離，周回数および中間スプリン
ト数により行なう：

男子
決勝
50 km

トラック
周長

女子
決勝
30 km

男子ジュニア
予選
決勝
15 km
30 km

女子ジュニア
予選
決勝
10 km
20 km

周長(m)

総周回数
エリート
ジュニア
男子

女子

男子

女子

200

125

100

100

75

250

100

80

80

60

スプリント回数
エリート
ジュニア
男子

女子

男子

女子

10

8

8

6

Laps Sprint Laps Sprint Laps Sprint Laps Sprint Laps Sprint Laps Sprint
250

200 20 120 12
男子

60

女子

6

120

12

40

男子ジュニア

4

80

8

女子ジュニア

決勝

決勝

予選

決勝

予選

決勝

285.75

90

72

72

52

40 km

24 km

16 km

24 km

10 km

20 km

333.33

75

60

60

45

400

65

52

52

37

Laps Sprint Laps Sprint Laps Sprint Laps Sprint Laps Sprint Laps Sprint
285.714 140 20

84

12

56

8

84

12

35

5

70

10

333.33 120 20

72

12

48

8

72

12

30

5

60

10

60

12

40

8

60

12

25

5

50

10

400

100 20

４． 世界選手権大会においては，中間スプリントをトラック周長によ 世界選手権大会においては，中間スプリントをトラック周長によ
らず20周ごとに，男子エリートは50km，男子ジュニアは30km， らず10周ごとに，男子エリートは50km，女子エリートは30km，
またはこれに近い距離で，下表により行う．
男子ジュニアは30km，女子ジュニアは20km，またはこれに近
周長(m)
総周回数
スプリント回数
総距離(km)
い距離で行う．

250

男子
男子
男子
男子
男子
男子
エリート ジュニア エリート ジュニア エリート ジュニア
200
120
10
6
50
30

285,714

180

100

9

5

51.4

28.57

333,33

160

100

8

5

53.3

33.33

400

120

80

6

4

48

32
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第８３条 A （オムニアム）
２A． すべてのポイント･レース，エリミネイションおよびスクラッチ･レー
スにおいて，競技者は外柵とスプリンター･レーンに沿って一列
. にスタートリストの記載順に並ばなければならない．この順は，
その時におけるオムニアム順位に基づくものとする．

（オムニアム）
すべてのレースにおいて，競技者は外柵とスプリンター･レーン
に沿って一列にスタートリストの記載順に並ばなければならな
い．スクラッチ･レースにおいてこの順は，最新のUCIオムニア
ムランキングによる．ランキングが適用できない場合はこの種
目の実績等により決定する．ポイント・レース，エリミネイション
およびテンポ・レースにおいてこの順は，その時におけるオムニ
アム途中順位に基づくものとする．

４B. スクラッチ･レースおよびテンポ・レースにおいて，落車により，
または最後の1kmであったためにトラックに復帰できず，完走
できなかった競技者は，その時点において獲得した周回数とト
ラックに残っていた競技者数を考慮してその次に得られる順位
（ポイント）を与えられる．
主集団に追いつかれた競技者は直ちにトラックを離れなければ
ならず，その時点においてトラックに残っていた競技者数により
順位を決定される．
ポイント・レースにおいて，最後の1km中にトラックに戻ることが
できなかった競技者は，その時点においてトラックに残っていた
競技者数を考慮して最終スプリントにおける順位を与えられ
る．

スクラッチ･レースにおいて，落車により，または最後の1kmで
あったためにトラックに復帰できず，完走できなかった競技者
は，その時点において獲得した周回数とトラックに残っていた競
技者数を考慮してその次に得られる順位（ポイント）を与えられ
る．スクラッチ･レースにおいて，2周回遅れた競技者は，ペナル
ティとして第83条A．4Aにより40ポイントを差し引かれ，除外さ
れる．その時点においてトラックに残っていた競技者数により順
位を決定される．
ポイント・レースおよびテンポ・レースにおいて，最後の1km中
にトラックに戻ることができなかった競技者は，その時点におい
てトラックに残っていた競技者数を考慮して最終スプリントにお
ける順位を与えられる．

第１５章
ロード・レース規則
第８４条 （ロード・レース）

（ロード・レース）

５． （競技者の順守義務）
(7)

（競技者の順守義務）
競技者は，著しい利点を得るために車両につかまったり車両を
押したりしてはならない．付表3ペナルティ表に規定される制裁
に加えて，JCFは200から5,000スイスフランの罰金のみならず
最長1ヶ月の資格停止を科すことができる．
６． 通常の競技またはあるステージにおける通常の競技運営に影響 通常の競技またはあるステージにおける通常の競技運営に影響
を与える事故が起きた場合，レース・ディレクターはコミセール・ を与える事故が起きた場合，レース・ディレクターはコミセール・
パネルに同意を得て，タイム・キーパーに連絡した後，いつでも パネルに同意を得て，タイム・キーパーに連絡した後，いつでも
下記の事項を決定できる．
下記の事項を決定できる．
・ コースの変更
・ コースの変更
・ 競技，ステージを臨時に中断する
・ レース，ステージを臨時に中断する
・ そのステージは実施しなかったとみなす
・ レース，ステージを停止し，再スタートする
・ 途中順位をそれまでの成績としてステージを部分的に取り消 ・ レース，ステージを中止する
し，事故のあった地点の近くから再スタートする
チーフコミセールは主催者との協議後に，下記の競技上の決定
・ そこまでの順位を最終成績とする
を下すことができる．
・ 事故があった時点での記録された間隔をもって，再スタート ・ レースが一時的にニュートラライズされるか停止した場合，
する
事故があった時点での記録された間隔を考慮して，レース結
果をキャンセルまたは成立させる
・ そのレースやステージの結果を無効とする

９． （随行者）

（随行者）

(1) 競技に随行する者は，ADを発行されたジャーナリストや来賓を
除いて，その旨のライセンスを所持していなければならない．
チームカーには，車両についての責任者である適切なライセン
スを所持したチーム監督またはチーム代表者が乗車していな
ければならない．UCI登録チームに所属する車両においては，
このチーム監督は，UCIに監督として登録されていなければな
らない．

競技に随行する者は，ADを発行されたジャーナリストや来賓を
除いて，その旨のライセンスを所持者であることを保証すること
は主催者の責任である．
レースのスタート前に，主催者はレース車列に随行する者のリ
ストをチーフコミセールに提供しなければならない．このリストに
は随行者の国内ライセンス番号，UCI ID のみならず，連絡先も
含まれなければならない．
チームカーには，車両についての責任者である適切なライセン
スを所持したチーム監督またはチーム代表者が乗車していな
ければならない．UCI登録チームに所属する車両においては，
このチーム監督は，UCIに監督として登録されていなければな
らない．
第８５条 （ワンデイ・ロード・レース）
（ワンデイ・ロード・レース）
２１． 遮断機が降りている時，閉じている時，警報が鳴っている，点滅 遮断機が降りている時，閉じている時，警報が鳴っている，点滅
している時，に踏切を通過することは禁止する．
している時，に踏切を通過することは禁止する．
こうした違反に対する法的制裁を別にして，違反競技者は，コミ こうした違反に対する法的制裁を別にして，違反競技者は，コミ
セールによりその競技から失格とされる．
セールによりその競技から失格とされる．さらに，JCFは200か
ら5,000スイスフランの罰金のみならず，最長1ヶ月の資格停止
を科すことができる．
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第８８条 （ステージ・レース）
（ステージ・レース）
（順位）
（順位）
１． 公平でスポーツとしてふさわしい基準に基づく各種順位を設け 公平でスポーツとしてふさわしい基準に基づく各種順位を設け
る．
る．
これらの順位として下記を例示する．
これらの順位として下記を例示する．
① 個人総合時間順位
① 個人総合時間順位
② 個人総合ポイント順位
② 個人総合ポイント順位
③ 団体総合時間順位
③ 団体総合時間順位
④ 山岳賞
④ 山岳賞
⑤ スプリント賞
⑤ スプリント賞
⑥ その他（敢闘賞，新人賞等）
⑥ その他（敢闘賞，新人賞等）
UCI 国際競技日程上の大会においては，個人総合時間順位と UCI 国際競技日程上の大会においては，個人総合時間順位と
団体総合時間順位が義務付けられる．
団体総合時間順位が義務付けられる．
これら順位に基づき，ワールド･カレンダーの大会およびコンチネ 競技者は，順位づけられ競技継続を許されるためには，各ステ
ンタル･サーキットにおける男子エリートと U23 のオークラス，クラ ージの全距離を完走しなければならない．
ス 1 の競技においては 4 種のリーダー・ジャージ，それ以外の競
技においては，最多 6 つのリーダー･ジャージを授与することがで
きる．個人総合時間順位のリーダー・ジャージのみは義務付け
る．
競技者は，順位づけられ競技継続を許されるためには，各ステ
ージの全距離を完走しなければならない．
５． チーム順位を除く各種順位の首位者は，各順位に対応するジャ これら順位に基づき，UCI ワールド･ツアーおよびコンチネンタ
ージを身につけるよう要求される．
ル･サーキットにおける男子エリートと U23 のオー・クラス，クラ
一人の競技者が 1 つ以上の順位において首位となった場合， ス 1 の競技においては 4 種のリーダー･ジャージ，それ以外の
首位者を示すジャージの着用優先順は下記のとおりとする：
競技においては最多 6 つのリーダー･ジャージを授与することが
1) 個人総合時間順位;
できる．個人総合時間順位のリーダー･ジャージのみは義務づ
2) 個人総合ポイント順位;
けられる．チーム順位を除く各種順位の首位者は，各順位に対
3) 個人総合山岳賞順位;
応するジャージを身につけるよう要求される．
4) その他 （若年競技者, 複合, etc.）; これらのその他順位 一人の競技者が 1 つ以上の順位において首位となった場合，
のジャージの着用優先順は主催者により決められる.
首位者を示すジャージの着用優先順は下記のとおりとする：
ある競技者が同時に複数の順位の首位者である場合，主催者 1) 個人総合時間順位;
は，相当する順位に従って他の競技者を選んでその順位首位 2) 個人総合ポイント順位;
者に着用されないジャージを着用するよう要求することができ 3) 個人総合山岳賞順位;
る．
4) その他 （若年競技者, 複合, etc.）; これらのその他順位の
しかし，この競技者が世界選手権者または国内選手権者のジ
ジャージの着用優先順は主催者により決められる.
ャージ着用を要求される場合は，そのジャージを着用しなけれ ある競技者が同時に複数の順位の首位者である場合，主催者
ばならない．
は，相当する順位に従って他の競技者を選んでその順位首位
首位者があるステージをスタートしない場合，当該順位の事実 者に着用されないジャージを着用するよう要求することができ
上の首位者は，主催者とチーフ・コミセール両方の同意を条件 る．
に，当該ジャージを着用することを許される．
しかし，この競技者が世界選手権者または国内選手権者のジ
同様に，団体順位において首位のチームの競技者は，主催者 ャージ着用を要求される場合は，そのジャージを着用しなけれ
が必要とする場合特別なボディ・ナンバーを付ける．首位チー ばならない．
ムのジャージの授与は,式典とレースの両方において禁止され 首位者があるステージをスタートしない場合，当該順位の事実
る.
上の首位者は，主催者とチーフ・コミセール両方の同意を条件
に，当該ジャージを着用することを許される．
同様に，団体順位において首位のチームの競技者は，主催者
が必要とする場合特別なボディ・ナンバーを付ける．首位チー
ムのジャージの授与は,式典とレースの両方において禁止され
る.
ステージレースの第 1 日（プロローグまたはステージ）において
は，首位者ジャージまたは特有の印は着用されない．
１４． 正当と認められる落車，パンク，自転車の故障がロード・レー 正当と認められる落車，パンク，自転車の故障がロード・レー
ス･ステージにおける最後の 3km 以内で起った場合，その競技 ス･ステージにおける最後の 3km 以内で起った場合，影響を受
者は事故時に属していた集団と同タイムと認められる．この競 けた競技者は事故時に属していた集団と同タイムと認められ
技者の順位は，実際にフィニッシュ・ラインを横切った順による． る．この競技者の順位は，実際にフィニッシュ・ラインを横切った
順による．
競技者の体力に依存しない事（落車，自転車の故障，パンク）
および事故時に一緒に乗っていた競技者たちと残る意思が，小
事故と認められる．
小事故により影響された競技者は，自身をで手を上げることに
よってコミセールに知らせ，ステージ終了後にコミセールに報告
することを求められる．
１６A． 前項１５，１６は，フィニッシュが登板の頂上にある場合は，事故 前項１５，１６は，フィニッシュが登板の頂上にある場合は，適用
が登板前に起こった場合を除き，適用しない．登板の頂上と登 しない．この条項に関する決定は，コミセール･パネルが個別に
坂前の条件に関する論議については，コミセール･パネルが結 結論を下す．
論を下す．
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１９． フィニッシュの時間制限は，ステージの性格に合せて各大会特
別規則において定める．
予測不可能で，かつ不可抗力である例外的な場合においての
み，コミセール･パネルは，主催者との協議後，フィニッシュ制限
時間を延長できる．時間制限を越えた競技者に，チーフ・コミセー
ルによって第 2 のチャンスが与えられた場合に，この順位におい
て得点合計が負になるとしても，当該ステージにおける勝者に与
えられたと等価のポイントが，彼らの個人総合ポイント順位から
差し引かれる．

（表彰式）
競技者は主催者により設定された様々な順位に基づいた公式表
彰式（賞金，ジャージおよび特有の印）に参加しなければならな
い．公式式典は以下の順序で行われる：
各ステージ後
- ステージの勝者;
- 個人総合順位の首位者;
- その他順位の首位者 (チーム順位を除く);
最終ステージ後
- ステージの勝者;
- その他順位の勝者 (チーム順位を含む);
- 個人総合順位の上位 3 者;
- UCI カップまたはシリーズの首位者;
- 首位者ジャージ着用の全競技者.
チーフコミセールへの事前通知を前提条件として，主催者は運
営上の必要に応じて順番を修正することができる．

２４．

第１６章

シクロクロス規則

第９１条 （シクロクロス）
３４.

第１７章
第９２条
１．
(1)
①
②
.
⑩

1.

2.

フィニッシュの時間制限は，ステージの性格に合せて各大会特
別規則において定める．
予測不可能で，かつ不可抗力である例外的な場合においての
み，コミセール･パネルは，主催者との協議後，フィニッシュ制限
時間を延長できる．
実際に時間制限を越えた競技者に，チーフ・コミセールによって
第 2 のチャンスが与えられた場合に，種々の 2 次的順位の総合
順位において与えられたすべてのポイントが取り消される．

（電子的識別）
計時サービス提供事業者により，競技者の識別と位置情報の
ための電子装置が提供される場合，競技者は，第13条に一覧
される識別番号に加えてそれを装着する義務があるものとす
る．
計時サービス提供事業者により提供される電子装置は，同じ競
技に参加する全競技者について同一であることとする．それは
第13条に一覧される材料と同様な識別番号としてみなされる．
第12条および付表3ペナルティ表5もなお適用される．

マウンテンバイク規則

（マウンテンバイク規則）
（マウンテンバイク規則）
総則
総則
年齢カテゴリと参加
年齢カテゴリと参加
レースへの参加は，下記に明記される場合を除き，第6条に規 レースへの参加は，第6条に規定する年齢カテゴリに基づいて
定する年齢カテゴリに基づいて運用される．
運用される．
女子U23： クロスカントリ･オリンピック･マウンテンバイク競技
においては19歳から22歳の女子は「U23」カテゴリにまとめら
れる．
マスターズ： マスターズ･ライセンスを所持する30歳以上の競 マスターズ： マスターズ･ライセンスを所持する30歳以上の競
技者は，下記の例外を除いて，UCI国際マスターズ競技日程上 技者は，下記の例外を除いて，UCI国際マスターズ競技日程上
のマウンテンバイク競技に参加を許される．
のマウンテンバイク競技に参加を許される．
当該年において，マウンテンバイク･マラソン世界選手権大会を 1月1日に始まる当該シーズンにおいて， UCIマウンテンバイ
除く，地域競技大会またはコモンウェルス大会の国際競技日程 ク･ランキングに順位付けられた競技者．
上の大会に参加した競技者．
当該年において，UCI登録チームのメンバーである競技者．
当該年において，UCI登録チームのメンバーである競技者．
a. クロスカントリ･マラソンまたは UCI マウンテンバイク･マラソン
a. クロスカントリ･マラソンまたは UCI マウンテンバイク･マラソン
シリーズまたはエンデューロ競技においては，管轄権のある
シリーズにおいては，管轄権のある国内連盟が発行する臨時
国内連盟が発行する臨時またはデイ･ライセンスで参加でき
またはデイ･ライセンスで参加できる．
る．
b. このライセンスには，その有効期間の開始日と終了日を明確 b. このライセンスには，その有効期間の開始日と終了日を明確
に規定する．国内連盟は，臨時またはデイ･ライセンス所持
に規定する．国内連盟は，臨時またはデイ･ライセンス所持
者が，その有効期間内において，年間ライセンスと同様の保
者が，その有効期間内において，年間ライセンスと同様の保
険による保護を与えられることを保証する．
険による保護を与えられることを保証する．
マスターズ世界選手権大会で競技するために，マスターズ競
マスターズ世界選手権大会で競技するために，マスターズ競
技者は年間マスターズ･ライセンスを所持しなければならな
技者は年間マスターズ･ライセンスを所持しなければならな
い．
い．
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(4) 競技大会手順
競技大会手順
⑦ 設備
設備
1. コースを横切る膨張式アーチは変形しない構造によって支え 1. コースを横切る膨張式アーチは変形しない構造によって支え
られない限り禁止される．
られない限り禁止される．
2. 主催者は自転車洗浄エリアを提供しなければならない．
2. MTBレースにおいて，コース上ではトレーニングおよびレー
スのいかなる時も電動バイク使用は許容されない．
3. カメラは，クロスカントリの決勝およびダウンヒルの予選ラウ
ンド･決勝において許容されない．競技者は，いかなる危険
をも避けるため，カメラの固定を確実にすることについて責
任がある．UCIは，テレビ製作会社の使用においてのみ，決
勝におけるカメラ使用を許可できる．
4. 計時サービス提供事業者により，競技者の識別と位置情報
のための電子装置が提供される場合，競技者は，第13条に
一覧される識別番号に加えてそれを装着する義務があるも
のとする．
計時サービス提供事業者により提供される電子装置は，同
じ競技に参加する全競技者について同一であることとする．
それは第13条に一覧される材料と同様な識別番号としてみ
なされる．第12条および付表3ペナルティ表5もなお適用され
る．
5. 主催者は自転車洗浄エリアを提供しなければならない．
２． ダウンヒル競技
ダウンヒル競技
(3) 衣服と保護具
衣服と保護具
4. 予選ラウンドおよび決勝においてカメラは許可されない．競技 【削除】
者は，危険性を排除するためにカメラの確実な固定に責任が
ある．JCFは，TV製作会社の使用の場合にのみ，決勝中にお
けるカメラの使用許可を決定できる．

第１８章

室内自転車競技規則

第９３条
第1部
第２項
４．

（サイクル・サッカー規則）
BMX競技は，UCI BMX規則による．
競技委員
線審は，試合全体を見守らなければならない．彼らはゴール･ラ
インの延長上でコーチング･ゾーンの対角線上に座る（競技場
平面図を参照）．
彼らはコミセールに知らせ，手を上げることにより観察に基づく
情報を与える．
線審は，コーナー･キックの場合は常にその方向を示さなけれ
ばならない．コミセールは線審に相談することができる．
第４項 競技場のフェンス
２． フェンスは下記の寸法のものでなければならない．
高さ30cm
垂直面からの傾斜角は60°から 70°
第６項 ゴール
４．

（サイクル・サッカー規則）
BMX競技は，UCI BMX規則による．
競技委員
線審は，試合全体を見守らなければならない．彼らはゴール･ラ
インの延長上でコーチング･ゾーンの対角線上に座る（競技場平
面図を参照）．コミセールと線審はコミュニケーションを確かなも
のとし，必要なら，手のサインを使用する．コミセールは線審に
相談することができる．

競技場のフェンス
フェンスは下記の寸法のものでなければならない．
高さ30cm
垂直面からの傾斜角は65° から 70°
ゴール
内部の寸法は 2m x 2mでなければならない．管の直径は
3~5cmの間になければならない．ネットの固定は，負傷の原因
とならない方法で構成されなければならない．
競技規則
総則
競技者は，自転車でボールを突いて相手ゴールに入れる片手
はハンドルバーに，片足はペダル上になければならない．そう
でない場合はゴールは有効とならず，この行動はペナルティま
たはコーナー･キックをもたらさない．試合は右のコーナー･マー
クからアウト･ボールとして続行されなければならない．
自転車または競技者の身体に当たったボールは正当なキック
とみなされる．ヘディングも認められる．

第 2 部 競技規則
第 1 項 総則
２． 競技者は，自転車でボールを突いて相手ゴールに入れる．両
手はハンドルバーに，両足はペダル上になければならず，そう
でない場合はゴールは有効とならない．有効ゴールとならない
場合，この行動はペナルティまたはコーナー･キックをもたらさ
ない．試合は右のコーナー･マークからアウト･ボールとして続
行されなければならない．
自転車または競技者の身体に当たったボールは正当なキック
とみなされる．ヘディングも認められる．
６． ボールが自転車または競技者に引っかかった場合，競技者は ボールが自転車または競技者の身体に引っかかった場合，こ
ボールを離さなければならない．必要であれば，これは手によ れはニュートラルボールをもたらす．
って行われる．手によってパスをしたりパスとなるような，ボー
ルを離すことにより優位性を得ることは認められない．
ボールを離すことにより競技者が優位性を得た場合，規則違反
とみなされる．
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第４項 中断／ホイッスルの合図／ニュートラルボール
中断／ホイッスルの合図／ニュートラルボール
２． コミセールは，次の場合に試合を中断しなければならない．
コミセールは，次の場合に試合を中断しなければならない．
① 規則違反があった場合
① 規則違反があった場合
② ボールが競技場から出た場合
② ボールが競技場から出た場合
③ ゴールの場合
③ ゴールの場合
④ ボールが天井に当たった場合
④ ボールが天井に当たった場合
コミセールは，次の場合には試合を中断し，手信号（写真 6 によ コミセールは，次の場合には試合を中断し，手信号（写真 6 によ
る）とホイッスル短吹鳴 3 回により試合時間を止めなければなら る）と 1 回のホイッスルにより試合時間を止めなければならない．
ない．
① 競技者，競技委員や他の者に対して口頭で注意を与えな
① 競技者，競技委員や他の者に対して口頭で注意を与えな
ければならない場合
ければならない場合
② 得点や時間が明らかでない場合
② 得点や時間が明らかでない場合
③ 競技者が負傷したか負傷した疑いがある場合
③ 競技者が負傷したか負傷した疑いがある場合
④ 公式警告の場合
④ 公式警告の場合
⑤ 失格の場合
⑤ 失格の場合
⑥ 競技場が適切に準備されていない場合または規則に準じ
⑥ 競技場が適切に準備されていない場合または規則に準じ
ていない場合
ていない場合
第５項 アドバンテージ・ルール
１． 規則違反を犯した競技者がその状況下で優位性を得られない
場合； コミセールは試合を中断することなく，他のチームが違反
を犯したことによる被害チームにアドバンテージを与えることを
決定できる．
アドバンテージが与えられる場合，コミセールは試合の進行方
向を示し（写真 4 を参照）て「ゴー･オン」と発声して（写真 2 を参
照）これを合図しなければならない．
一度与えられたアドバンテージは，取り消すことはできない．

アドバンテージ・ルール
規則違反を犯した競技者がその状況下で優位性を得られない
場合； コミセールは試合を中断することなく，他のチームが違
反を犯したものの無違反チームにアドバンテージを与えること
を決定できる．
アドバンテージが与えられる場合，コミセールは試合の進行方
向を示し（写真4を参照）て「ゴー･オン」と発声してこれを合図し
なければならない．
同様な試合状況の中でアドバンテージが失われた場合，コミセ
ールは違反がないチームのために試合を中断することによって
アドバンテージの取り消しを決定することができる．
第６項 ゴールライン後方への後退 / 試合参加の許可
ゴールライン後方への後退 / 試合参加の許可
３． 試合に参加することを許されていない競技者が，長時間横たわ 試合に参加することを許されていない競技者が，横たわったり
ったり立ったり，相手競技者をさえぎったり掴んだり，相手の不 立ったり，相手競技者をさえぎったり掴んだり，相手の不利を意
利を意図してボールに触れたりした場合，この競技者はフリー･ 図してボールに触れたりした場合，この競技者はフリー･キック
キックにより制裁される．
により制裁される．
第７項 有効得点
有効得点
４． ゴールが相手による規則違反や他の状況によって妨げられた
場合，有効なゴールと認められない．
規則違反によりゴールが妨げられた場合，フリーキックかペナ
ルティ・キック（規則違反がペナルティ・エリア内で起こった場合）
が与えられる．
第１５項 不平／不作法な行為／非スポーツ的行為
不平／不作法な行為／非スポーツ的行為
２． チームのコーチやサポーターは，自分のチームに対して有利に チームのコーチが繰り返し試合の進行を妨げるか，繰り返しコミ
相手に対して不利益になるよう，試合の継続を繰り返し妨げ，ま セールを批判するならば，コミセールはイエローまたはレッドカ
たコミセールの批判を繰り返す場合，コミセールは試合を中断
ードによりコーチに制裁を与えることができる．レッドカードの場
し，試合時間を止め，対象者を懲戒する権限がある．
合，そのコーチは会場を離れなければならない．
また，コミセールは妨害しているコーチや個人にその試合の間
は競技会場から退場しているよう要求する権限を持つ．
第９４条 （サイクルフィギュア規則）
（サイクルフィギュア規則）
第１項 競技種目
競技部門
１．１ 競技種目は男子シングル競技，女子シングル競技の個人競技 競技部門
とする．
a) シングル競技
b) ペア競技
c) チーム 4 競技
d) チーム 6 競技
それぞれの競技部門は男女に分けられる．
男女混合チームは男性チームとして競技に参加できる．
各競技者は，一大会の一つの競技部門のみにエントリすること
ができる（競技大会または選手権大会）．
サイクルフィギュア・チーム 4 の国際競技はオープン種目として
実施された．
第３項 競技者の服装
競技者の服装
３．１ 競技者の服装はＴシャツ，シャツ，ブラウスのいずれか，ショート 競技者の服装は競技にふさわしい服装をしなければならない．
パンツ，ロングパンツのいずれかを身に着け，シューズは底の
薄いスポーツシューズを使用しなければならない．
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第４項 競技場
４．１ 競技場の広さは 11×14ｍとする．以上の寸法は境界線の寸法
を含めたものである．

４．２

４．３

４．４

（補助ライン）
４．５ コートの中央には 3 種類のサークルが描かれていなければなら
ない．このサークルは直径 0.5m（スモール・サークル）・直径 4m
（4m サークル）・直径 8m（8m サークル）とする．

競技場（ライディングエリア）
下図に従い，ラインはすべて 3~5 ㎝の太さで，ラインテープやペ
イントで描かれ，すべての寸法はラインの外側を基準とする．
ラインはすべての審判がはっきり認識できるものでなくてはいけ
ない．
サイクルフィギュア競技中は，サイクルサッカー用のゴールとフ
ェンスは，ライディングエリアから 50cm 以上，離さなければなら
ない．
また，動かせない障害物（壁など）については，国際競技大会で
は 2ｍ以上，その他の競技会では 50cm 以上ライディングエリア
から離れていなければならない．

審判員の配置：審判員は，ライディングエリア全体の視界がよ
く，彼らの独立が保証されるよう，ライディングエリアに配置され
なければならない．
コーチゾーン：コーチゾーン（コーチ 1 名とアシスタント 1 名のた
め）は，競技開始前に主催者の協力によりチーフ･コミセールに
より，ライディングエリアの境界からから最小 0.5m 離れて 2m 幅
で，明確に示される必要がある．電子評価の場合，公式タイム
の表示はコーチゾーンから見えなければならない．
時間計測：電子評価の場合，表示板に公式タイムを示す．手動
評価の場合，時間および音響による信号が，別の視覚表示に
示されるか，またはタイムキーパーが最初の 1 分を通告する必
要がある．
（補助ライン）

インナーサークル: ライディングエリアの中心点の周囲に直径
50cm のサークル
４．６ ラインはすべて 3～5cm の太さで描かれ，コートの色彩に合わ クォーターストライプ: サポートライン A（中央縦軸）および B（中
せてラインの色を変えることができる．
央横軸）上に位置する，ミドルサークルを起点とする長さ 50cm
の 4 本のストライプ．
４．７ サイクル・サッカーのゴールとフェンスおよびその他の障害物は ミドルサークル: ライディングエリアの中央に直径 4m.のサーク
ライディングエリアから 50cm 以上離さなければならない．
ル
４．８
アウターサークル: ライディングエリアの中央に直径 8m.のサー
クル
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４．９

中央縦軸（サポートライン A） : ライディングエリアの中央に，ロ
ングサイドラインに平行にあるライン
４．１０
中央横軸（サポートライン B）: ライディングエリアの中央に，ショ
ートサイドラインに平行にあるライン
４．１１
対角軸（サポートライン C）: ライディングエリアの中央に，コーナ
ーから対角線に引かれた 2 本のライン
４．１２ ライディングエリア内，ならびにその周囲のコンディションを審判 ライディングエリア内，ならびにその周囲のコンディションを審判
員と大会役員はチェックし可能な限り良好な状態にしておかなく 員と大会役員はチェックし可能な限り良好な状態にしておかなく
てはいけない．
てはいけない．
第５項 サイクルフィギュア用自転車
サイクルフィギュア用自転車
５．１ サイクルフィギュア用自転車は，次の規格により製作されたもの サイクルフィギュア用自転車は，次の規格により製作されたもの
⑦ でなければならない．
でなければならない．
その他：その他補助となるものは一切許されない．
その他：上記文書中で触れられなかったその他補助となるもの
は一切許されない．
第７項 演技時間
演技時間
７．１ 演技時間は 6 分間とする．
サイクルフィギュアのすべての競技部門，年齢区分において，
全プログラム実行のための最長演技時間は 5 分間とする．
７．４

第８項
８．１
８．２
第９項
９．２

９．７

第１０項
１０．１

第１２項
１２．１

１２．２

電子評価の場合，表示板に公式タイムを示す．手動評価の場
合，時間および音響による信号が，別の視覚表示に示される
か，またはタイムキーパーが最初の 1 分を通告する必要があ
る．
課題の数
課題の数（エリートおよびジュニア）
採点用紙に申請できる課題の数は 28 種目までとする．
シングル：採点用紙に申請できる課題の数は最多 30 課題．
ペア：採点用紙に申請できる課題の数は最多 25 課題（最少 8~
最多 15 課題は 1 台の自転車で行う）．
採点と採点用紙
採点と採点用紙
課題リストにあるもの以外はプログラムに取入れることはできな 採点用紙の最上段は完全に記入されていなければならない．課
い．課題リストに上げられているものであればどれを選ぶのも順 題リストにあるもの以外はプログラムに取入れることはできな
番も競技者の自由である．同じ課題リストグループのプラクティ い．課題リストに上げられているものであればどれを選ぶのも順
ス NO' a),b) etc. の中からは一つしか選ぶことができない．し 番も競技者の自由である．同じ課題リストグループのプラクティ
たがって，採点用紙に上げられるのは同一の課題からは一つだ ス NO' a),b) etc. の中からは一つしか選ぶことができない．し
けである．採点用紙には，課題 NO',プラクティス NO',課題名,
たがって，採点用紙に上げられるのは同一の課題からは一つだ
ポイントを正確に記入し，計算されていなければならない．
けである．採点用紙には，課題 NO',プラクティス NO',課題名,
ポイントを正確に記入し，計算されていなければならない．
ウィリー移行の後で，移行に対応する終了ポジションに応じたウ
ィリー課題は，常に行う必要がある．
ペア競技のプログラムに取り入れることができるスポットターン
は最多 3 種類とする．
最多 3 の同一課題は，2 台の自転車による移行を除き，「セパレ
ート」を付帯する課題において有効である．
審判員の任命
審判員の任命
国内競技大会においては連盟が責任を持って任命しなければ 国内競技大会においては連盟が責任を持って任命しなければ
ならない．
ならない．指名された全コミセールは，当該カテゴリに対応す
る，適切なライセンスを所持していなければならない．
審判員の任務
コミセール団の任務
審判長は各採点用紙の採点結果をチェックしサインしなければ コミセール・パネル
ならない．そしてそれによってその採点用紙が成立する．
① すべての審判員は採点について完全に責任を持ち，評価シ
ートに署名しなければならない．
② 審判団はライディングエリアの各寸法およびコンディションを
チェックし，競技会開催に支障のないことを保証しなければ
ならない．
③ 審判団は競技開始前に，電子ジャッジシステムが使用され
ない場合，評価シートに間違いがないかチェックし署名する
必要がある．審判団は，可能であれば競技者またはコーチ
とともに，評価シートの間違いを競技の前に訂正しなければ
ならない．
審判長は特別な異常や妨害が起こった場合に備えて常に演技 チーフ・コミセール
を注意深く観察しなければならない．
① コミセールの構成を決定する．
② コミセールパネルの能力を保証するために，競技開始前さら
に競技中にもコミセールパネルの会議を招集することができ
る．
③ 評価シートを各審判グループに手渡す．
④ 競技開始の合図（音響的または視覚的）をする．
⑤ 演技時間を機械的または電子的に計測し，公式最大時間の
終了時に音響で合図する．この役割はチーフコミセールの隣
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⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

⑪

⑫

に位置する独立したタイムキーパーに移譲することができ
る．
故障に備えスペアの計時システムを使用しなければならな
い．
競技者が演技開始の「スタート」合図を忘れたまま演技を開
始した場合，チーフコミセールが開始時間を決定する．
演技に支障のある妨害や不慮の事故の場合に決定できるよ
う，厳重に演技を観察する．
各演技終了後，チーフコミセールは各審判グループの評価シ
ートをチェックする．
明らかな採点上の誤りを（可能であれば次の競技者が開始
する前に）コミセールパネル全員による多数決により訂正す
ることに責任がある．
チーフコミセールは，電子ジャッジシステムが使用されない場
合，評価シートの計算に間違いがないかチェックし，署名しな
ければならない．チーフコミセールは結果を公表し，評価シー
トが適切な人に提出されることを確実にしなければならない．
自転車の故障および/または競技者の負傷が発生した場合，
チーフコミセールは計時を停止するが，スペアの計時システ
ムは停止しない．このような場合，チーフコミセールは，残り
時間を決定する．彼は故障が競技者に帰するものかを決定
する．この時，帰するものであれば，費やされた修理時間は
正規の競技時間の一部である．
修理時間が競技時間の一部か否か，そしてプログラムのど
こから継続するかを決定することはチーフコミセールの責任
である．
負傷または疾病の場合，必要とみなされたなら医師に相談
するべきである．競技者が演技の継続が可能で，中断が彼
の過失によらないなら，与えられた減点は審判員の決定によ
り撤回されなければならない．

１２．３ 記録審判員は演技者の課題プログラムを順番に読み上げる． アナウンス・コミセール
アナウンス審判員は難度減点と実施減点をチェックするために ① 演技の難度と正確性を判定するためにプログラムの進行をフ
演技を観察し，それぞれの課題が正確に実施されたか，または
ォローする．各課題後にアナウンス・コミセールは演技が正確
減点がどうであったかを記録審判員にアナウンスする．記録審
であったかまたは減点されるべきかをライティング・コミセー
判員はアナウンス審判員からのアナウンスをすべて採点用紙に
ルに通告しなければならない．
記録する．
１２．４ おのおのの審判員はその採点に全責任を取り，それに対して採 ライティング・コミセール
点用紙にサインしなければならない．
① 評価シートに書かれた順番どおり正確，明瞭に課題名をア
ナウンス・コミセールに読み上げる．
② 通告された減点を，評価シートの該当演技の行に記入しな
ければならない．
１２．５ 演技終了後，審判長が各審判グループの採点用紙をチェック
し，明白な採点エラーと判断されたときには審判員全員で協議
しなければならない．（これは次の演技者が演技を行なう前まで
に決定される．）
１２．６ 審判長は各審判グループの平均を小数点第二位まで算出し，
もう一度計算が正しく行なわれているか確認し，サインしなけれ
ばならない．
１２．７ 審判長はその結果を正式に公表する責任がある．もし同点の結
果がでた場合はその演技の内容の充実度を持って審判員全員
で順位を協議する．この場合，得点は同点として公表する．
第２０項 難度採点
２０．４ すべての課題の始まりはその課題の姿勢に完全に付いたとき
であり，グリップがフリーハンド，ワンハンドの場合は手が真横に
上がったときとする．一つの技が完結されなかった場合にはそ
れぞれ 50% または 100%の減点になる．例えばサークルでの
技で半周以上は行なったが一周は完全に行なえなかった場合
は 50% の減点になり半周以上も行なえなかったときには
100%の減点になる．スチルスタンド系の技は３秒，ターンジャン
プ・スクワット・移行系の技では技の開始よりクランクが一周した
時点で完結したと見なす．
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難度採点
課題の開始
a. 各演技は，その規定ポジション，必要であれば規定グリップコ
ネクションから開始し，フィギュア一覧表の説明を考慮して開
始する．これからの逸脱は減点される： 100%
b. ライン演技（サイクル・フィギュア･チーム 4 およびチーム 6）
は，ライディング・エリア境界から独立して離れて開始とし，ラ
イディング・エリア終端から 1 m 前で終了する．ストレッチの不
達成度に対応して減点される．
c. ハーフ・エイトは，演技開始点から離れた後，縦方向または横
方向の軸線（サポートライン A または B）から独立して開始す
る．ストレッチの不達成度に対応して減点される．
d. カウンターサークルおよびカウンターエイトは，常にインナー
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サークルから手をタッチして独立に開始する．ストレッチの不
達成度に対応して減点される．
e. もし開始時にタッチがインナーサークルを越えた場合，または
演技終了時に手のタッチが要求されていて行われない場合，
減点される： 10%

第１９章

BMX 競技規則

第９５条
１．
(4)
1.

（BMX規則）
一般規則
カテゴリ統合規則
(N)カテゴリを維持するためには，最少5人の競技者が参加登
録し，競技者確認後に確定しなければならない・
競技者確認後においてあるカテゴリへの参加登録が5名未満
の場合には，これらの競技者は，1つ上の年齢カテゴリに統合
される．しかしながらクルーザー24インチ自転車カテゴリの最長
年齢の34歳以上では，1つ下のカテゴリに統合する．
6. 第95条１.(4)1，2，3および4（UCI条項6.1.012および6.1.013）
の統合規則による場合を除き，いかなる競技者も，UCI登録に
おけるその年齢または性別グループ以外のグループで競技を
することはできない．
２． 競技種目
(3) モトのシーディング - チャンピオンシップ・カテゴリ
(N) UCI 国際 BMX 競技日程登録の大会において，チャンピオ
ンシップ・カテゴリの参加者は下記の方式のうちのいずれかに
よりモトにシードされる．
a. UCI BMX 規則条項 6.6.001 から 6.6.009 の中で規定され
る最新の UCI BMX ランキングにおける参加者の順位．
b. 第 95 条２.(2)1.③(UCI BMX 規則条項 6.6.019)中で規定さ
れる BMX レース前に別に実施されるタイムトライアルの結果
による
c. ランダム・シーディング
d. スクランブル・シーディング

(7) 進出およびスコアリング
② モトにスクランブル・シーディングが用いられる場合，モトに続く
進出は，各全カテゴリのために総計ベースでなされる．すなわち
モトに続き，モト後の得点合計を基とする（上記の方式による）
各カテゴリの全競技者の順位が作成される．この順位における
最上位の競技者は競技の次段階に進出する．次段階に進出す
る競技者数は，UCI BMX 規則付属書 1 に記述されるように，参
加登録し，競技者確認後に確定する競技者数による．
例として，UCI BMX 規則付属書 1 のとおり，参加登録し，競技
者確認後に確定した競技者数が 39 人のカテゴリは，モトの各ラ
ウンドにおいて 5 つのヒートを持つ．モトの後，各ヒート 5 人によ
る 4 つのヒートの 1/4 決勝をおこなう．
したがって，モト後の上位 20 競技者（各 5 競技者×4 つの 1/4
決勝）は，1/4 決勝に進出する．予選ラウンドに進出する競技者
は，予選ラウンドの最初のラウンドに第 95 条２.(3)①（UCI 条項
6.1.027bis）の方式に従い，モト後の順位によりシードされる．
進出順で同得点の場合，第 95 条２.(7)④（UCI 条項条項
6.1.035）に記述される方式により解決される．

（BMX規則）
一般規則
カテゴリ統合規則
(N)カテゴリを維持するためには，最少5人の競技者が参加登
録し，競技者確認後に確定しなければならない・
競技者確認後においてあるカテゴリへの参加登録が 5 名未満
の場合には，これらの競技者は，1 つ上の年齢カテゴリに統合さ
れる．しかしながらカテゴリの最長年齢の 34 歳以上では，1 つ下
のカテゴリに統合する．
第95条１.(4)1，2，3および4（UCI条項6.1.012および6.1.013）
の統合規則による場合を除き，いかなる競技者も，UCI登録競
技におけるその年齢または性別グループ以外のグループで競
技をすることはできない．
競技種目
モトのシーディング - チャンピオンシップ・カテゴリ
(N) UCI 国際 BMX 競技日程登録の大会において，チャンピオ
ンシップ・カテゴリの参加者は下記の方式のうちのいずれかに
よりモトにシードされる．
a. UCI BMX 規則条項 6.6.001 から 6.6.009 の中で規定され
る最新の UCI BMX ランキングにおける参加者の順位．
b. 第 95 条２.(2)1.③(UCI BMX 規則条項 6.6.019)中で規定さ
れる BMX レース前に別に実施されるタイムトライアルの結果
による
c. ランダム・シーディング
d. スクランブル・シーディング
e. 一週末に同じ開催地で UCI 国際 BMX カレンダーに 2 つの
競技大会が登録されている場合(各日に 1 大会)，2 日目の大
会では，一日目の大会の最終順位を使ってシードしてよい．

進出およびスコアリング
モトにスクランブル・シーディングが用いられる場合，モトに続く
進出は，各全カテゴリのために総計ベースでなされる．すなわち
モトに続き，モト後の得点合計を基とする（上記の方式による）
各カテゴリの全競技者の順位が作成される．この順位における
最上位の競技者は競技の次段階に進出する．次段階に進出す
る競技者数は，UCI BMX 規則付属書 1 に記述されるように，参
加登録し，競技者確認後に確定する競技者数による．
例として，UCI BMX 規則付属書 1 のとおり，参加登録し，競技
者確認後に確定した競技者数が 39 人のカテゴリは，モトの各ラ
ウンドにおいて 5 つのヒートを持つ．モトの後，各ヒート 5 人によ
る 4 つのヒートの 1/4 決勝をおこなう．
したがって，モト後の上位 20 競技者（各 5 競技者×4 つの 1/4
決勝）は，1/4 決勝に進出する．予選ラウンドに進出する競技者
は，予選ラウンドの最初のラウンドに第 95 条２.(3)①（UCI 条項
6.1.027bis）の方式に従い，モト後の順位によりシードされる．
進出順で同得点の場合，第 95 条２.(7)④（UCI 条項条項
6.1.035）に記述される方式により解決される．
疑義を除くため，具体的な場合として競技者確認後に確定した
9人の競技者がいるカテゴリでは，モトにおいて得られた最も低
い合計ポイントを持つ7人の競技者は決勝に進出するものとす
る．
④ 各ヒートの結果中で，IRM を科された競技者は，ヒートを終了し 各ヒートの結果中で，IRM を科された競技者は，ヒートを終了し
たすべての他競技者の後に順位づけられる．これを考慮し， たすべての他競技者の後に順位づけられる．これを考慮し，
IRM を科された競技者は以下の順序で順位づけられる：
IRM を科された競技者は以下の順序で順位づけられる：
a. DNF を科された競技者.
a. DNF を科された競技者.
b. REL を科された競技者.
b. REL を科された競技者.
c. DNS を科された競技者.
c. DNS を科された競技者.
ヒートにおいて複数の競技者が DNF，REL または DNS を科さ ヒートにおいて複数の競技者が DNF，REL または DNS を科さ
れた場合，各 IRM 種類内における順位基準は下記のとおり：
れた場合，各 IRM 種類内における順位基準は条項 6.1.041ter
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a. 前段階における順位;
b. 前段階の最終走におけるラップタイム;
c. タイムトライアルの結果.

第 95 条 2.(9)⑤に記述された順位基準による．

⑤ ヒート内における同順位
予選ラウンドでの進出において適用されるスコアリング・システ
ムによってあるヒートについて明確な決定が特定のヒートに下せ
ない場合または決勝の順位付けにおいて同点が生じた場合，前
予選ラウンドにおける順位で決定し，さらに決しない場合は下記
による：
a. 降順で第 3，第 2，第 1 ラウンドのモトのフィニッシュ結果.
b. BMX タイムトライアルの結果（行われた場合）.
c. UCI 個人 BMX ランキング
モトの 3 ラウンドのうちの 1 つに，適用されるスコアリング・システ
ムによって明確な決定が特定のヒートに下せない状況が起こっ
た場合，両方の競技者はより良い方のフィニッシュ順として得点
する．例として：フィニッシュ順において 4 位と 5 位の間での異議
申し立ては同順位決定とされ，最終的にそのヒートにおいて両
競技者に 4 位を与え，5 位は空位とされる．
(9) スコアリング方式
⑤

スコアリング方式
当順位基準方式は下記の場合に適用する：
a. あるヒートで複数の競技者が，条項 6.1.034 および 6.1.035
に記述された IRM において同等な場合;
b. いかなる特定のヒートにおいても，予選ラウンドにおける進
出順位または決勝での位置について，適用できるスコアリン
グ・システムで明確な決定ができない場合；
c. 条項 6.1.041 に記述によって決勝の最終順位が決定ができ
ない場合；
上記すべての場合において，下記方法を決定できるまで表記順
に適用して同順位を解消する．状況に対して方法が利用不可能
または適用不可能な場合に，次の最高優先度の順位決定方法
が使用される．予選ラウンドでの進出において適用されるスコア
リング・システムによってあるヒートについて明確な決定が特定
のヒートに下せない場合あるいは決勝の順位付けにおいて同点
が生じた場合，前予選ラウンドにおける順位で決定し，さらに決
しない場合は下記による：
a. 前ヒートにおけるタイム
b. 前ヒートにおける位置
c. 前段の予選ラウンドにおける当該競技者の最良フィニッシュ
(状況に適用できる場合)
d. 降順で第 3，第 2，第 1 ラウンドのモトのフィニッシュ結果.
e. BMX タイムトライアルの結果（行われた場合）
f. チャンピオンシップカテゴリにおいては UCI 個人 BMX ランキ
ングまたはチャレンジレベル/マスターズカテゴリにおいては
国内ランキングまたはシリーズランキングをモトのシーディン
グに用いる（もしあるなら）．
g. 同順位競技者間で IRM が同等の場合，ランダムに．
他の状態において，上記の方法に従って順位決定ができないな
らば，当該競技者は問題の順位を共有することとし，その下位
の順位は割り当てられない．例：準決勝において 2 競技者が 5
位同順の場合，両競技者は最終順位において 9 位とされ，その
次の順位は 11 位とする．

⑥

適用されるスコアリング・システムでは，3ラウンドのモトの一つで
明確な決定ができない状況が発生した場合，両競技者は着順に
おいてより良い順位の得点とされる．例：4位と5位の着順が断言
された場合，両競技者はそのヒートにおいて4位とし；5位は割り
当てられない．

５． 自転車，衣服および装備
自転車，衣服および装備
競技に使用するすべての自転車は，この章で規定される下記 すべての自転車，衣類および装備は，この章で規定される下記
の一般仕様を満たさなければならないい．
の一般仕様を満たさなければならず，さらにJCF規則第5章に
詳述される規則に従わなければない．
(1) 検査
検査
公式練習の前や，競技大会などの開始前またはコース中で， 疑義を除くため，公式練習の前や，競技大会などの開始前また
装備が本規則に適合しているか否かを確認するために，競技 はコース中で，装備が本規則に適合しているか否かを確認する
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者，競技者の自転車，ヘルメットならびに衣服について，コミセ
ールによる検査を行う．
UCI/JCF は，この検査において検査対象となりうるあらゆる自
転車，衣服，安全装置または他の装置のトラックに対する適応
性に関しては，いかなる主張および/または意見表明も行わな
い．
コミセールが競技者の装備について安全性に欠けると判断した
場合には，それが本規則のなんらかの特定の規定に違反して
いるか否かを問わず，当該競技者はトラック上で競技を行うこと
はできない．
すべての競技者は，トリムとスタイルにおいて BMX タイプの衣
服および他の自転車競技部門とまったく異なる衣類を着用しな
ければならない．
コミセールが衣類または装備に関して競技者に与えた指示に
従わない競技者は，競技することは許可されず，彼の装備の不
適合が気づかれたならばチーフ・コミセールにより，降格される
か，失格とされる．
競技者の自転車，衣類，または機材がコミセールまたは他の役
員によってチェックされるか否かを問わず，UCI規則に従う機材
を使うことについて，すべての競技者に責任がある．この点で，
第 16 条 1.(1) ～ (4)(UCI 規 則 条 項 1.3.001 ， 1.3.002 お よ び
1.3.003)が適用される．非順守の事実が，同じ競技大会中また
は事後の競技大会で指摘された場合，いかなる非順守もより
早く競技大会中に指摘されなかったという事実は弁護に値しな
い．
(2) 自転車
① フレーム
自転車のフレームは，BMX レースの苛酷さに耐えるのに十分な
強度のものでなければならず，ひびが入ったり変形したフレーム
部材があってはならず，また，ひびや他の欠陥のある溶接部が
あってはならない
空力的付属品，チェーン･ガード，サイド･スタンド，マッド･ガー
ド，燃料タンクなどに擬した板金付属品，蝶ねじ，またはチェー
ン･ガード･ラグ，フレーム取付けの反射器およびその他の鋭い
突起状の溶接または機械的に取り付けられた余分なものは許
可されない．
車輪の車軸は，ハブ・ナットから 5 mm を超えて突出していては
ならない．
すべての構成部品，付属品および他の部品は，自転車に確実
に固定されていなければならない．
② 車輪
20 インチ車輪の自転車のみがスタンダード 20 インチ･カテゴリ
で使用できる．クルーザーはクルーザー･カテゴリでのみ使用で
きる．
下記に定められている例外を除き，スタンダードの 20 インチク
ラスで使用されるすべての自転車には，呼び径 20"の適合する
車輪が装備されていなければならない．空気を入れたタイヤを
含む車輪の径は 22 1/2 インチ (57 cm)を超えてはならない．
クルーザー･クラスにおいては，空気を入れたタイヤを含む車輪
の径は最小 22 1/2 インチ(57 cm)とし，空気を入れたタイヤを含
む車輪の径は 26 インチを超えてはならない．
6 才以下の競技者の自転車には，20 インチ未満の車輪を装備
してもよい．
車輪には，ハブおよびリムに適合したすべてのスポークが完全
に組み合わされていなければならない．スポークには適切な張
力が与えられ，ハブ・ベアリングは，顕著な遊びを排除するよう
に調整されていなければならない．ディスクホイールは許可され
ず，車輪を覆ってはならない．
タイヤは，一体型構造のもので，トラックの表面に対して適当な
グリップを与えるのに十分なトレッド(溝)を有していなければなら
ない．
タイヤは，レースの条件下で安全に走行するのに十分な空気圧
が確保されていなければならない．クイック・リリース式の車軸
は薦められないが，リリース・レバーがテープまたは針金でロッ
ク位置に固定されている場合には，使用することができる．
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ために，競技者，競技者の自転車，ヘルメットならびに衣服に
ついて，コミセールによる検査を行う．このような検査が行われ
た場合，これは当規則におけるスポーツ性と技術的要求の適
合の確認のみである．そのような不適合が判明したならば，い
かなる場合も規則に適合しないこれらの衣類と装備は拒絶さ
れ，そのような不適合が改善されるまで，競技者はトラックに入
ることを許されない．そのような不適合がヒート後またはヒート
中に判明した場合，当該競技者はそのヒートにおいてフィニッ
シュせず(DNF)と記録される．
すべての競技者は，トリムとスタイルにおいて BMX タイプの衣
服および他の自転車競技部門とまったく異なる衣類を着用しな
ければならない．
コミセールが衣類または装備に関して競技者に与えた指示に
従わない競技者は，競技することは許可されず，彼の装備の不
適合が気づかれたならばチーフ・コミセールにより，降格される
か，失格とされる．
競技者の自転車，衣類，または機材がコミセールまたは他の役
員によってチェックされるか否かを問わず，UCI規則に従う機材
を使うことについて，すべての競技者に責任がある．この点で，
第 16 条 1.(1) ～ (4)(UCI 規 則 条 項 1.3.001 ， 1.3.002 お よ び
1.3.003)が適用される．非順守の事実が，同じ競技大会中また
は事後の競技大会で指摘された場合，いかなる非順守もより
早く競技大会中に指摘されなかったという事実は弁護に値しな
い．
自転車
フレーム
自転車のフレームは，BMX レースの苛酷さに耐えるのに十分な
強度のものでなければならず，ひびが入ったり変形したフレーム
部材があってはならず，また，ひびや他の欠陥のある溶接部が
あってはならない．
フレームと構成材は空力特性について第 16 条 3.(2)d.②に従わ
なければならない．フレームに不要な付属品の取り付けは許さ
れない．
空力的付属品，チェーン･ガード，サイド･スタンド，マッド･ガー
ド，燃料タンクなどに擬した板金付属品，蝶ねじ，またはチェー
ン･ガード･ラグ，フレーム取付けの反射器およびその他の鋭い
突起状の溶接または機械的に取り付けられた余分なものは許
可されない．
車輪
車輪の車軸は，ハブ・ナットから 5 mm を超えて突出していて
はならない．
スタンダード 20 インチ自転車のカテゴリに入る自転車：車輪は，
タイヤが膨らんだ状態で直径 57cm(22 ½インチ)を超えないも
のとする．
クルーザー24 インチ自転車のカテゴリに入る自転車：車輪は，
タ イ ヤ が 膨 ら ん だ 状 態 で 直 径 57cm(22 ½ イ ン チ ) 以 上 で
66.05cm(26 インチ)を超えないものとする．
クイック・リリース式の車軸は薦められないが，リリース・レバー
がテープまたは針金でロック位置に固定されている場合には，
使用することができる．
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③ ハンドルバー
スタンダードの自転車ならびにクルーザーの双方について，ハ
ンドルバーの最大幅は，74 cm(29 インチ) とする．
スタンダードの自転車およびクルーザーの双方について，ハン
ドルバーの最大高さは，30 cm(12 インチ) とする．
ハンドルバーのグリップは，必須とし，ハンドルバーの端部を完
全に覆っていなければならない．ひびが入ったり，変形したハン
ドルバーは許可されない．
⑤ ブレーキ
競技にエントリするすべての自転車は，有効な後輪ブレーキを
備えていなければならず，このブレーキは，手（キャリパー・ブレ
ーキ）で操作できるものでなければならない．
後輪ブレーキのケーブルは，フレームに固定しなければならな
い．
前輪ブレーキは，装備してもよいが，義務付けではない．
ハンドブレーキ・レバーの自由端は，滑らかに丸みを付ける
か，危険でないように被覆されていなければならない．
露出しているすべてのケーブル端には，ほつれを防止するため
にキャップを付けるか，はんだ付けをする．
⑦ クランク，ペダルおよびトランスミッション
クランクは，１ピース，２ピースまたは３ピース構造のものでよ
い．クランク・アームは，自転車の地上高を妨げない限りにおい
て，任意の長さのものでよい．
ボトム・ブラケットのベアリングは，クランクが顕著な遊びなしに
滑らかに回転できるように調整されなければならない．
ペダルは，クランク・アームに確実に取り付けられ，また，ペダ
ル軸に沿ったペダル本体の側方運動を排除するように調整さ
れていなければならない．ペダル軸は，競技の苛酷さに耐える
のに十分な強度のものでなければならない．ペダル・ケージ上
の歯部は，競技者の靴を効果的にグリップするように十分に突
起しているものとするが，安全を脅かすほど鋭利なものであっ
てはならない．トウ・クリップおよびストラップは許可されない．
【J】ペダル・クリートのインターロッキング・システムはチャレン
ジ・カテゴリの 13 歳以上において許可される．インターロッキン
グ・ペダル・クリート・システム使用時には,競技大会における役
員からの要請に応じて,ペダルから着脱可能であることを証明
することができなければならない.
多段変速ギアシステムは許可される．
⑧ セーフティ・パッド
それぞれ厚み 1 cm 以上の下記のセーフティ・パッドを装着する
ことが推奨される：
a. ハンドルバーのクロスバーを取り囲むパッド;
b. フレームのトップ・チューブを取り囲むパッド;
c. ハンドルバーをフォークに接続するステムを覆うパッド.
６． 競技者の識別
2. 国際恒久レース･ナンバー制度
① 国際恒久レース･ナンバー制度はエリート男子とエリート女子の
みを対象とする．この制度により競技者は，エリート･カテゴリの
全経歴を通じて行使できる占有的権利として，下記規則を条件
として，自身で特別な番号を選択することができる．

② 番号基準
エリート男子とエリート女子のライセンスを持つ競技者は，10か
ら999の間の競技歴を通じた恒久番号を選択できる．
選択された番号はその競技者の独占となり，同性のチャンピオ
ンシップ･レベル･カテゴリ（特にジュニアカテゴリ）の競技者によ
って使用できない．
この番号は，すべての国際BMX競技大会において使用されな
ければならない．選択された番号は，競技者がシーズン中に
UCIポイントを与えられる間は保持され，自動的に翌シーズン
にも割当てられる．競技者がUCIポイントなしで12月31日に競
技シーズンを終えたなら，番号は再度他競技者に割当て可能
になる．12月31日に至るカレンダー･シーズンにわたってUCIポ
イントを得点していない競技者は，恒久レース･ナンバーを放棄
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ハンドルバー
ハンドルバーの最大高さは，30 cm(12 インチ) とする．
ハンドルバーのグリップは，必須とし，ハンドルバーの端部を完
全に覆っていなければならない．ひびが入ったり，変形したハン
ドルバーは許可されない．

ブレーキ
競技にエントリするすべての自転車は，有効な後輪ブレーキを
備えていなければならず，このブレーキは，手で操作できるも
のでなければならない．
後輪ブレーキのケーブル／ホースは，フレームに固定しなけれ
ばならない．
前輪ブレーキは，装備してもよいが，義務付けではない．
ハンドブレーキ・レバーの自由端は，滑らかに丸みを付ける
か，危険でないように被覆されていなければならない．
露出しているすべてのケーブル端には，ほつれを防止するため
にキャップを付けるか，はんだ付けをする．
クランク，ペダルおよびトランスミッション
クランク・アームは，自転車の地上高を妨げない限りにおいて，
任意の長さのものでよい．
ボトム・ブラケットのベアリングは，クランクが顕著な遊びなしに
滑らかに回転できるように調整されなければならない．
ペダルは，クランク・アームに確実に取り付けられなければなら
ない．トウ・クリップおよびストラップは許可されない．
【J】ペダル・クリートのインターロッキング・システムはチャレン
ジ・カテゴリの 13 歳以上において許可される．インターロッキン
グ・ペダル・クリート・システム使用時には,競技大会における役
員からの要請に応じて,ペダルから着脱可能であることを証明
することができなければならない.
多段変速ギアシステムは許可される．

駆動方式
BMXにおいて，自転車は一体構成のチェーンまたはベルトに
より駆動されるものとする．

競技者の識別
国際エリート・レース･ナンバー制度
国際エリート・レース･ナンバー制度はエリート男子とエリート女
子のみを対象とする．この制度によりトップ競技者は，次項に
記述される規定により，授与されたオリンピックごとの4年間を
通じて行使できる占有的権利として，下記規則を条件として，
自身で特別な番号を選択することができる．エリート世界選手
権者およびオリンピック選手権者はそのエリート全競技歴を通
じてこのナンバーを使用する権利を持つ．
番号基準
2018年1月中に定義された国際エリート･レース･ナンバーの一
覧は，2020年12月31日まで凍結される；この期間中，国際エリ
ート･レース･ナンバーは与えられず，取り上げられない．
2020年12月31日の男子エリートおよび女子エリートのUCI個
人ランキングの発表後，以前授与されたすべての国際エリー
ト･レース･ナンバーは再び入手可能になるものとする．2020年
12月31日のUCI個人ランキングの40位までの男子エリートお
よび40位までの女子エリートの競技者は，UCIエリート･レース･
ナンバーを選択することを求められる．すでにUCI国際エリー
ト･レース･ナンバーの所有競技者は，そのナンバーを保持する
と決めることができる；さもなければ，すべてのそのようなナン
バーは9から199の範囲とする．
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するものとし，次シーズンのナンバーを再申請しなければなら
ない．
エリート競技者が次シーズンの開始時に（男子エリートから）マ
スターズ30+カテゴリへ，または（男子エリートまたは女子エリー
トから）チャレンジ・カテゴリへの変更を決めた場合，カテゴリ変
更発行時点で恒久ナンバーを放棄しなければならない．その時
点からその番号は使用可能となる．
第95条６．1.②（UCI条項6.1.091）に従い，白地に黒文字のナ
ンバー･プレートが使用される．

③ 1から8番は留保され，前年のBMX世界選手権大会の上位8競
技者に割り当てられて，新シーズンに使用することができる．番
号1から8の資格を持つ競技者は，そのシーズンは世界選手権
大会まで，世界選手権番号をつけて競技してよい．この期間に
おいてこれら競技者の恒久レース･ナンバーは留保され，他者
に使用されるようにはならない．

④ UCI 恒久ナンバーを受けた競技者および 1 から 8 のワールドナ
ンバーをつけることを選択した競技者は，以下の原則に従いそ
れらの番号をジャージにプリントしなければならない．
a. 番号色は背景色と強いコントラストがなければならない.
b. 番号の間隔は 1.5 cm
c. 番号の最小高さは 20 cm
d. 番号の幅は;
i. 1 桁番号は最小 10 cm
ii. 2 桁番号は最小 20 cm
iii. 3 桁番号は最小 25 cm
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2020東京オリンピック競技大会への参加を国内連盟より先行
されたすべての競技者，または前エリート世界選手権者，前オ
リンピック選手権者がそれぞれ上位40位までに入らなかった場
合について，エリート・ライセンスを所持しかつ前期のオリンピッ
クの4年間に12月31日付けUCI個人ランキングを最少1年持つ
ならば，上記に記された方法に従い国際エリート･レース･ナン
バーを請求できる．一つのナンバーに複数の請求があった場
合，現オリンピック選手権者，現世界選手権者に請求の優先権
がある；これに続き，2020年12月31日においてより高いランキ
ングを持つ競技者の請求に優先権がある．
そのような請求は2021年1月31日まで受理され，その後はそ
れ以上の請求は考慮されない．
上記の基準を満たさない全競技者は，彼らの国際エリート･レ
ース･ナンバー（以前のUCIエリート･恒久レース･ナンバー）を取
り上げられる．2021年1月1日より，彼らはレース主催者がラン
ダムに割り当てる，授与済みの国際エリート･レース･ナンバー
と競合しないレース･ナンバーを使用する．同様に，そのような
競技者は彼らのジャージの背にナンバーをプリントしてはなら
ない．エリート競技者について，そうしたナンバーは200から
599の範囲とする．
上記のこの手続は，各オリンピックの4年間に，繰り返されるこ
ととする．国際エリート･レース･ナンバーの授与のため，各オリ
ンピックの4年間はオリンピック競技大会次年の1月1日に始ま
り，オリンピック競技大会年の12月31日に終了する．
競技者がいったんエリートBMX競技歴から引退したなら，彼の
国際エリート･レース･ナンバーは彼が引退した時のオリンピック
の4年間終了時から再び利用可能となる．ある競技者が連続2
年の間12月31日付けUCI個人ランキングを持たなかった時ま
たは当該競技者によってUCIに送られた引退の通知により，競
技者は引退したとみなされる．シーズン開始時にエリートカテゴ
リライセンスを保持しなくなった競技者は，国際エリート･レー
ス･ナンバー使用の権利を失う．
それが決定できるような状況の下で，UCI BMX委員会は，競
技者のエリート競技歴の終了にあたってその競技者の国際エ
リート･レース･ナンバーが他の競技者による選択ができないよ
うに競技者のナンバーを特別に永久欠番と決定できる．
選択された番号はその競技者の独占となり，ジュニアカテゴリ
を含み，同性のチャンピオンシップ･レベル･カテゴリの競技者に
よって使用できない．ジュニア競技者は常に600から999のナン
バーを割り当てられるものとする．割り当てられたなら，競技者
は彼/彼女の国際エリート･レース･ナンバーをすべての国際
BMX競技大会において使用されなければならない．
第95条６．1.②（UCI条項6.1.091）に従い，白地に黒文字のナ
ンバー･プレートが使用される．
1から8番は留保され，前年のBMX世界選手権大会の男子エリ
ートおよび女子エリート･カテゴリの上位8競技者に割り当てら
れて，新シーズンに使用することができる．番号1から8の資格
を持つ競技者は，そのシーズンは世界選手権大会まで，世界
選手権番号をつけて競技してよい．この期間においてこれら競
技者のエリート･レース･ナンバーは留保され，他者に使用され
るようにはならない．
そのような競技者は，ナンバー1~8を使用する彼らの意図を，
遅くとも彼らがこの権利を得たUCI BMX世界選手権大会の日
から2週間以内にUCIに通知しなければならない．
疑義を除くため，この条項はUCIエリート･レース・ナンバーが凍
結されている2018～2020年まで適用が継続する．
UCI 恒久ナンバーを受けた競技者および 1 から 8 のワールドナ
ンバーをつけることを選択した競技者は，以下の原則に従いそ
れらの番号をジャージにプリントしなければならない．そうするこ
とは義務ではない．
a. 番号色は背景色と強いコントラストがなければならない.
b. 番号の間隔は 1.5 cm
c. 番号の最小高さは 20 cm
d. 番号の幅は;
i. 1 桁番号は最小 10 cm
ii. 2 桁番号は最小 20 cm
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e. 最小 5 cm の広告のない空隙が番号周囲になければならな
い.
f. 選択肢として, 番号の上に肩を横切って彼らの姓を表示す
る.
UCIを通じて恒久ナンバーを受けた競技者および1から8のワ
ールドナンバーをつけることを選択したエリート競技者のみは，
恒久ナンバーまたは1から8のワールドナンバーをジャージの背
につけることができる．恒久ナンバーを持たない競技者は番号
をジャージの背にプリントしてはならない．

⑤ 手続き
国内連盟は，恒久番号の資格を持ち，それを希望する全競技
者を含む一覧表を，UCI が設定する期限までに獲得を望む番号
を添えて提出する．下記の情報はその書類に含む必要がある：
a. 競技者氏名
b. UCI コード
c. 現時点の UCI BMX ランキング順位
d. 第 1，第 2，第 3 希望の番号
希望が競合する場合，下記の規則を適用する：
a. 登録期限の日の UCI BMX ランキングにおいて最高の競
技者は，最初に選択する権利を持つ（最初にエリート･ラン
キング，次にジュニア･ランキング）
b. UCI は，上記基準を基とする割当ての最終権限を持つ．
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iii. 3 桁番号は最小 25 cm
e. 最小 5 cm の広告のない空隙が番号周囲になければならな
い.
f. 選択肢として, 番号の上に肩を横切って彼らの姓を表示す
る.
UCIを通じて恒久ナンバーを受けた競技者および1から8のワ
ールドナンバーをつけることを選択したエリート競技者のみは，
彼らの選択により恒久ナンバーまたは1から8のワールドナンバ
ーをジャージの背につけることができる．その他の競技者は彼
らのジャージの背中にナンバーをプリントすることは許されな
い．しかしながら，疑義を除くため，すべての競技者は彼らの姓
をジャージの背中に横断してプリントすることは許される．
手続き
国内連盟は，恒久番号の資格を持ち，それを希望する全競技
者を含む一覧表を，第 95 条６．2.②に規定される期限までに獲
得を望む番号を添えて提出する．下記の情報はその書類に含
む必要がある：
a. 競技者氏名
b. UCI ID
c. 現時点の UCI BMX ランキング順位
d. 第 1，第 2，第 3 希望の番号
希望が競合する場合，下記の規則を適用する：
a. 登録期限の日の UCI BMX ランキングにおいて最高の競
技者は，最初に選択する権利を持つ（最初にエリート･ラン
キング，次にジュニア･ランキング）
b. UCI は，上記基準を基とする割当ての最終権限を持つ．

BMX フリースタイル競技規則

第９５A 条 （BMXフリースタイル規則）
BMXフリースタイル競技は，UCI BMXフリースタイル競技規則
による．
1. 前提条項
① BMXフリースタイル競技は，1つまたは複数の「トリック」として
知られるさまざまな自転車操作を含む演技実行の技量に基づ
いて得点する，採点競技である．
当規則の文脈中， BMXフリースタイル競技はBMXフリースタ
イル・パークを指すものとする．

2. 競技カテゴリ
② BMX フリースタイル競技において UCI が認める競技カテゴリは
下記のとおり：
a. BMX フリースタイル競技の UCI カテゴリ:
a. 男子カテゴリ: 男子エリート, 15 歳以上
b. 女子カテゴリ: 女子エリート, 15 歳以上
b. BMX フリースタイル・パーク競技の国内カテゴリ:
a. 男子カテゴリ:
i. 男子アマチュア
ii. 男子ユース, 7 – 14 歳
b. 女子カテゴリ:
i. 女子アマチュア
ii. 女子ユース, 7 – 14 歳
上記の国内カテゴリにおいて国内連盟は年齢制限を変え，また
はカテゴリを追加することができる．

3. カテゴリの組み合わせ
BMX フリースタイル･パーク競技は，5 人以上の競技者が参加登
録し，競技者の参加確認プロセスを完了したカテゴリにおいての
み実施できる．参加登録し，参加確認が 5 人未満のカテゴリにお
いて，そのカテゴリは競技主催者の判断で他のカテゴリと結合さ
れ得る．
5 競技者以上の参加登録があり，競技者参加登録中において確
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（BMXフリースタイル規則）
BMX フリースタイル競技は，UCI BMX フリースタイル競技規則
による．
前提条項
BMXフリースタイル競技は，1つまたは複数の「トリック」として
知られるさまざまな自転車操作を含む演技実行の技量に基づ
いて得点する，採点競技である．
当規則の文脈中， BMXフリースタイル競技は2つの異なる種
目のどちらかまたは両方を指すものとする．
・ パーク
・ フラットランド
これらの規則は違った形で特に言及される場合を除き，一般に
両方のBMXフリースタイル種目に適用される．
競技カテゴリ
BMX フリースタイル競技において UCI が認める競技カテゴリは
下記のとおり：
a. BMX フリースタイル競技の UCI カテゴリ:
a. 男子カテゴリ: 男子エリート, 15 歳以上
b. 女子カテゴリ: 女子エリート, 15 歳以上
b. BMX フリースタイル・パーク競技の国内カテゴリ:
a. 男子カテゴリ:
i. 男子アマチュア
ii. 男子ユース, 7 – 14 歳
b. 女子カテゴリ:
i. 女子アマチュア
ii. 女子ユース, 7 – 14 歳
上記の国内カテゴリにおいて国内連盟は，他の年齢カテゴリ，
オープンカテゴリ*，および/または技量カテゴリなどのように，年
齢制限を変え，またはカテゴリを追加することができる．
*オープンカテゴリは，国内連盟によって定義される，具体的な
年齢または技量の制限のあるカテゴリである．
カテゴリの組み合わせ
パーク競技
BMX パーク競技は，5 人以上の競技者が参加登録し，競技者の
参加確認プロセスを完了したカテゴリにおいてのみ実施できる．
参加登録し，参加確認が 5 人未満のカテゴリにおいて，そのカテ
ゴリは競技主催者の判断で他のカテゴリと結合され得る．
5 競技者以上の参加登録があり，競技者参加登録中において確
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定した場合，それより少ない競技者しかスタート地点に来ない場 定した場合，それより少ない競技者しかスタート地点に来ない場
合もいかなる理由であれ当該カテゴリは実施する．
合もいかなる理由であれ当該カテゴリは実施する．
フラットランド競技
BMXフラットランド競技において，カテゴリ毎に競うための別個
の競技を行う必要がある競技者の最小数が，競技者確認にお
いて3人の競技者になるとしても，BMXパーク競技のプロセス
に従うものとする．
３． 競技日程とBMXフリースタイル競技大会の運営
競技日程とBMXフリースタイル競技大会の運営
1. 競技日程
競技日程
② UCI BMXフリースタイル国際競技日程は，少なくともUCI BMX 一般論
フリースタイル・パーク・ワールドカップシリーズにおける競技大 UCI BMXフリースタイル国際競技日程に登録したすべての競
会により構成される．
技は，少なくとも条項6bis.2.002の中で確認されたUCIカテゴリ
を保持するものとする．UCI BMXフリースタイル国際競技日程
上のそのような競技大会は，UCIカテゴリにおいてUCI規則に
従うものとする．
UCIは，UCI BMXフリースタイル国際競技日程上のいかなる
競技でも割り当てる唯一の権限を持つ．
UCI BMXフリースタイル国際競技日程は，下記のタイプの競
技により構成される．
パーク競技
･ UCI BMX フリースタイル世界選手権大会(CM)：他の競技は
UCI BMX フリースタイル世界選手権大会と同日には，UCI
BMX フリースタイル国際競技日程上に登録されない．
･ UCI BMX フリースタイルワールドカップ(CDM)：他の競技
は，いかなる UCI BMX フリースタイルワールドカップと同日
には，UCI BMX フリースタイル国際競技日程上に登録され
ない．
･ 大陸選手権大会(CC)：当該大陸の国の国籍を持つ競技者だ
けが，その大陸選手権大会に参加することができる．同じ大
陸の他の C1 または CN 競技大会は，その大陸の大陸選手
権大会と同日には，UCI BMX フリースタイル国際競技日程
上に登録されない．
･ 国際 BMX フリースタイル競技大会(C1)： すべての国内連盟
は，各暦年内の UCI 競技日程上に 1 つ以上の国際 BMX フ
リースタイル競技大会を登録する可能性を持つ．
･ 国内選手権大会(CN)： すべての国内連盟は，各暦年内の
UCI 競技日程上に 1 つの国内 BMX フリースタイル選手権大
会を登録する可能性を持つ．
さらに，オリンピック競技大会(OG)とユースオリンピックゲーム
ズ(YOG)は，パーク種目においてUCI BMXフリースタイル国際
競技日程上に含まれる．
フラットランド競技
･ 2018年シーズンにおいては，UCI BMXフリースタイルワー
ルドカップ(CDM)競技のみ．
6. 参加登録と競技者確認
参加登録と競技者確認
⑨
競技大会において参加登録する条件として，すべての競技者
はUCI規則を受容し，遵守し，同様に競技が行われる競技上の
レイアウトと形状を受容することに合意する．
４． 服装と機材
服装と機材
1. 自転車
自転車に関する一般規則
③ BMXフリースタイル競技に使用される自転車は同径の2つの車 BMXフリースタイル競技に使用される自転車は同径の2つの車
輪を持つ乗り物である．前輪は操舵可能で，後輪はペダルとチ 輪を持つ乗り物である．前輪は操舵可能で，後輪はペダルとチ
ェーンからなる装置を介して，電気または他の補助なく駆動さ ェーンからなる装置を介して，電気または他の補助なく駆動さ
れる．
れる．固定ギアは使用できない．
しかしながら種々の理由により，BMXフリースタイル競技の競
技者は，チェーンを彼らの自転車から取り除くと決めることがで
きる．
④ BMXフリースタイル競技において使用される自転車は，一般に BMXフリースタイル競技において使用される自転車は，一般に
BMX用自転車であるとみなされる形式とする．その姿勢は，以 BMX用自転車であるとみなされる形式とする．その姿勢は，以
下の点でのみ支えられていることが必要である： ペダル上の 下の点でのみ支えられていることが必要である： ペダル上の
足，ハンドルバー上の手，サドルへの着座．サドルは，シートチ 足，ハンドルバー上の手，サドルへの着座．サドルは必要であ
ューブが負傷を防止するようにカバーされている限り必須としな る．
い．
自転車はあらゆる状況において，完璧に安全に乗車，操縦でき
自転車はあらゆる状況において，完璧に安全に乗車，操縦でき るハンドルバーを備えていなければならない．
るハンドルバーを備えていなければならない．
2. 安全装備
安全装備
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① 条項1.3.031中に規定されるように，自転車競技のために保証
されたヘルメットを着用することは全カテゴリに付帯する義務で
ある．乗車中は，このヘルメットは常時着用しなければならな
い．ヘルメット製造者により承認された付属品のみをヘルメット
に付けてよい．
競技，ウォーミングアップまたはプラクティス中かにかかわら
ず，乗車中には常にヘルメットストラップを安全に締めていなけ
ればならない．
競技者は下記を着用することを強く推奨される：
a. 背，肘，膝および肩プロテクタ
b. 頸椎の保護
全ユース・カテゴリにおいて膝のプロテクタは必須とする．
3. 服装
① BMXフリースタイル競技における競技者は，BMXフリースタイ
ルと伝統的に結び付く衣類を着用するものとする．その衣類の
デザインまたは構成は，競技者にとって危険（例:競技者の自転
車にかみ込むかもしれない非常にゆったりした衣類）を構成し
てはならない．同様に，そのような衣類にプリントされたデザイ
ンまたは広告は，スポーツとして主催者，UCI，BMXフリースタ
イルの公的なイメージを損なうような不快なステートメントまた
はイメージを含んではならない．

③
④

⑤

５． 参加者，ペナルティおよび抗議の管理
1. 参加者の管理
② フェアプレイと敬意はすべてのUCI BMXフリースタイル競技に
おける2つの不可欠な価値である．

2. ペナルティ
① 当規則の具体的な条項を侵害することなく，BMXフリースタイ
ル競技大会を管理するために指名されたコミセールは，安全ま
たは良識ある行動の以下の標準に違反する競技者を失格と
し，またはスタートを拒絶する権限を持っている：
a. 機材の規則を尊重しない
b. 発表された大会スケジュールを尊重しない
c. 立入禁止区域または競技のタイムリミットを尊重しない
d. 競技のスタート順を尊重しない
e. 機材，会場または環境への意図的な毀損
f. アルコールまたは他の違法な物質の影響下での（ステージ
を問わず）大会参加
h. 不適当な方法（例えば:卑猥な言葉，侮辱，不適当な言語，
卑猥なしぐさの使用）での行動
I
競技の公正運営の利益に反しているか，スポーツ，主催者
または UCI の評判を傷つかせる他のいかなる行動．
適用されうる他のいかなる懲戒処分を侵害することなく，この点
に関連して，言葉または身体的な攻撃は許容されない；競技ま
たは競技エリアから即時に除外される．
さらに，UCI規則条項1.2.079から1.2.082の行動のアウトライ
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条項1.3.031中に規定されるように，自転車競技のために保証
されたヘルメットを着用することは全カテゴリに付帯する義務で
ある．乗車中は，このヘルメットは常時着用しなければならな
い．ヘルメット製造者により承認された付属品のみをヘルメット
に付けてよい．
競技，ウォーミングアップまたはプラクティス中かにかかわら
ず，乗車中には常にヘルメットストラップを安全に締めていなけ
ればならない．
競技者は下記を着用することを強く推奨される：
a. 背，肘，膝および肩プロテクタ
b. 頸椎の保護
全ユース・カテゴリにおいて膝のプロテクタは高度に推奨され
る．
服装
BMXフリースタイル競技における競技者は，BMXフリースタイ
ルと伝統的に結び付く衣類を着用するものとする．その衣類の
デザインまたは構成は，競技者にとって危険（例:競技者の自
転車にかみ込むかもしれない非常にゆったりした衣類）を構成
してはならない．
疑問を避けるため，競技者は公式練習，競技中および公式式
典と報道活動中に，シャツ（袖があるか否かにかかわらず）を
着用しなければならない．同様に，そのような衣類にプリントさ
れたデザインまたは広告は，スポーツとして主催者， UCI，
BMXフリースタイルの公的なイメージを損なうような不快なステ
ートメントまたはイメージを含んではならない．
フラットランド競技に関する特別規則
BMXフラットランド競技のためにヘルメットは推奨されるが，必
要とはされない．
競技者は，競技中と公式式典および記者会見（競技に続くイン
タビューを含める）の間は，シャツ（袖があるか否かにかかわら
ず）を着用しなければならない．同様に，そのような衣類にプリ
ントされたデザインまたは広告は，スポーツとして主催者，
UCI，BMXフリースタイルの公的なイメージを損なうような不快
なステートメントまたはイメージを含んではならない．
自転車またはその構成要素の1つがランの間に壊れたなら，競
技者は，継続，中止または自転車を別のものと交換するかを決
定できる．
参加者，ペナルティおよび抗議の管理
参加者の管理
フェアプレイと敬意はすべてのUCI BMXフリースタイル競技に
おける2つの不可欠な価値である．
これらの価値保つために，競技者は特別な要素をBMXフリー
スタイル競技のために主催者によって規定された競技場に追
加してはならず，また彼らはいかなる点でもそれを変更しては
ならない；同様に，彼らはその競技場の境界外からランを始め
ないものとする．
ペナルティ
当規則の具体的な条項を侵害することなく，BMXフリースタイ
ル競技大会を管理するために指名されたコミセールは，安全ま
たは良識ある行動の以下の標準に違反する競技者を失格と
し，またはスタートを拒絶する権限を持っている：
a. 機材の規則を尊重しない
b. 発表された大会スケジュールを尊重しない
c. 立入禁止区域または競技のタイムリミットを尊重しない
d. 競技のスタート順を尊重しない
e. 機材，会場または環境への意図的な毀損
f. アルコールまたは他の違法な物質の影響下での（ステージ
を問わず）大会参加
g. 喫煙は，競技者エリア内，競技場，そして周囲の安全ゾー
ンで禁止される．
h. 不適当な方法（例えば:卑猥な言葉，侮辱，不適当な言語，
卑猥なしぐさの使用）での行動
I
競技の公正運営の利益に反しているか，スポーツ，主催者
または UCI の評判を傷つかせる他のいかなる行動．
O 特に，ジャッジ，主催者，UCI，または他の役員に向けられ
たいかなる侮辱または失礼な行動も罰せられる．
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3.
①

②

６．

1.
②

ンの規則も適用される．
適用されうる他のいかなる懲戒処分を侵害することなく，この点
競技者の失格またはスタートを拒絶するコミセールの決定に対 に関連して，言葉または身体的な攻撃は許容されない；競技ま
して異議申立てできない．
たは競技エリアから即時に除外される．
さらに，UCI規則条項1.2.079から1.2.082の行動のアウトライ
ンの規則も適用される．
競技者の失格またはスタートを拒絶するコミセールの決定に対
して異議申立てできない．
異議申し立て
異議申立てはBMXフリースタイル・パーク競技大会のいずれか
の段階における結果に対して，競技者またはナショナル・チー
ム監督によって申立てられた公式な苦情である．コミセールま
たは主催者の決定には異議申立てできない．
競技中にコミセールまたはジャッジ・パネルによってなされた判
断決定に対して，競技者による異議申立ては許されない．
第９５A条５．3.①(UCI規則条項6bis.5.004)にもかかわらず，
競技者が万一，異議申立てを提出することを望むならば，主催
者によって供給された異議申立様式を使用した書面によらなけ
ればならない．いかなる記入された異議申立様式でも，異議対
象の結果の掲出から15分以内にコミセールに提出されるべき
である．
主催者は，各異議申立様式に対して料金（その額は80ユーロ
または当該国の現地通貨でその等価を超えてはならず，テクニ
カルガイド中で公表される）を請求することを決定できる．
コミセールと主催者は協働して調査を実施する；コミセールが，
異議申立が受入れられるべきと決定するなら，料金は競技者
に返済される．異議申立が拒絶されるなら，料金は返済されな
い．
BMXフリースタイル・パーク競技大会
BMXフリースタイル・パーク競技大会
BMXフリースタイル・パーク競技大会は，斜路，壁および手すり BMXフリースタイル・パーク競技大会中に，競技者は，時間を
などの様々なタイプの障害から成るコースの中で開催する．競 定めたルーチンを行い，ランの難易性，および演技の質を含む
技者は，パーク内で時間を定めたルーチンを行い，ランの難易 様々な要素に基づいて採点される．
性，および演技の質を含む様々な要素に基づいて採点される．
競技形式
競技形式
各カテゴリのBMXフリースタイル・パーク競技大会は，下記に 各カテゴリのBMXフリースタイル・パーク競技大会は，下記に
説明される段階（予選，準決勝，決勝）と各段階におけるいくつ 説明される段階（予選，準決勝，決勝）と各段階におけるいくつ
かのヒートで構成される．ヒートは，2から5人の競技者からなる かのヒートで構成される．
グループである．
パーク競技におけるヒートは，2から5人の競技者からなるグル
カテゴリにおける段階と予選の組み合わせはエントリ数により， ープである．
下記の表に依る．
フラットランド競技において，競技者はヒートに構成されない．
主催者の判断で，周期的な中断は，競技者の休息とウォーミン
エントリ数 競技の段階 予選規則
ヒート数
5～8人
2 段階
予選上位 4 人が 予選 1 ヒート，
グアップに配慮してプログラムに挿入することができる．
予選×1
決勝に進出
ヒートあたり 4 人 カテゴリにおける段階と予選の組み合わせは（適用可能なら
決勝×1
が決勝へ
ば）エントリ数により，下記の表に依る．
9～15人
2 段階
予選上位8人が 予選 2 ヒート，
パーク競技

16～30人

31人以上

予選×1
決勝×1
2 段階
予選×1
決勝×1

決勝に進出

3 段階
予選×1
準決勝×1
決勝×1

予選上位24人
が
準決勝に進出
準決勝上位 12
人が
決勝に進出

予選上位12人
が
決勝に進出

ヒートあたり 4 人
が決勝へ
予選 3 ヒート，
ヒートあたり 4 人
が決勝へ
予選 6 ヒート，
ヒートあたり 4 人
が決勝へ

エントリ数
5～8人

9～15人

16～30人

31人以上

競技の段階
2 段階
予選×1
決勝×1
2 段階
予選×1
決勝×1
2 段階
予選×1
決勝×1

予選規則
予選上位 4 人が
決勝に進出

予選上位12人
が
決勝に進出

ヒート数
予選 1 ヒート，
ヒートあたり 4 人
が決勝へ
予選 2 ヒート，
ヒートあたり 4 人
が決勝へ
予選 3 ヒート，
ヒートあたり 4 人
が決勝へ

3 段階

予選上位24人

予選 6 ヒート，

予選上位8人が
決勝に進出

ヒート数：各ラウンドにおけるヒート数は上記の表による．予選
予選×1
が
ヒートあたり 4 人
段階において，可能な限り多くのヒートが4競技者となるように，
準決勝×1
準決勝に進出
が決勝へ
ヒート数を選定する．
決勝×1
準決勝上位 12
すべてのヒートが4競技者とすることが不可能な場合は，4競技
人が
決勝に進出
者のヒート数を最大化するため，1つまたは2つの3競技者のヒ
ート，または5競技者の1ヒートを入れる．3または5競技者のヒ ヒート数：各ラウンドにおけるヒート数は上記の表による．予選
ートはヒートの最後の順とする．
段階において，可能な限り多くのヒートが4競技者となるように，
ヒート数を選定する．
すべてのヒートが4競技者とすることが不可能な場合は，4競技
者のヒート数を最大化するため，いくつかのヒートを3または5競
技者とする．選択により，4または5競技者のヒートのみで構成
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することが可能ならば，3競技者のヒートは避けるものとする．3
または5競技者のヒートはヒートの最後の順とする．
③
フラットランド競技
エントリ数
競技の段階 予選規則
3～4 人
1 段階
全競技者は決勝に参加する
決勝×1
5～8 人
2 段階
予選上位 4 人が決勝に進出
予選×1
決勝×1
9～15 人
2 段階
予選上位 8 人が決勝に進出
予選×1
決勝×1
16～20 人
3 段階
予選上位12人が
予選×1
準決勝に進出
準決勝×1
準決勝上位 8 人が
決勝×1
決勝に進出
21 人以上
3 段階
予選上位16人が
予選×1
準決勝に進出
準決勝×1
準決勝上位 8 人が
決勝×1
決勝に進出
④ ランはBMXフリースタイル・パーク競技大会において，競技者 ランはBMXフリースタイル・パーク競技大会において，競技者
が様々なトリックから成るルーチンを演じ，ジャッジによりそれを が様々なトリックから成るルーチンを演じ，ジャッジによりそれを
評価される，競技の個々のユニットである．
評価される，競技の個々のユニットである．
競技の各段階の各ヒートの中で，各競技者は2回のランを行 パーク競技
う．第９５A条６．2.①(UCI条項6bis.6.005)中で定義されたスタ 競技の各段階の各ヒートの中で，各競技者は2回のランを行
ート順で，各競技者は1回のランを行う．各ヒート中の順番で最 う．
後の競技者が最初のランを行ったなら，競技者は同じ順序で2 一般に，第９５A条６．2.①(UCI条項6bis.6.005)中で定義され
回目のランを行う．
たスタート順で，最初のランを行う．各ヒート中の順番で最後の
競技者が最初のランを行ったなら，競技者は同じ順序で2回目
のランを行う．
フラットランド競技
競技のすべての段階で，各ヒートにおいて各競技者は1回のラ
ンを行う；このランは第９５A条６．2.①中に規定された競技者
のスタート順で行われる．
2.
予選段階
① 予選段階で，競技者は各ヒートに無作為に割り当てられる．
パーク競技
しかしながら，シリーズの一部である競技大会の場合には，予 予選段階で，競技者は各ヒートに無作為に割り当てられる．
選段階はその時のシリーズ・ランキングの逆順で行う；すなわち しかしながら，シリーズの一部である競技大会の場合には，予
ヒートの順番において，ランキングがないか最も低いランキング 選段階はその時のシリーズ・ランキングの逆順で行う；すなわち
の競技者で開始し，最高ランキングの競技者で最後のヒートが ヒートの順番において，ランキングがないか最も低いランキング
終わるよう割り当てられる．
の競技者で開始し，最高ランキングの競技者で最後のヒートが
そのような場合各ヒートにおいて，スタート順はランキングの逆 終わるよう割り当てられる．
順とし，各ヒートの最高ランキングの競技者がそのヒートにおい そのような場合各ヒートにおいて，スタート順はランキングの逆
て最後となるようする．ランキングがない競技者は，順番におい 順とし，各ヒートの最高ランキングの競技者がそのヒートにおい
て最初のヒートに無作為にシードされる．
て最後となるようする．ランキングがない競技者は，順番におい
シリーズの最初の大会の場合，前シーズンのシリーズ最終ラン て最初のヒートに無作為にシードされる．
キングを適用する．
シリーズの最初の大会の場合，前シーズンのシリーズ最終ラン
キングを適用する．
フラットランド競技
シリーズランキングが使われない限り，予選段階中のスタート
順はランダムとする；その場合，予選段階のスタート順は，参加
している競技者間におけるにシリーズランキングの逆順で行わ
れる．ランクキングのない競技者はランダムな順で最初にスタ
ートする．
④ 競技の各段階において，各ヒートの競技者はそのヒート開始前 競技の各段階において，各ヒートの競技者はそのヒート開始前
に最短40秒のウォームアップの権利がある．
にウォームアップの権利がある．
パーク競技：最短40秒のウォームアップ時間が与えられる．
フラットランド競技：各段階において，3分間のウォームアップ時
間がフラットランドエリアの競技面において最多8競技者毎に与
えられる．こうした最初のグループの競技者は，競技開始前に
この3分間のウォームアップの権利がある．
3. 採点と結果
採点と結果
各ジャッジは，両方のランを含めて競技者のパフォーマンス全体 パーク競技
を考慮し，各競技者に0.00から99.99の間の得点を与えるものと 各ジャッジは，両方のランを含めて競技者のパフォーマンス全体
する．各ランに個々の得点は与えられない．
を考慮し，各競技者に0.00から99.99の間の得点を与えるものと
全ジャッジによって与えられた各競技者の得点は平均される；こ する．各ランに個々のジャッジの得点は与えられない．
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の平均点は当該ヒートの2回のランにおける競技者のパフォーマ 全ジャッジによって与えられた各競技者の得点は平均される；こ
ンスの公式得点である．各平均点は小数第2位まで報告される； の平均点は当該ヒートの2回のランにおける競技者のパフォーマ
これを超える得点の小数部は切捨てられる（得点は四捨五入さ ンスの公式得点である．各平均点は小数第2位まで報告される；
れない）．
これを超える得点の小数部は切捨てられる（得点は四捨五入さ
5人以上のジャッジが競技を統轄するために指名される場合， れない）．
平均点を計算する前に，最高と最低の得点は切り捨てることが 5人以上のジャッジが競技を統轄するために指名される場合，
できる．
平均点を計算する前に，最高と最低の得点は切り捨てることが
できる．
フラットランド競技
各ジャッジは，競技者のパフォーマンス全体を考慮して，各競
技者に0.00から99.99の間の得点を与えるものとする．全ジャ
ッジによって各競技者に与えられた得点は平均される；この平
均点は当該ヒートにおける競技者のパフォーマンスの公式な得
点である．個々のジャッジの得点は与えられない．各平均点は
小数第2位まで報告される；これを超える得点の小数部も切り
捨てる（得点の丸めはされない）．
4. 最高トリック競争
最高トリック競争
競技主催者は，男子エリートまたは女子エリート・カテゴリの決 BMXフリースタイル競技大会の主催者は，BMXフリースタイル
勝において，最高のトリックのために賞を提供することを決める 競技の一部として最高トリック競争を開催することを決定でき
ことができる．この場合，この事実は大会テクニカルガイド中で る．主催者が決定することができるという規則に従い，そのよう
公表される．
な競技は行われる．そのような規則は競技ガイドの中で説明さ
上述の最高トリック競争が行われる場合，各競技者の最高トリ れなければならない．参加はかならずしも義務的でない．
ックは彼らの2回のランから別々に採点される．そうすることに
おいて，テクニカルガイド中で指定されるように，各競技者はそ
れらの最高トリックを2回から5回挑戦することを許される．最高
トリック競争はスタート順において各ヒートの最後とされる．
6. 各段階の成績
各段階の成績
① 各段階において，成績は最高得点から最低得点の順に作成さ 各段階において，成績は最高得点から最低得点の順に作成さ
れ る も の と す る ． 同 得 点 は 第 ９ ５ A 条 ６ ． 6. ② (UCI 条 項 れ る も の と す る ． 同 得 点 は 第 ９ ５ A 条 ６ ． 6. ② (UCI 条 項
6bis.6.015)に従って順位づけられる．
6bis.6.015)に従って順位づけられる．
予選段階において，成績は予選段階終了後60分以内に発表さ 予選段階において，成績は予選段階終了後120分以内に発表
れるものとする．
されるものとする．
準決勝段階において，成績は準決勝段階終了後30分以内に 準決勝段階において，成績は準決勝段階終了後30分以内に
発表されるものとする．
発表されるものとする．
決勝において，成績は決勝終了後15分以内に発表されるもの 決勝において，成績は決勝終了後15分以内に発表されるもの
とする．
とする．
② 同得点の場合，ジャッジは各当該競技者のパフォーマンスにつ 同得点の場合，ジャッジは各当該競技者のパフォーマンスにつ
いて討議し，下記の同得点解決手順を適用する．
いて討議し，該得点を報告する前にどちらの競技者のパフォー
ジャッジは，それらの議論における最初に，得点が正しいことを マンスが優れているか決定する．
確実にする．何の決定もすることができず，同得点のままなら
ば：
a. ジャッジが3人以上の場合：
1. 最高得点と最低得点を省き，残った得点を平均する，さ
らに
2. 低得点を省き，残った得点を平均する，さらに
3. 2 つの最低得点を省き，残った得点を平均する．
b. もしくは，主任ジャッジがいずれの競技者がより良いパフォー
マンスを持つか決定する．
7. 競技ランキング
競技ランキング
BMXフリースタイル・パーク競技大会の決勝完了後，大会のす BMXフリースタイル競技大会の決勝完了後，大会のすべての
べての段階の結果を説明する競技ランキングは次のとおり作 段階の結果を説明する競技ランキングは次のとおり作成され
成される：
る：
1. 決勝参加資格を得て，失格しなかった全競技者は，決勝にお 1. 決勝参加資格を得て，失格しなかった全競技者は，決勝にお
ける得点順（最高から最低）．第９５A 条６．6.③(UCI 条項
ける得点順（最高から最低）．第９５A 条６．6.③(UCI 条項
6bis.6.016)に記述される決勝における DNS 競技者．
6bis.6.016)に記述される決勝における DNS 競技者．
2.準決勝が行われる場合，準決勝参加資格を得て，失格しなか 2.準決勝が行われる場合，準決勝参加資格を得て，失格しなか
った全競技者は，準決勝における得点順（最高から最低）．
った全競技者は，準決勝における得点順（最高から最低）．
第９５A 条６．6.③(UCI 条項 6bis.6.016)に記述される準決勝
第９５A 条６．6.③(UCI 条項 6bis.6.016)に記述される準決勝
における DNS 競技者．
における DNS 競技者．
3. 予選段階にスタートし，失格せず，次段階への参加資格を 3. 予選段階にスタートし，失格せず，次段階への参加資格を
得なかった全競技者は，予選段階における得点順．
得なかった全競技者は，予選段階における得点順
8. 採点システム
採点システム
③ 競技者，彼らのファミリーメンバー，チーム代表，プレス・メンバ 競技者，彼らのファミリーメンバー，チーム代表，プレス・メンバ
ー，観客も競技中または得点計算時に，ジャッジ・スタンドに接 ー，観客も競技中または得点計算時に，ジャッジ・スタンドに接
近したりジャッジと話したりするべきでない．
近したりジャッジと話したりするべきでない．ジャッジが競技を
見，彼らの仕事を行うための，隔てられ，アクセスが制限された
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⑤ ジャッジはプロフェッショナルで，公平な方法で行動しなければ
ならず，そうすることにおいて流儀の好みまたは過去の実績な
どのすべての予断を排除しなければならない．各ランにおける
各競技者のパフォーマンスは完全にそれ自身の価値によって
判断されるものとする．

9. 採点基準
① 各競技者のパフォーマンスは以下を含む全体の印象の上で判
断されるが，これにとどまらない：
a. 難易度（実行されたトリックだけでなくコースの中のトリックと
使われた組み合わせの配置も考慮する）
b. 高さ （実行されたトリックの振幅）
c. 流れ
d. 独創性（トリックと並び）と多才さ
e. スタイル
f. 一貫性（安定性，流動性および実行された演技のコントロー
ルを考慮する）
g. トリックの多様性（標準的な空中技，回転，グラインドのよい
混合…を考慮する）
h. トリックのコントロール
i. 自転車のコントロール
j. 着地
k. コースの使用
l. 達成度
ジャッジが，トリックの連鎖，ルーチンにおけるリスクの量および
競技者がどのようにコースを使うかを評価する時に，ラン全体
の 構 成 は と て も 重 要 で あ る ． 第 ９ ５ A 条 ６ ． 9. ② (UCI 条 項
6bis.6.028)で説明されるように，ジャッジは転倒と停止などの
エラーを考慮する．

② エラーは下記のランの中断または制御不能などと定義される．
競技者が1つ以上のエラーを犯した場合，各ジャッジは得点の
最大25%を競技者の採点から引くことができる．控除される点
数は，エラーの量と深刻さ，および競技者のパフォーマンスへ
の全体的影響に依存する．
a. マイナー・エラーには，フラット着地，デッキ着地，滑り，軽い
足の接地および他の不安定さを含む
b. ミディアム・のエラーには，完全な，または強い足の接地にお
ける停止を含む
c. メジャー・エラーには，自転車を「投げる」，衝突などの行動を
含む
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エリアが，主催者によって提供される．
ジャッジはプロフェッショナルで，公平な方法で行動しなければ
ならず，そうすることにおいて流儀の好みまたは過去の実績な
どのすべての予断を排除しなければならない．各ランにおける
各競技者のパフォーマンスは完全にそれ自身の価値によって
判断されるものとする．
ジャッジは彼らの個々の競技者の得点，またジ他のジャッジに
よって与えられた点をャッジ・パネル外の誰にも議論してはなら
ず，また彼らは，点が評価された具体的なプロセス，同得点の
解消についてコメントしてはならない．
採点基準
一般論
ジャッジが，トリックの連鎖，ルーチンにおけるリスクの量および
競技者がどのようにコースを使うかを評価する時に，ラン全体
の構成はとても重要である．条項6bis.6.028で説明されるよう
に，ジャッジは転倒と停止などのエラーを考慮する．
パーク競技
各競技者のパフォーマンスは以下を含む全体の印象の上で判
断されるが，これにとどまらない：
a. 難易度（実行されたトリックだけでなくコースの中のトリックと
使われた組み合わせの配置も考慮する）
b. 高さ （実行されたトリックの振幅）
c. 流れ
d. 独創性（トリックと並び）と多才さ
e. スタイル
f. 一貫性（安定性，流動性および実行された演技のコントロー
ルを考慮する）
g. トリックの多様性（標準的な空中技，回転，グラインドのよい
混合…を考慮する）
h. トリックのコントロール
i. 自転車のコントロール
j. 着地
k. コースの使用
l. 達成度
フラットランド競技
各競技者のパフォーマンスは以下を含む全体の印象の上で判
断されるが，これにとどまらない：
a. 難易度 / リスク
b. 流れ / スタイル
c. 独創性（トリックと並び）と多才さ
d. 一貫性（安定性，流動性および実行された演技のコントロー
ルを考慮する）
e. トリックの多様性
f. トリックのコントロール
g. 自転車のコントロール
h. 達成度
一般論
エラーは下記のランの中断または制御不能などと定義される．
競技者が1つ以上のエラーを犯した場合，各ジャッジは得点の
最大25%を競技者の採点から引くことができる．控除される点
数は，エラーの量と深刻さ，および競技者のパフォーマンスへ
の全体的影響に依存する．
パーク競技
a. マイナー・エラーには，フラット着地，デッキ着地，滑り，軽い
足の接地および他の不安定さを含む
b. ミディアム・のエラーには，完全な，または強い足の接地にお
ける停止を含む
c. メジャー・エラーには，自転車を「投げる」，衝突などの行動を
含む
フラットランド競技
a. マイナー・エラーには，トリック中の前輪/後輪の乗車面への
接触（トリックに依る），軽い足の接地，ハンドルバーの乗車
面への接触（トリックが継続しているとみなされる場合）を含
む;
b.
ミディアム・エラーには，自転車が横になっての着
地，または強い足の接地を含む;
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c. メジャー・エラーには，自転車を「投げる」，衝突，じょうすあ面
への両足の接触などの行動を含む.
10 競技管理の手続き
① 競技を管理するように任命されたコミセールは大会中の計時に
責任がある．
各競技者は，各ヒートで2回のランを行う．各ランの長さは1分
（45秒から1分10秒まで）である．各ランの長さは，気象状況の
見込み（難しい条件の下でランはより短くされる）に基づいて，
主任ジャッジ，コミセールおよび主催者によって決められる．ラ
ンの制限時間は競技会場の競技者エリアで公表される．

② ランの開始
競技者はどのような位置からでも彼らのランを開始することが
でき，彼らのランを開始することに先がけて選択した開始位置
で準備できていなければならない．
コミセールの判断により各ランのための計時が開始される時
に，競技者が 平坦な面から，または障害物・パークの高い面
からスタートする場合に動作を開始する．この点において，時
間計測に責任があるコミセールの決定は，最終的であり，異議
申し立てできない．

競技管理の手続き
一般論
競技を管理するように任命されたコミセールは大会中の計時に
責任がある．
パーク競技
各競技者は，各ヒートで2回のランを行う．各ラン1分間の長さと
するの長さは1分（45秒から1分10秒まで）である．各ランの長
さは，気象状況の見込み（難しい条件の下でランはより短くされ
る）に基づいて，主任ジャッジ，コミセールおよび主催者によっ
て決められる．ランの制限時間は競技会場の競技者エリアで
公表される．
フラットランド競技
各競技者は，各ヒートで1回のランを行う．各ランは2分から3分
の間の長さとする；競技の各段階におけるランの長さは，競技
ガイド中に規定される．悪天候または非常に参加者が多い場
合，主催者は当該段階のスタート前にランの長さを最小に短縮
することを決定できる．
ランの開始
一般論
競技者は競技の進行に従うことに責任があり，スタート順序に
おける彼らの順番が到来する時点で，ランを開始する用意がで
きていなければならない．競技者は，ランを開始することができ
ることを知らされる時点から彼らのランを開始するまでに1分の
猶予がある；その時点で，彼らがランを始めるか否かにかかわ
らず，その競技者のランの時間は始まるものとする．彼のラン
のための時間が始まる時に，競技者が用意できていない場
合，彼のランのための時間が終わる前に，彼はそれでもいかな
る時点からでもランを始めることができる．
パーク競技
競技者は競技場の境界を含むどのような位置からでも彼らの
ランを開始することができ，彼らのランを開始することに先がけ
て選択した開始位置で準備できていなければならない．
コミセールの判断により各ランのための計時が開始される時
に，競技者が 平坦な面から，または障害物・パークの高い面
からスタートする場合に動作を開始する．この点において，時
間計測に責任があるコミセールの決定は，最終的であり，異議
申し立てできない．
フラットランド競技
ランを開始する前に，自転車は乗車面に両方のタイヤを接して
直立していなければならない．競技者は，通常の乗車姿勢（す
なわちトップ・チューブをまたぎ，両手をハンドルバーに，少なく
とも片足をペダルに載せて）で自転車に乗ってランを開始しな
ければならない．
各ランの走行時間は，コミセールの見解による，競技者が最初
のトリックにおいて最初の動作を開始する時に開始する．計時
に責任があるコミセールの決定は最終的なものであり，抗議で
きない．
残り時間が0に達する時に，ジャッジは彼らの審議を開始し，当
該競技者のいかなる追加の動作も無視するものとする．

③ ランの終了
ランのための時間が経過した時に，ランは終了する．
時間が経過した時に，競技者が停止しているならば，他に何も
得点されない．
時間が経過した時に，競技者が動作中ならば，時間経過後8秒
以内に完了される残りのトリックもカウントされるものとする．完
了したトリックは，両車輪がパーク表面の一部の平面（水平）と
接触しているものである

ランの終了
ランのための時間が経過した時に，ランは終了する．
時間が経過した時に，競技者が停止しているならば，他に何も
得点されない．
パーク競技
時間が経過した時に，競技者が動作中ならば，時間経過後8秒
以内に完了される残りのトリックもカウントされるものとする．完
了したトリックは，両車輪がパーク表面の一部の平面（水平）と
接触しているものである．
フラットランド競技
ジャッジは，残り時間が0に達する時に完遂されていないいか
なるトリックも考慮しないものとする．

④ パンクを含む，メカニカルな問題による競技中断

パンクを含む，メカニカルな問題による競技中断

- 27 -

JCF 2018
ランの最中に，競技者の自転車が何らかの種類の破損または
パンクを含むメカニカルな問題に遭遇した場合，競技者はラン
の時間経過までに，問題を解決するか，別の自転車を得て，走
行を続ける必要がある．彼が走行を続ける以前に，ランのため
の時間が経過するならば，ランの終了が宣言され，再び走行を
開始することは許可されない．競技者が，時間が経過する前に
ランを再スタートすることができるかどうかにかかわらず，ジャッ
ジは制限時間内に行われた走行のみを考慮するものとする．
疑問を避けるため，当該ヒート中に完了するか否かにかかわら
ず，ヒートについて競技者に授与されるスコアは，両方のランに
おけるパフォーマンスに基づいて決定される．

ランの最中に，競技者の自転車が何らかの種類の破損または
パンクを含むメカニカルな問題に遭遇した場合，競技者はラン
の時間経過までに，問題を解決するか，別の自転車を得て，走
行を続ける必要がある．彼が走行を続ける以前に，ランのため
の時間が経過するならば，ランの終了が宣言され，再び走行を
開始することは許可されない．競技者が，時間が経過する前に
ランを再スタートすることができるかどうかにかかわらず，ジャッ
ジは制限時間内に行われた走行のみを考慮するものとする．
パーク競技
疑問を避けるため，当該ヒート中に完了するか否かにかかわら
ず，ヒートについて競技者に授与されるスコアは，両方のランに
おけるパフォーマンスに基づいて決定される．

⑤ 遅延
コミセールは主催者とともに，乗車状況についての彼らの評価
に基づき，天候による競技中断が必要であるかどうかを決定す
ることができる．
競技がヒート中のどのような時点ででも停止するならば，競技
が再開されたならヒート全体が再走されるものとする．しかしな
がら競技が中断する前に完了したランのヒート結果も有効とす
る；そのようなヒートは再走されない．
競技が後で再スタートすることができないならば，第９５A条６．
10.⑥(UCI条項6bis.6.041)が適用される．

遅延
コミセールおよび（指名されている場合に）技術代表は主催者と
ともに，乗車状況についての彼らの評価に基づき，天候による
競技中断が必要であるかどうかを決定することができる．
パーク競技
競技がヒート中のどのような時点ででも停止するならば，競技
が再開されたならヒート全体が再走されるものとする．しかしな
がら競技が中断する前に完了したランのヒート結果も有効とす
る；そのようなヒートは再走されない．
競技が後で再スタートすることができないならば，第９５A条６．
10.⑥(UCI条項6bis.6.041)が適用される．
フラットランド競技
天候による遅延の場合，競技はそれが停止した点から再スタ
ートすることとする．競技が後で再スタートすることができない
ならば，条項6bis.6.041が適用される．

7. 競技設備とプレイ・フィールド
BMXフリースタイル・パーク競技設備
① BMXフリースタイル・パーク競技を行うプレイ・フィールドまたは
「パーク」は，最小限幅15メートルと奥行き25メートルでなけれ
ばならない．また，パークの幅と奥行きのどちらも60メートルを
超えないものとする．
パークの全周囲を，競技者または自転車がその中に退出させ
ることができるよう，最小2メートルの安全地帯で取り囲まなけ
ればならない．競技参加のために認められたスタッフと競技者
以外は，安全地帯に留まることを許されない．
パークは，すべて同じ平坦面（地表面）とするか，その他より上
に持ち上げられたいくつかの異なる面にわたってもよい．しかし
ながら，障害物があるレベルの基本または地表面のエリアは
平らであるものとし，競技者が運動量を維持することを可能に
するために十分に堅い素材で造られなければならない．
安全障壁または同等な転倒保護は，持ち上げられた平坦面の
外縁でも，またパークの外縁でも必要である．これは，競技者
によるパークの完全利用を損なわず，彼らを危険な状態に置
かないような方法で作成されなければならない．
プレイ・フィールドは最小限3つの障害物を含まなければならな
い．パーク内の障害物はそれが置かれた平坦より持ち上げら
れ，いかなる特徴も持つ．これはもしあるならばパークの壁を含
むことができる．
パークの最下層の各障害物は最小幅4メートルとし，他の障害
物または各障害物の周囲の障害から最小2メートル離れて安
全地帯とされなければならない．両障害物の1つの全側面が共
有されるならば，障害物は接続されてよい．この場合，2メート
ルの安全地帯は別なかたちで適用される．
基本面上に基礎を置く障害物は最小幅2メートルとする；さら
に，2メートルの安全地帯は保たれなければならない．上記の
ように，そのような障害物は接続されてよい．
互いに接続されない障害物は，少なくとも5メートル（両方の障
害物の2メートルの安全地帯を含む）隔てられなければならな
い．
距離は常に，競技者が障害物を使用する際に意図する経路に
沿って，障害物が基本面から持ち上がり始め，または基本面に
戻る点から，最短経路で測定されるものとする．

競技設備とプレイ・フィールド
パーク競技設備
パーク競技を行うプレイ・フィールドまたは「パーク」は，最小限
幅15メートルと奥行き25メートルでなければならない．また，パ
ークの幅と奥行きのどちらも60メートルを超えないものとする．
パークの全周囲を，競技者または自転車がその中に退出させ
ることができるよう，最小2メートルの安全地帯で取り囲まなけ
ればならない．競技参加のために認められたスタッフと競技者
以外は，安全地帯に留まることを許されない．
パークは，すべて同じ平坦面（地表面）とするか，その他より上
に持ち上げられたいくつかの異なる面にわたってもよい．しかし
ながら，障害物があるレベルの基本または地表面のエリアは
平らであるものとし，競技者が運動量を維持することを可能に
するために十分に堅い素材で造られなければならない．
安全障壁または同等な転倒保護は，持ち上げられた平坦面の
外縁でも，またパークの外縁でも必要である．これは，競技者
によるパークの完全利用を損なわず，彼らを危険な状態に置
かないような方法で作成されなければならない．
プレイ・フィールドは最小限3つの障害物を含まなければならな
い．パーク内の障害物はそれが置かれた平坦より持ち上げら
れ，いかなる特徴も持つ．これはもしあるならばパークの壁を含
むことができる．基本面上に基礎を置く障害物は最小幅2メート
ルとする；さらに，2メートルの安全地帯は保たれなければなら
ない．上記のように，そのような障害物は接続されてよい．

- 28 -

JCF 2018
⑥ 国際競技日程上のBMXフリースタイル・パーク競技大会におい
て，第９５A条６．1.(UCI条項6bis.6.001から6bis.6.004)中の標
準は要求される．他の競技大会において，それらはガイドライ
ンと考えられるべきである．
①

②

③
８．

競技役員
BMXフリースタイル・パーク競技大会は以下の役員によって管理されるものとす
る：
a. コミセール 1 名，ザ・コミセールまたはプレジデント・オブ・ザ・コミセールパネル
と称される
b. 主任ジャッジを含む 3 名から 6 名のジャッジによるパネル

1. コミセール
コミセールは，競技のスポーツ面を管理することを課される役員
である．彼は，UCI 規則第 I 部中に記述されるコミセールと同様
の責任と権能を持つ．
BMX フリースタイル・パーク競技大会中に，UCI 規則において
説明された他のどのような義務をも侵害することなく，コミセール
だけが時間の管理について特に責任があり，メカニカルな問題
による競技中断を決定し，罰金を科す．
また，どのような競技者のミーティング（行われる場合），競技者
の確認，および表彰式もコミセールの責任の下で実施される．
技術代表が任命されない場合，コミセールは技術代表としても
務めるものとする．
3. アナウンサ
アナウンサは，競技の進行を競技者と観客に知らせることにつ
いて責任がある役員である．そうすることにおいて，彼はコミセ
ールと共に働き，コミセールの指示により束縛されるものとす
る．
アナウンサの言葉は，主催者，コミセールまたはジャッジ・パネ
ルの公式結果，決定，または義務とみなされることはない．

5. 指名
BMX フリースタイル・パーク国際競技日程上の大会のためのコ
ミセールおよびジャッジ・パネルは UCI によって選任される．
アナウンサは主催者によって選任される．
他の競技大会において，これらの役員は当該国内連盟によって
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国際競技日程上のBMXパーク競技大会において，第９５A条
６．1.(UCI条項6bis.6.001から6bis.6.004)中の標準は要求さ
れる．他の競技大会において，それらはガイドラインと考えられ
るべきである．
フラットランド競技施設
BMXフラットランド競技を行う競技場または「フラットランド･エリ
ア」は，フラットランド競技のすべてのスタイルをできるよう，最
小限10メートル幅で，10メートルの長さでなければならない．フ
ラットランド･エリアの幅と長さのいずれも25メートルを超えな
い．
1メートルの安全地帯によりフラットランド･エリアの外縁から観
衆を分離する．
フラットランド･エリアの乗車面は，著しい表面欠陥または障害，
または落下の場合に負傷を許容内とするような，平坦で，堅固
な構造でなければならない．
フラットランド･エリアが塗装される場合，使用するいかなるペイ
ントも滑り難く，摩擦を減らさないものとする．フラットランド･エリ
アの表面は競技者によい摩擦を提供しなければならない；滑り
やすい（例えば光沢ペンキまたはカーペット）かもしれない素材
は避けなければならない．一般に，まぶしい光を避けるため，
暗色が強く推奨される．
フラットランド･エリアの境界は，目に見えてはっきりと示される
ものとする．
必要なADを持つ人または競技に参加登録した競技者のみに
よって立入ることができる競技者エリアは，フラットランド･エリア
に隣接して提供される．
フラットランド･エリアの近くに位置する，少なくとも6メートルの
幅と6メートルの長さのウォーミングアップエリアは推奨される．
競技役員
BMXフリースタイル・パーク競技大会は以下の役員によって管
理されるものとする：
a. コミセール 1 名，ザ・コミセールまたはプレジデント・オブ・
ザ・コミセールパネルと称される
b. 主任ジャッジを含む 3 名から 6 名のジャッジによるパネル
BMXフラットランド競技は3人のジャッジによるのパネルにより
管理される．
一般論
上記の役員は，UCI規則第I部によって必要とされる有効なライ
センスを持つものとする．
コミセール
コミセールは，競技のスポーツ面を管理することを課される役員
である．彼は，UCI 規則第 I 部中に記述されるコミセールと同様
の責任と権能を持つ．
BMX パーク競技大会中に，UCI 規則において説明された他の
どのような義務をも侵害することなく，コミセールだけが時間の
管理について特に責任があり，メカニカルな問題による競技中
断を決定し，罰金を科す．
また，どのような競技者のミーティング（行われる場合），競技者
の確認，および表彰式もコミセールの責任の下で実施される．
技術代表が任命されない場合，コミセールは技術代表としても
務めるものとする．
アナウンサ
アナウンサは，競技の進行を競技者と観客に知らせることにつ
いて責任がある役員である．そうすることにおいて，彼はコミセ
ールと共に働き，コミセールの指示により束縛されるものとす
る．
アナウンサの言葉は，主催者，コミセールまたはジャッジ・パネ
ルの公式結果，決定，または義務とみなされることはない．
競技者が，アナウンサがランの間静かであるように求めるな
ら，アナウンサはその競技者の要求を尊重しなければならな
い．
指名
ワールドカップまたは世界選手権大会およびオリンピック競技大
会ためのコミセールおよびジャッジ・パネル（全員または一部）は
UCI によって選任される．
それ以外は，コミセールとジャッジ・パネルは，下記の優先順位
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選任される．

第２１章

により，競技大会が開催される国の国内連盟（もしそうでなけれ
ば，主催者組織者）より選任されるものとする．いかなる場合も，
すべての役員は UCI 規則に従って彼らの仕事をしなければなら
ない．
優先順
1. UCI により提供されたリストから；そしてそのような役員が十
分な人数を額補できないならば
2. そしてその競技大会が開催される国の国内連盟によって提
供された国内競技役員のリストから
3. その他の競技役員
アナウンサは主催者によって選任される．
国内競技日程上の競技大会において，これらの役員は当該国
内連盟の方針に従って選任される．
経費とすべてのそのような役員の日当は主催者が負担する，

パラサイクリング

第９７条 （パラサイクリング）
（オープン・カテゴリ）
４A．

（パラサイクリング）
（オープン・カテゴリ）
健常者で，クラス分けされていない競技者は以下のオープン・カ
テゴリにおける UCI パラサイクリングの C1 および C2 競技に参
加することができる：
- H-オープン 1: リカンベント・ハンドサイクルで競技する健常
競技者
- H-オープン 2: ニーリング・ハンドサイクルで競技する健常
競技者
- T-オープン: トライサイクルで競技する健常競技者
条項 16.3.002 に説明されるように，有効な国際自転車競技ライセン
スを所持する健康な競技者のみが参加を許される．

（クラス分け）
５． 障害を持ついかなる競技者も，彼がクラス分けシステムに従っ
て適格であるか，または彼が不適格(NE)と考えられるかどうか
を決定するために，以下に定められたクラス分け手続に従って
評価されなければならない．
彼が適格であれば，機能クラスはこの章に従って割り当てられ
る．
パラサイクリング･クラス分けの目的は，競技における競技者の
成功がトレーニング，体育学，および個人的な運動競技の才能
に頼ることができるように，競技結果上の損傷の影響を最小限
にすることである．クラス分けは進行中の手順である．すべての
競技者が，競技者のための一貫性と公平性を確かなものとする
ためのクラシファイアによる，規則的な観察下におかれる手段と
しての進行中のプロセスである．
この目的を達成するために，競技者が彼らの損傷に起因する活
動限界の程度に従ってクラス分けされる．競技者は，彼らの損
傷が自転車競技における能力の核となる決定因子にどの位影
響するかに従って位置づけられる．
クラス分けには2つの重要な役割がある：
● 競技の適性を決定するため； そして
● 競技のために競技者をグループにするため
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オープン・カテゴリでは UCI ポイントは与えられず，ランキングも
ない．オープン・カテゴリ・レースは分離スタートで行われ，競技
者はクラス分けされたパラサイクリストと混合されてはならな
い．オープン・カテゴリには UCI の機材規則が適用される．
（クラス分け）
UCI クラス分け規則は，「クラス分け」過程が行われる枠組を提
供する．競技者クラス分け（「クラス分け」と称される）は，彼らの
障害がどのくらい自転車競技における根本的な活動に影響する
かに従って，スポーツ・クラスの中に競技者グループとして定義
される．クラス分けの目的は，誰がパラサイクリングにおいて競
技するかを定義し，各競技において障害適性の影響が最小化さ
れることを保証することである．
UCI クラス分け規則は，パラサイクリング・スポーツへの IPC 分
類コードの規定を満たすことを意図している．
UCI クラス分け規則は以下に適用する：
- UCI パラサイクリング規則によって UCI に承認された国内連
盟の有効な国際競技ライセンスを所持するすべての競技者と
競技者補助人員；
- UCI またはそのメンバーまたは加盟組織またはライセンス所
持者に認可された，大会または競技に参加資格を持つすべ
ての競技者と競技者補助人員．
クラス分けのための，UCI クラス分け規則，UCI パラサイクリン
グ規則，IPC クラス分けコード（IPC ハンドブックのセクション 2，
章 1.3 を参照）および IPC ハンドブックの他のセクションに精通す
ることは，競技者，競技者補助人員およびクラス分け人員の個
人的責任である．
（国際クラス分け）
UCI クラス分け規則を完全に順守して実施される競技者評価
は，国際クラス分けと称する．国際クラス分けを経て割り当てら
れる場合にのみ，UCI はスポーツ・クラスとスポーツ・クラス・ステ
ータスを認可する．
UCI は競技者に，UCI パラサイクリング競技において競技者評
価を実施する資格を与えられたクラシファイアを任命すること，
および競技者と国内連盟にそのような国際クラス分け機会の妥
当な注目を提供することによって国際クラス分けを受ける機会を
提供する．
競技者が下記のような場合のみ，国際クラス分けを受けること
が許される：
- 有効な UCI 国際レースライセンスを UCI パラサイクリング規
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則の関連条項に従って保持し，そして
- 国際クラス分けが行われることになっている UCI パラサイクリ
ング競技にエントリし，競技する．
（解釈，開始および改訂）
UCIクラス分け規則は，国際パラリンピック委員会(IPC) クラス
分け規程と一致する方法で解釈され，適用されることとする．
（トラック・レース）
（トラック・レース）
１７． “H”クラスおよび“T1-2”区分は，トラック競技に参加すること トラック競技は，スポーツクラスCとBの競技者が参加できる．

はできない．
安全上の理由により，曲線部の前半においてはラバーパッ
ドを置くことを禁じる．
（1kmおよび500mタイムトライアル）
１８． 下記のトラック競技においてはすべてのクラスでスターティ 下記のトラック競技においてはすべてのクラスでスターティ

ング・マシンを使用しなければならない：
ング・マシンを使用しなければならない：
インディヴィデュアル・パーシュート，チーム・スプリントの第1 インディヴィデュアル・パーシュート，チーム・スプリントの第1
走者，1km/500mタイムトライアル．
走者，1km/500mタイムトライアル．
競技者が彼らの自転車の上で安定し，スタートの用意ができた
時に，15秒のカウントダウンが始まる．
これらの競技においては，曲線部の前半においてはラバー・パ
ッドを設置しない．
（1kmおよび500mタイムトライアル）

（1kmおよび500mタイムトライアル）
１９．

クラス / 区分
タンデム男子；女子 –B
二輪車男子 - C5; C4; C3; C2; C1
二輪車女子 - C5; C4; C3; C2; C1

距離
1,000 m
1,000 m
500 m

２５． パラサイクリング競技大会で使用される自転車は，第１６条の
現行必要条件に合致しなければならない．身体形態上または
障害を理由として，例外は許容されるが，自転車に関するUCI
規則の原則は守られなければならない．例として，競技者が変
速機またはブレーキ・レバーを操作するために補助器具を必要
とする場合，空気力学的優位に関する公平性や安全性が損な
われない限り，上肢に障害を持つ競技者にはハンドルバー・ア
ダプターが許される．
UCIウェブサイトより入手可能なすべての広く適用されるUCI承
認要領は適切な場合に尊重されなければならない．
エネルギー蓄積または補助機構は整形外科的ブレース/補綴に
組み込まれてはならない．下肢の機械式の整形外科的ブレー
ス/補綴について，膝関節のピボットポイントは影響を受けてい
ない脚の大腿部の関節と等しい位置になければならない．
人工的握りおよび装具を障害のある上肢に使用することは許さ
れるが，自転車に固定してはならない．落車時の安全上の理由
から，自転車の部品に設置または固定した硬質の整形外科的
ブレースまたは固定した上下肢は許可されない．いかなる場合
にも，安全機構は取付ける必要がある．
ハンドサイクルを除いて，競技者のポジションはペダル，サドル
およびハンドルバーのみにより支えられなければならない．
膝上切断の競技者は大腿のみを支える補装具を使用できる
が，安全上の理由により大腿部を自転車に固定することはでき
ない．これが意味するのは，補装具は自転車に付けられた，閉
じられた基部と基部において最大10 cm側面からなる半円筒
形であるが，いかなる場合にも，大腿を固定する器具が半円筒
形に使用されているならば，安全機構が取り付けられる必要が
ある．

２６． ロード用二輪車，タンデム，三輪車およびハンドサイクルは独立
した2系統の制動装置を備えなければならない．二輪車および
タンデムは独立した制動装置を各車輪に備えなければならな
い．
ハンドサイクル： ハンドサイクルの場合，同軸輪のブレーキは，
両輪に効くものでなければならない．ブレーキ機構は動的でな
ければならず，車輪固定もしくはストッパーは許容されない．
三輪車： 三輪車はの場合，2系統のブレーキを，ひとつは前輪
にひとつは後輪につけなければならない．ハンドサイクルと同じ
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クラス / 区分
タンデム男子；女子 –B
二輪車男子 - C5; C4; C3; C2; C1
二輪車女子 - C5; C4; C3; C2; C1

距離
1,000 m
1,000 m
500 m

パラサイクリング競技大会で使用される自転車は，第１６条の
現行必要条件に合致しなければならない．身体形態上または
障害を理由として，例外は許容されるが，自転車に関するUCI
規則の原則は守られなければならない．例として，競技者が変
速機またはブレーキ・レバーを操作するために補助器具を必要
とする場合，空気力学的優位に関する公平性や安全性が損な
われない限り，上肢に障害を持つ競技者にはハンドルバー・ア
ダプターが許されてよい．そのようなハンドルバーは，UCI規則
条項16.14.002で説明された手続を通してUCIによって承認さ
れる必要がある．
すべての補助具，補綴、たは装具は競技大会に先がけてUCI
によって認可されなければならない．競技者は，認可されてい
ない機材で競技することを許されない．
UCIウェブサイトより入手可能なすべての広く適用されるUCI承
認要領は適切な場合に尊重されなければならない．
エネルギー蓄積または補助機構は整形外科的ブレース/補綴に
組み込まれてはならない．下肢の機械式の整形外科的ブレー
ス/補綴について，膝関節のピボットポイントは影響を受けてい
ない脚の大腿部の関節と等しい位置になければならない．
人工的握りおよび装具を障害のある上肢に使用することは許さ
れるが，自転車に固定してはならない．落車時の安全上の理由
から，自転車の部品に設置または固定した硬質の整形外科的
ブレースまたは固定した上下肢は許可されない．いかなる場合
にも，安全機構は取付ける必要がある．
ハンドサイクルを除いて，競技者のポジションはペダル，サドル
およびハンドルバーのみにより支えられなければならない．
膝上切断の競技者は大腿のみを支える補装具を使用できる
が，安全上の理由により大腿部を自転車に固定することはでき
ない．これが意味するのは，補装具は自転車に付けられた，閉
じられた基部と基部において最大15 cm側面からなる半円筒形
であるが，いかなる場合にも，固定する器具が半円筒形に使用
されているならば，解放機構が取り付けられる必要がある．
ロード競技で使用される二輪車，タンデム，三輪車およびハンド
サイクルは独立した2系統の制動装置を備えなければならな
い．二輪車およびタンデムは独立した制動装置を各車輪に備え
なければならない．
ハンドサイクル： ハンドサイクルの同軸輪のブレーキは，両輪
に効くものでなければならない．ブレーキ機構は動的でなけれ
ばならず，一輪にのみ効くものは許容されない．ディスクブレー
キは認可される．
三輪車： 三輪車は，2系統のブレーキを，ひとつは前輪にひと
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く，同軸車輪のブレーキは動的で，両輪に効くものでなければな つは後輪につけなければならない．ハンドサイクルと同じく，同
らない．
軸車輪のブレーキは動的で，両輪に効くものでなければならな
ディスクブレーキはダブル･ホイールへの使用が認可される．
い．
ディスクブレーキはダブル･ホイールへの使用が認可される．
（タンデム）
（タンデム）
２８． タンデムは2人の競技者のための，UCIの自転車構造の一般原 タンデムは2人の競技者のための，UCIの自転車構造の一般原
則に適合した，同径の2つの車輪を持つ車両である．前車輪は 則に適合した，同径の2つの車輪を持つ車両である．前車輪は
｢パイロット｣として知られる前方の競技者により操向可能でなけ ｢パイロット｣として知られる前方の競技者により操向可能でなけ
ればならない．両競技者は伝統的な自転車の姿勢で前を向き， ればならない．両競技者は伝統的な自転車の姿勢で前を向き，
後輪はペダルとチェーンで構成される装置で両競技者により駆 後輪はペダルとチェーンで構成される装置で両競技者により駆
動されなければならない．
動されなければならない．
タンデムのトップ・チューブおよび追加の補強チューブは，競技 タンデムのトップ・チューブおよび追加の補強チューブは，競技
者の身体的寸法に応じて傾斜してよい．
者の身体的寸法に応じて傾斜してよい．

目が不自由な，または視覚障害がある競技者は自転車の
乗 車 ポジ シ ョ ン に つい て 第 16条 項 3.(2)a)① ， 第 16 条 項
3.(2)a)②，および第16条項3.(2)d)②に対応しなければなら
ない．
（ハンドサイクル）
３１． ハンドサイクルは，腕力による（ AP）か，腕胴の力によるか
(ATP)か，膝立ち姿勢による三輪車で，車台フレーム・チューブ
が直線状でなくてもよいことを除いてUCIの自転車構造の一般
原則に適合するパイプで構成された開放フレームを持つもの
で，座席または背もたれのためのフレーム管はUCIの一般原則
に定める最大直径を超えてよい．
一輪は他の同軸輪と異なる直径でよい．前車輪（一輪または二
輪）は操行可能で，前車輪または後車輪の一輪は握りとチェー
ンで構成された機構で駆動されなければならない．
ハンドサイクルは，べダルに替えたハンドグリップをつけたクラ
ンク・アーム，チェーンホイール，チェーンおよびスプロケットに
よるチェーンと在来型の自転車推進機構によってのみ推進され
なければならない．手，腕および上体を主として推進されなけれ
ばならない．
３６． 変速装置はH1を除きハンドルバー先端につけられなければな
らない．H1では腕で変速できるように競技者の体側に変則機構
をつけることができる．
最大のチェーンリングには競技者を保護するための安全ガード
をつけなければならない．保護は十分に堅固な材料で作られ，
チェーンリングの競技者に面する半円周(180°)を完全に覆わな
ければならない．マウンテンバイク・チェーンガイドなどの完全に
チェーンをカバーしないガードは許容されない．
フレーム管の最大寸法は，材料，形状に関わりなく80mmとす
る．管の接合部につけるひれ状，脈状のものは，強度向上のた
めのもののみとする．機能のない，空力的装置は競技には許容
されない．
３７． 必要に応じ，可動部品から動かない下肢を守る安全対策の脚
および足台は取り付けなければならない．ハンドサイクル競技
者は，ハンドサイクルが足が外に出てしまう危険のない足載せ
となる殻体/構造を持たない限り，安全対策として，靴または足
を完全に覆う十分に固い足の保護を着用しなければならない．
この場合，競技者は最低限靴下を着用しなければならない．す
べての場合において，足は足台から外へ落ちることを防ぐ何ら
かの種類の装置で自転車に固定されるべきである．
ロード･レースにおいて，2つの後輪を持つハンドサイクルには，
後続のハンドサイクルの前輪が後輪の間の空間に入ることを防
ぐ安全バーをつけることを義務付ける．安全バーは後輪タイヤ
の幅を超えることなく，すべての管端は塞がれなくてはならな
い．安全バーは車輪に垂直方向に15mm後方であることを必要
とす る．こ れは十 分に 堅い材料 で作られ た円管 ( 最小 直径
18mm)でなければならない．両方の管端は塞がれていなけれ
ば な らな い． 地面 から管 の中 心 まで の距 離は
280mm(+/-10mm) と す る ． 安 全 バ ー は タ イ ヤ の
15mm(+/-2mm)後方に取り付ける．安全バーの構造と取り付け
は，レース中に起こる，通常の衝突がバーの安全機能に影響を
与えないことを保証するものでなければならない．
３８．
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（ハンドサイクル）
ハンドサイクルは，腕力による（ AP）か，腕胴の力によるか
(ATP)か，膝立ち姿勢による三輪車で，車台フレーム・チューブ
が直線状でなくてもよいことを除いてUCIの自転車構造の一般
原則に適合するパイプで構成された開放フレームを持つもの
で，座席または背もたれのためのフレーム管はUCIの一般原則
に定める最大直径を超えてよい．
一輪は他の同軸輪と異なる直径でよい．前車輪（一輪または二
輪）は操行可能で，前車輪の一輪は握りとチェーンで構成され
た機構で駆動されなければならない．
ハンドサイクルは，べダルに替えたハンドグリップをつけたクラ
ンク・アーム，チェーンホイール，チェーンおよびスプロケットに
よるチェーンと在来型の自転車推進機構によってのみ推進され
なければならない．手，腕および上体を主として推進されなけれ
ばならない．
変速装置はH1を除きハンドルバー先端につけられなければな
らない．H1では腕で変速できるように競技者の体側に変則機構
をつけることができる．
最大のチェーンリングには競技者を保護するための安全ガード
をつけなければならない．保護は十分に堅固な材料で作られ，
チェーンリングの競技者に面する半円周(180°)を完全に覆わな
ければならない．マウンテンバイク・チェーンガイドなどの完全に
チェーンをカバーしないガードは許容されない．管の接合部に
つけるひれ状，脈状のものは，強度向上のためのもののみとす
る．機能のない，空力的装置は競技には許容されない．

必要に応じ，可動部品から動かない下肢を守る安全対策の脚
および足台は取り付けなければならない．ハンドサイクル競技
者は，安全対策として，靴を着用しなければならない．覆い付き
の足台は許容されない．
ロード･レースにおいて，2つの後輪を持つハンドサイクルには，
後続のハンドサイクルの前輪が後輪の間の空間に入ることを防
ぐ安全バーをつけることを義務付ける．安全バーは後輪タイヤ
の幅を超えることなく，すべての管端は塞がれなくてはならな
い．安全バーは車輪に垂直方向に15mm後方であることを必要
とする ．こ れは十分に 堅い材料 で作られ た円管 ( 最小直径
18mm)でなければならない．両方の管端は塞がれていなけれ
ば な らな い． 地面 から管 の中 心ま での 距離 は
280mm(+/-10mm) と す る ． 安 全 バ ー は タ イ ヤ の
15mm(+/-2mm)後方に取り付ける．安全バーの構造と取り付け
は，レース中に起こる，通常の衝突がバーの安全機能に影響を
与えないことを保証するものでなければならない．

レースナンバーは，コミセール，チームおよびニュートラル・サー
ビスがレース中に正確に見ることを可能にする方法でハンドサ
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イクルの背部に垂直に固定されなければならない．

第２４章

記録の公認

第１０４条 （日本記録の公認）

（日本記録の公認）

前各条の条件を満たし，公認日本記録は1/100秒以上の記録
が更新された場合にはこれをすべて日本記録として公認する．
アワー・レコード，最優秀アワー･パフォーマンスについてはUCI
規則による．
ドーピング検査を実施しない記録即認大会，国外における競技
大会において記録が更新された場合，速やかに競技大会外検
査を受けなければならない．その結果がアンチ・ドーピング検査
違反または検査が実施されない場合は日本記録として公認さ
れない．

前各条の条件を満たし，公認日本記録は1/100秒以上の記録
が更新された場合にはこれをすべて日本記録として公認する．
アワー・レコード，最優秀アワー･パフォーマンスについてはUCI
規則による．
ドーピング検査を実施しない記録即認大会，国外における競技
大会において記録が更新された場合，速やかに競技大会外検
査を受けなければならない．チーム競技の場合は，新記録を達
成した競技者全員がアンチ・ドーピング検査を受けなければな
らない．その結果がアンチ・ドーピング検査違反または検査が
実施されない場合は日本記録として公認されない．

MODEL FOR SPECIFIC REGULATIONS
特別規則のためのモデル

ONE-DAY EVENT
ワンデイ大会

ARTICLE 1. Organisation / 主催者

(event name / 大会名称)

The NAME OF EVENT is organised by ORGANISER
(event date / 開催日)
under the regulations of the International Cycling Union.
It is to be held on DATE.
SPECIFIC REGULATIONS / 特別規則
この［大会名］は，国際自転車競技連合（UCI）の規則の下
A
RTICLE
1.
O
RGANIZATION
/ 主催者
に，［主催者名］により開催される．当大会は［年月日］に行
The (event name) is organized by (name and address of the
われる．
organizing body) under the regulations of the International
ARTICLE 2. Participation / 参加
Cycling Union. It is to be held on (event date).
The NAME OF EVENT is open to UCI Teams as per この［大会名］は，国際自転車競技連合の規則の下に，［主催者名と
article 2.1.005 of the UCI regulations. The maximum 住所］により開催される．当大会は［年月日］に行われる．
number of riders per team is x as per article 2.2.003 of
the UCI regulations.
ARTICLE 2. TYPE OF EVENT / 大会の形式
この［大会名］には，UCI 規則第 2.1.005 条に従い，UCI 登
The event is open to athletes of the (category 1) categories.
録チームが参加できる．チームあたりの最多競技者数は，
The event is entered on the UCI (calendar 2) calendar.
UCI 規則第 2.2.003 条に従い，［X］名である．
この大会は[カテゴリ名 1]カテゴリの競技者が参加できる．この大会は
UCI[カレンダ名 2]競技日程に登録されている．
ARTICLE 3. UCI Rankings / UCI ランキング
The event is in class 1.1 and, in accordance with article The event is registered as a class (class 3) event. In
2.11.014 of the UCI regulations, points will be awarded conformity with the UCI rules, points are awarded as
as follows for the UCI individual rankings:
follows:
80 - 56 - 32 - 24 - 20 - 16 - 12 - 8 - 7 - 6 – 5 and 3 points この大会はクラス[クラス名 3]として登録されている．UCI 規則に従
for all riders classified up to the 12th place.
い，下記のように UCI ランキング[ランキング名称]に対してポイントが
当大会はクラス 1.1 であり，UCI 規則第 2.11.014 条に従い，
与えられる．
UCI 個人ランキングのために下記のポイントが付与される：
(points scale corresponding to the category and class of the
80 - 56 - 32 - 24 - 20 - 16 - 12 - 8 - 7 - 6 – 5 および 3 ポ
event 4)
イントが 12 位までの順位獲得者に与えられる．

ARTICLE 4. Race headquarters / 大会本部

(大会のカテゴリとクラスに応じたポイント基準)
for the UCI ranking (ranking 5).

The race headquarters at the start shall be open on DAY
from TIME to TIME at:
ARTICLE 3. PARTICIPATION / 参加
スタート時の大会本部は下記の場所に，［日付］の［時刻］か As per article 2.1.005 of the UCI regulations, the event is
ら［時刻］まで開設される：
open to the following teams: (type of teams 6).
RACE HEADQUARTERS LOCATION UCI 規則条項 2.1.005 により，この大会には以下のチームが参加で
きる： [チームのタイプ 6]．
［大会本部の場所］
Race numbers may be collected by licence-holders As per article 2.2.003 of the UCI regulations, teams
representing the teams between TIME and TIME [ending must be formed of minimum (minimum number) and
maximum (maximum number) riders.
15 minutes before the team managers' meeting]
ゼッケンは，チームを代表するライセンス所持者に，［時刻］ UCI 規則条項 2.1.003 により，チームは最少[最少人数]および最多
から［時刻］までの間に配布される．［チーム監督会議の 15 [最多人数]の競技者で構成されなければならない．
分前に終了する］
-----------------------------------The team managers' meeting, organised in accordance
with article 1.2.087 of the UCI regulations, in the
presence of the Members of the Commissaires Panel, is
scheduled for HOUR at RACE HEADQUARTERS
LOCATION.
チーム監督会議は，UCI 規則第 1.2.087 条に従い，コミセー
ル・パネル・メンバー出席の下に，［大会本部の場所］で［時
刻］に開催される．

1

2

3

4

ARTICLE 5. Radio Tour / ラジオ・タワー
Race information will be broadcast on the "Radio Tour"
frequency XXX.
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5

6

Options: Men Elite, Men Elite and Under 23, Men Under 23, Men Junior, Women
Elite, Women Junior.
選択肢： 男子エリート，男子エリートおよび U23，男子 U23，男子ジュニア，女子エリート，
女子ジュニア．
Options: UCI Africa Tour, UCI America Tour, UCI, Asia Tour, UCI Europe Tour,
UCI Oceania Tour, UCI World Women Calendar, UCI World Junior Calendar.
選択肢： UCI アフリカ･ツアー，UCI アメリカ･ツアー，UCI アジア･ツアー，UCI ヨーロッパ･ツ
アー，UCI オセアニア･ツアー，UCI 世界女子日程，UCI 世界ジュニア日程
Options: UCI Womenʼ s World Cup, Nationʼ s Cup, HC, Class 1, Class 2.
選択肢： UCI 女子ワールドカップ,ネイションズカップ，オー･クラス,クラス 1,クラス 2．
Options: see UCI rules, part II, chapters 10 to 14.
選択肢： UCI 規則 第 II 部 第 10 章から 14 章を参照．
Options: Continental Men Elite and Under 23, Women Elite, Men Junior.
選択肢： 男子エリート･U23 大陸ランキング,女子エリート，男子ジュニア
Options: UCI ProTeam, UCI Professional Continental Team, UCI Continental Team,

JCF 2018
UCI Women Team, National Team, Regional or Club Team.
選択肢： UCI プロチーム,UCI プロフェッショナル･コンチネンタル･チーム, UCI コンチネン
タル･チーム,UCI 女子チーム,ナショナル･チーム,地域およびクラブ・チーム.

レース情報は，周波数［XXX］の”ラジオ・タワー”により放送さ
れる．

ARTICLE 6. Prices awarded for the finish placings / ARTICLE 4. RACE HEADQUARTERS /

大会本部

The race headquarters of the start shall be open starting
最終順位に与えられる賞金
(date and time of opening) and located at the following
TABLE OF PRIZES
address: (address of the headquarters).
賞金表
スタート時の大会本部は次の場所に，［日付と開設時刻］から開設さ
れる： [大会本部の住所]
[..]
Team representatives are requested to confirm their starters
and collect their race numbers at the race headquarters
TOTAL VALUE OF PRIZES / 賞金総額
XXXXXX
from (start time) to (end time) on the (date).
チーム代表者はスタート競技者の確定とレース･ナンバーの受け取り
ARTICLE 7. Mountains/climbers' prize / 山岳賞
を，[日付]の[開始時刻]から[終了時刻]までに大会本部で行わなけ
A mountains/climbers' prize is awarded on the basis of ればならない.
the X counting climbs for this category.
The team managers' meeting, organized in accordance with
山岳賞は，このカテゴリの X 箇所の対象登坂を基に与えら article 1.2.087 of the UCI regulations, in the presence of the
れる．
Members of the Commissaires’ Panel, is scheduled for
For each climb X - X - X - X and X points will be awarded (time) at (address of the meeting room).
チーム監督会議は，UCI 規則条項 1.2.087 に従い，コミセールパネ
to the first X to pass the summit.
各登坂において，頂上通過上位 X 着までに X - X - X - X お ルメンバー出席の下に，［会議室の住所］で［時刻］に開催を予定され
よび X ポイントが与えられる．
る．
A general classification shall be drawn up by totalling the Race headquarters on the arrival site shall be open
points awarded on the X counting climbs for the (date and time of opening) and located at the following
Mountains/climbers' prize.
address: (address of the arrival headquarters)
総合順位は，山岳賞のための X 箇所の対象登坂で与えられ レース到着地点の大会本部は次の場所に，[開設の日時]に開設され
たポイントを合計して作成される．
る： [大会本部の住所]
To receive the prizes for the final general classification, (ARTICLE 5. STARTING ORDER FOR TIME TRIALS 7 / タイムトライアルのスタート順 7)
the riders must finish the event.
(The starting order of the teams is established by the
最終総合順位を与えられるためには，競技者はこの大会を
organizer based on the following objective criteria:
完走しなければならない．
8

description of the applied criteria ).

In the event of a tie, the riders' placing at the finish shall (チームのスタート順は以下の客観的基準に基づき主催者により作
determine the classification.
成される： 適用される基準の説明 8)
同得点となった場合，当該競技者のフィニッシュ順位により
(Teams may determine the starting order of their riders.)
決定する．

(チームはその競技者のスタート順を決めることができる)

The prize list for the Mountains/climbers' prize is
distributed over the classifications at the summit of each ARTICLE 6. RADIO-TOUR / ラジオ・タワー
climb and the general classification as per the table Race information will be broadcast on the following
below.
frequency: (frequency used).
山岳賞のための賞金表は，各登坂頂上における着順と総合 レース情報は，以下の周波数の”ラジオ・タワー”により放送される：
順位に対して下記の表に従って配分される．
［使用周波数］
TABLE OF PRIZES
賞金表

ARTICLE 7. NEUTRAL TECHNICAL SUPPORT /

For each counting climb / 各対象登坂に対して:
- to the 1st:
XXX
- to the 2nd:
XXX
- to the 3rd:
XXX
-------or XXX X X =
Final general classification / 最終総合順位
- to the 1st:
XXX
- to the 2nd:
XXX
- to the 3rd:
XXX
-------or

共通機材支援

The technical support service is handled by (name of the
service provider).
競技上の支援は，[サービス提供者名]により行われる．
The neutral support is taken care of by means of: (number

and type of vehicles9)
(if present, precise if there is a motorcycles neutral
XXX
assistance)
共通機材支援は次にり実施される：[車両の数とタイプ 9]
(もし存在し，モーターサイクルによる共通機材支援があるなら正確
に)
10
(Article 8. Feeding procedures at team time trials
XXX / チー
10
ム･タイムトライアルにおける補給手順 )

TOTAL VALUE OF THE MOUNTAINS/CLIMBERS'
(The organizer foresees the following procedure:
CLASSIFICATION
XXX
(description of the arrangements11)
山岳賞順位賞金総額
(主催者は以下の手続を作成する：) [手配 11 の説明]

ARTICLE 8. Young riders' classification / 若年競技者

順位

ARTICLE 9. FINISHING TIME LIMITS / フィニッシュの時間制限
The Young riders' classification is restricted to riders Any rider finishing in a time exceeding that of the winner by
more than 5% shall not be placed. The time limit may, in
born since the 1 January YEAR.
若年競技者順位は，［年］1 月 1 日以降に生まれた競技者に exceptional circumstances, be increased by the
Commissaires' Panel in agreement with the organizer.
制限される．
(Article 2.3.039 of the UCI rules).
Prizes for the young riders' classification /若年競技者順 勝者の完走時間の+5%を超えてフィニッシュした競技者には順位を
位賞金:
与えない．例外的状況において，この制限時間は，主催者の同位の
to the 1st placed rider / 第 1 位競技者に対して
下にコミセール･パネルにより延長される．（UCI 規則条項 2.3.039）
XXX
-----------------------------------TOTAL VALUE
CLASSIFICATION

OF

THE

YOUNG

RIDERS'

7

8
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Use article only if the race is a time trial.
レースがタイムトライアル時にのみ使用する条項
XXX
For example: UCI individual classification at a given date, etc.
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若年競技者順位賞金総額
9

TOTAL VALUE OF PRIZES / 賞金総額
10

ARTICLE 9. Time limit / 制限時間
Any rider finishing in a time more than 5% greater than
that of the winner shall not be given a placing.
優勝者の完走時間を 5%以上超えて完走した競技者には順
位は与えられない．

11

例： その日付における UCI 個人ランキング，等．
See article 2.3.016 of the UCI rules. Provide repartition between cars and
motorcycles.
UCI 規則の条項 2.3.016 参照．車両とモーターサイクル間での配分数． XXX
Use article only if the race is a team time trial.
レースがチーム･タイムトライアル時にのみ使用する条項
E.g. «depending on weather conditions, the exact procedure will be communicated
on the eve of the race » or « a specific area is foreseen at kilometer xx »,
etc.
例 《天候状態により，正確な手順はレース前日に連絡する》 あるいは 《指定エリアは
XX km 地点》，等．

ARTICLE 10. CLASSIFICATIONS - TIME BONUSES / 順位

– タイム･ボーナス

ARTICLE 10- Anti-doping tests / アンチ・ドーピング検査 The following classification(s) will be issued:

The anti-doping tests will take place at RACE 以下の順位が与えられる：
HEADQUARTERS LOCATION.
(the name of each classification 12)
アンチ・ドーピング検査は，［大会本部の場所］において行う． (description classification system/criteria of each

ranking13)
The following must attend the official ceremony: the first (tie-break procedures for each classification)
XXX of the event and the winners of the secondary (particularities regarding classification in case of finish
on a track 14)
classifications.
下記の者は公式式典に出席しなければならない：フィニッシ （各順位の名称 12）
ュ順位における上位 XXX 位までと，2 次順位における勝者． （各順位の順付け方法/基準の説明 13）
（各順位における同順位解消の手順）
ARTICLE 12. Penalties / ペナルティ
（トラック上でのフィニッシュの場合の順位に関する特例 14）

ARTICLE 11. Official ceremony / 公式式典

The penalties will be in line with the UCI regulations.
ペナルティは UCI 規則に一致する．

ARTICLE 11. PRIZES / 賞金
The following prizes are awarded:
下記の賞金が与えられる：

(all information regarding prize money 15: number of prizes,
amounts, schedules, nature of prizes, conditions of
awarding, etc.)
（賞金 15 に関する全情報： 賞金，総額，一覧表，賞の種類，授与条
件，等）
A grand total of (amount 16) will be awarded in prize money at
the event.
大会において賞金として与えられる総額[総金額 16]．
ARTICLE 12. ANTIDOPING / アンチドーピング
The UCI antidoping regulations are entirely applicable to the
event. (17Moreover, and in conformity with the law of

(country), the (nationality) antidoping legislation is
applicable in addition to the UCI antidoping regulations.)
UCI アンチドーピング規則は，この大会に完全に適用される．(17 加え
て，[国名]の法律に従い，[国名]アンチドーピング法が，UCI アンチ
ドーピング規則に加重して適用される．)
The antidoping tests will take place at (address of the
antidoping room).
アンチドーピング検査は[アンチドーピング室の所在]において実施さ
れる．
ARTICLE 13. AWARDS CEREMONY / 表彰式
In accordance with article 1.2.112 of the UCI rules, the
following riders must attend the official awards ceremony:
UCI 規則条項 1.2.112 に従い，下記競技者は表彰式に出席しなけれ
ばならない：



The first (number) of the event
The winners of the following secondary
classifications: (name of the classifications)

大会における上位[順位]まで

二次的順位の勝者： ｛順位の名称｝
The riders will present themselves at the podium in a time
limit of maximum (number) minutes after crossing the finish
line.
競技者は フィニッシュラインを通過してから ［数字］分までの制限時
間内に表彰台に赴かなければならない．
ARTICLE 14. PENALTIES / ペナルティ
The UCI penalty scale is the only one applicable.
UCI ペナルティ基準のみが適用される．

-----------------------------------12

13
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See article 2.3.037 of the UCI rules. E.g. team classification, young riders
classification, mountain classification, …
UCI 規則条項 2.3.037 参照： 例・団体順位，若年競技者順位，山岳賞順位，等
Explain how each classification works. E.g. the team classification is based
on the sum of the 3 best individual times for each team (article 2.3.044).
各順位付けの説明： 例・団体順位は各チーム内の個人時間の上位 3 の総和を基とする

JCF 2018

14

15

16

17

(CI 規則条項 2.3.044)
See article 2.3.042 of the UCI rules.
UCI 規則条項 2.3.042 参照
See articles 1.2.069 of the UCI rules.
UCI 規則条項 1.2.069 参照
Refer to the UCI Financial Obligations to find out the minimum mandatory
amounts.
最小限の義務的な金額を示す UCI 財務責任所を参照
Only if required by national law.
国内法が必要とする場合に限る．

MODEL FOR SPECIFIC REGULATIONS
特別規則のためのモデル
STAGE RACE
ステージ・レース
ARTICLE 1. Organisation / 主催者
The NAME OF EVENT is organised by ORGANISER under
the regulations of the International Cycling Union. It is to take
place from DATE to DATE over XX stages.

(event name / 大会名称)
(event date / 開催日)
SPECIFIC REGULATIONS / 特別規則

この［大会名］は，国際自転車競技連合（UCI）の規則の下 ARTICLE 1. ORGANIZATION / 主催者
に，［主催者名］により開催される．当大会は［年月日］に行 The (event name) is organized by (name and address of the
われる．
organizing body) under the regulations of the International
Cycling Union. It is to be held on (event date).

ARTICLE 2. Participation / 参加
この［大会名］は，国際自転車競技連合の規則の下に，［主催者名と
The NAME EVENT is open to UCI Teams as per article 住所］により開催される．当大会は［年月日］に行われる．
2.1.005 of the UCI regulations. The maximum number of
riders per team is x as per article 2.2.003 of the UCI ARTICLE 2. TYPE OF EVENT / 大会の形式
The event is open to athletes of the (category 1) categories.
regulations.
この［大会名］には，UCI 規則第 2.1.005 条に従い，UCI 登 The event is entered on the UCI (calendar 2) calendar.
録チームが参加できる．チームあたりの最多競技者数は， この大会は[カテゴリ名 1]カテゴリの競技者が参加できる．この大会は
UCI[カレンダ名 2]競技日程に登録されている．
UCI 規則第 2.2.003 条に従い，［X］名である．
The event is registered as a class (class

3

) event. In

ARTICLE 3. UCI Rankings / UCI ランキング
conformity with the UCI rules, points are awarded as
The event is in class 2.2 and, in accordance with article follows:
2.11.014 of the UCI regulations, points will be awarded as この大会はクラス[クラス名 3]として登録されている．UCI 規則に従
い，下記のように UCI ランキング[ランキング名称]に対してポイントが
follows for the UCI individual rankings:
 40, 30, 16, 12, 10, 8, 6 and 3 points to the 8 first riders of 与えられる．
the final general classification.
(points scale corresponding to the category and class of the
 8, 5, 2 points to the 3 first 3 riders of a stage or half-stage event 4)
 4 points to the leader of the general classification.
(大会のカテゴリとクラスに応じたポイント基準)
当大会はクラス 2.2 であり，UCI 規則第 2.11.014 条に従い， for the UCI ranking (ranking 5).
UCI 個人ランキングのために下記のポイントが付与される：
 40, 30, 16, 12, 10, 8, 6 および 3 ポイントが，最終総 ARTICLE 3. PARTICIPATION / 参加
As per article 2.1.005 of the UCI regulations, the event is
合順位 8 位までの競技者に与えられる．
 8, 5, 2 ポイントが，ステージまたはハーフ・ステージの 3 open to the following teams: (type of teams 6).
UCI 規則条項 2.1.005 により，この大会には以下のチームが参加で
位までの競技者に与えられる．
きる： [チームのタイプ 6]．
 4 ポイントが，総合順位首位者に与えられる．
As per article 2.2.003 of the UCI regulations, teams must be
ARTICLE 4. Race headquarters / 大会本部
formed of minimum (minimum number) and maximum (maximum
The race headquarters shall be open on DAY from TIME to number) riders.
TIME.
UCI 規則条項 2.1.003 により，チームは最少[最少人数]および最多
大会本部は，［日付］の［時刻］から［時刻］まで開設される： [最多人数]の競技者で構成されなければならない．

Race numbers may be collected by licence-holders
representing the teams between TIME and TIME [ending 15
minutes before the team managers' meeting]
ゼッケンは，チームを代表するライセンス所持者に，［時刻］
から［時刻］までの間に配布される．［チーム監督会議の 15
分前に終了する］

-----------------------------------1

2

3

The team managers' meeting, organised in accordance with
article 1.2.087 of the UCI regulations, in the presence of the
Members of the Commissaires Panel, is scheduled for HOUR
at RACE HEADQUARTERS LOCATION.
チーム監督会議は，UCI 規則第 1.2.087 条に従い，コミセー
ル・パネル・メンバー出席の下に，［大会本部の場所］で［時
刻］に開催される．

4

5

6

Options: Men Elite, Men Elite and Under 23, Men Under 23, Men Junior, Women
Elite, Women Junior.
選択肢： 男子エリート，男子エリートおよび U23，男子 U23，男子ジュニア，女子エリート，
女子ジュニア．
Options: UCI Africa Tour, UCI America Tour, UCI, Asia Tour, UCI Europe Tour,
UCI Oceania Tour, UCI World Women Calendar, UCI World Junior Calendar.
選択肢： UCI アフリカ･ツアー，UCI アメリカ･ツアー，UCI アジア･ツアー，UCI ヨーロッパ･ツ
アー，UCI オセアニア･ツアー，UCI 世界女子日程，UCI 世界ジュニア日程
Options: UCI Womenʼ s World Cup, Nationʼ s Cup, HC, Class 1, Class 2.
選択肢： UCI 女子ワールドカップ,ネイションズカップ，オー･クラス,クラス 1,クラス 2．
Options: see UCI rules, part II, chapters 10 to 14.
選択肢： UCI 規則 第 II 部 第 10 章から 14 章を参照．
Options: Continental Men Elite and Under 23, Women Elite, Men Junior.
選択肢： 男子エリート･U23 大陸ランキング,女子エリート，男子ジュニア
Options: UCI ProTeam, UCI Professional Continental Team, UCI Continental Team,
UCI Women Team, National Team, Regional or Club Team.
選択肢： UCI プロチーム,UCI プロフェッショナル･コンチネンタル･チーム, UCI コンチネン
タル･チーム,UCI 女子チーム,ナショナル･チーム,地域およびクラブ・チーム.

ARTICLE 4. RACE HEADQUARTERS / 大会本部
The race headquarters of the start shall be open starting
ARTICLE 5. Radio Tour / ラジオ・タワー
(date and time of opening) and located at the following
Race information will be broadcast on the "Radio Tour"
address: (address of the headquarters).

frequency XXX.

- 36 -

JCF 2018
レース情報は，周波数［XXX］の”ラジオ・タワー”により放送さ スタート時の大会本部は次の場所に，［日付と開設時刻］から開設さ
れる．
れる： [大会本部の住所]
Team representatives are requested to confirm their starters
ARTICLE 6. Mountains/Climbers' classification / 山岳 and collect their race numbers at the race headquarters
from (start time) to (end time) on the (date).
賞順位
A Mountains/Climbers' classification is to be contested over チーム代表者はスタート競技者の確定とレース･ナンバーの受け取り
を，[日付]の[開始時刻]から[終了時刻]までに大会本部で行わなけ
the X counting climbs for this classification.
山岳賞順位は，この順位のための X 箇所の対象登坂で競わ ればならない.
れる．
The team managers' meeting, organized in accordance with
article 1.2.087 of the UCI regulations, in the presence of the
Members of the Commissaires’ Panel, is scheduled for
The following points are allocated for each category:
(time) at (address of the meeting room).
各カテゴリにおいて，下記のポイントが配分される：
チーム監督会議は，UCI 規則条項 1.2.087 に従い，コミセール・パネ
ル・メンバー出席の下に，［会議室の住所］ で［時刻］に開催を予定さ
1st category climbs:
れる．
- to the 1st:
X points

- to the 2nd:
- to the 3rd:
etc.

X points
X points

Race headquarters on the arrival site shall be open (date
and time of opening) and located at the following address:

(address of the arrival headquarters)

第 1 カテゴリの登坂:
- 1 着:
X ポイント
- 2 着:
X ポイント
- 3 着:
X ポイント
etc.

レース到着地点の大会本部は次の場所に，[開設の日時]に開設され
る： [大会本部の住所]
(ARTICLE 5. STARTING ORDER FOR TIME TRIALS AND PROLOGUES 7 /
よびプロローグのスタート順 7)

タイムトライアルお

(The starting order of the teams is established by the
organizer based on the following objective criteria:
description of the applied criteria 8).
第 2 カテゴリの登坂:
(チームのスタート順は以下の客観的基準に基づき主催者により作
etc.
成される： 適用される基準の説明 8)
A general classification will be drawn up by totalling the (Teams may determine the starting order of their riders.)
points scored on all of the climbs counting for the (チームはその競技者のスタート順を決めることができる)

2nd category climbs:
etc.

Mountains/Climbers' classification. The leader of the
ARTICLE 6. RADIO-TOUR /
classification will wear a COLOUR jersey.

ラジオ・タワー

総合順位は，山岳賞のための全対象登坂の得点を合計して Race information will be broadcast on the following
作成される．この順位の首位者は［色］のジャージを着用す frequency: (frequency used).
レース情報は，以下の周波数の”ラジオ・タワー”により放送される：
る．

［使用周波数］

In accordance with article 2.6.017 of the UCI regulations, in
the event of a tie in the individual general classification of the ARTICLE 7. NEUTRAL TECHNICAL SUPPORT / 共通機材支援
Mountains/Climbers' competition, the following criteria shall The technical support service is handled by (name of the
service provider).
be applied until the tie is broken:

UCI 規則第 2.6.017 条に従い，個人総合山岳賞順位におい 競技上の支援は，[サービス提供者名]により行われる．
て同点の場合，下記の基準を順位差ができるまで適用する： The neutral support is taken care of by means of: (number

and type of vehicles9)

1.

3.

Number of first places in the highest category (if present, precise if there is a motorcycles neutral
climbs
assistance)
Number of first places on climbs in the next 共通機材支援は次にり実施される：[車両の数とタイプ 9]
highest category and so on
(if present, precise if there is a motorcycle neutral
Final individual general classification by time.
assistance at some stages)

1.
2.
3.

最高カテゴリの登坂における 1 位数
次位カテゴリの登坂における 1 位数，以下同様
個人総合時間最終順位.

2.

(もし存在し，あるステージにおいてモーターサイクルによる共通機材
支援があるなら正確に)
(ARTICLE 8. FINISH AT THE TOP OF A HILL-CLIMB 10 /

登坂の頂上におけるフィニッシュ

To receive the prizes for the general classification, each 10)
competitor must have completed the whole course of the race Articles 2.6.027 and 2.6.028 shall not apply where the finish
within the time limits set by the regulations.
is at the top of a hill-climb.

総合順位を得るためには，各競技者は大会の全コースを規 Stages with finish at the top of a hill-climb for the
則に定められる制限時間内に完走しなければならない．
application with article 2.6.029 are the following stages:

(date et and name of the specific stages

11

).

ARTICLE 7. Points Classification / ポイント順位
Every discussion regarding the qualifications “at the top
A points classification is drawn up by totalling the points of a hill-climb” and “before the climb” will be decided
awarded in each of the X stages, and in the intermediate by the commissaries panel.
sprints.
条項 2.6.027 および 2.6.028 は，登坂の頂上におけるフィニッシュに
ポイント順位は，X ステージそれぞれおよび中間スプリントで は適用しない．
競われる．
条項 2.6.029 を適用する登坂の頂上におけるフィニッシュのステージ

は，以下のステージである： [該当ステージの日付および名称]
｢登坂の頂上｣および｢登坂前｣に関する論議については，コミセール･
ポイントは，下記のうち 3 つの中間スプリントに与えられる：
パネルが決定をする．

Points are awarded for each of 3 intermediate sprints during:
STAGE DETAILS.

------------------------------------

［ステージの詳細］

7

8
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Delete article if the event has no time trial and/or no prologue.
大会にタイムトライアルおよび/またはプロローグがない場合は条項を消去．
For example: UCI individual classification at a given date, etc.
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X – X and X points to the first X first classified.
［X – X および X ポイントを上位 X 着に与える］

A the finish of the X stages:

9

10

［X ステージのフィニッシュ］
11

STAGE DETAILS.
［ステージの詳細］

例： 当該日における UCI 個人ランキング，等．
See article 2.3.016 of the UCI rules. Provide repartition between cars and
motorcycles.
UCI 規則条項 2.3.016 参照．車両とモーターサイクル間での配分数．
Use the article only if the event have stages with finishing at the top of a
hill-climb.
登坂の頂上におけるフィニッシュのステージが大会にある場合にのみ使用する条項．
See article 2.6.027. Add list with date and name of each time trial or
summit-finish stage.
UCI 規則条項 2.6.027 参照．タイムトライアルあるいは山頂フィニッシュのステージの日付
と名称の表を添付．

at team time trials
X – X – X – X – X – X – X – X – X and X points to the first X (Article 9. Feeding procedures
ムトライアルにおける補給手順 12)
finishers.

12

/

チーム･タイ

［X – X – X – X – X – X – X – X – X および X ポイ (At the following time trial stages (list of date and name
of specific stages), the organizer foresees the following
ントを上位 X 着に与える］
13

The leader of the classification will wear a COLOUR jersey.
この順位の首位者は［色］のジャージを着用する．

procedure: (description of the arrangements )
(以下のタイムトライアル･ステージにおいて(該当ステージの日付と
名称の一覧)，主催者は以下の手続を作成する： [手配 11 の説明] 13)

In accordance with article 2.6.017 of the UCI regulations, in ARTICLE 10. BONUSES / ボーナス
Bonuses, under the articles 2.6.019 to 2.6.029, may be
the event of a tie in the individual general classification of the awarded as follow:
points competition, the following criteria shall be applied until 条項 2.6.019 および 2.6.029 の下に，ボーナスが下記のように与えら
the tie is broken:
れる：
UCI 規則第 2.6.017 条に従い，個人総合山岳賞順位におい
て同点の場合，下記の基準を順位差ができるまで適用する： ARTICLE 11. FINISHING TIME LIMITS / フィニッシュの時間制限
Taking into account the characteristics of each stage, the
1.
Number of stage wins
finishing time limits have been set as follows: (list of the

2.
3.

Number of wins in the intermediate sprints
Final individual general classification by time.

1.
2.
3.

ステージの勝利数
中間スプリントの勝利数
個人総合時間最終順位.

1.

Number of first places in the daily team (tie-break procedures for each classification)
classifications
(particularities regarding classification in case of finish
Number of second places in the daily team on a track 16 or on a circuit 17)
classifications
（各順位の名称 14）
Etc.
（各順位の順付け方法/基準の説明 15）

stages with percentage applicable to each one)

各ステージの特長を考慮し，フィニッシュ制限時間は下記のように設
定する： ［ステージに適用されるパーセントの一覧］
The time limit may, in exceptional circumstances, be
increased by the Commissaires' Panel in agreement with
To receive the prizes for the general classification, each the organizer according to the article 2.6.032.
competitor must have completed the whole course of the race 条項 2. 6.032 に従い，例外的状況において，この制限時間は，主催
者の同位の下にコミセール･パネルにより延長される．
within the time limits set by the regulations.
総合順位を得るためには，各競技者は大会の全コースを規
ARTICLE 12. CLASSIFICATIONS / 順位
則に定められる制限時間内に完走しなければならない．
The following classification(s) will be issued:
以下の順位が与えられる：
ARTICLE 8. Team Classification / チーム順位
In accordance with in article 2.6.016 of the UCI regulations, - Individual classification by time:
the team classification for the day shall be calculated on the 個人時間順位：
The individual general classification on time is established
basis of the sum of the three best individual times from each
by adding up the times recorded for the stages, taking into
team. In the event of a tie, the teams are separated by the account bonuses and penalties – Article 2.6.014 of UCI
sum of the places acquired by their three best placed riders Regulations.
on the stage. In the event that the position is still tied, the 個人総合時間順位は，ステージにおいて記録された時間を積算し，
teams are separated by the placing of their best placed rider ボーナスとペナルティを加減して作成する – UCI 規則条項 2.6.014．
for the stage.
In the event that two or more competitors are equal on time,
UCI 規則第 2.6.016 条に従い，日毎チーム順位は各チーム any fractions of seconds recorded during individual time
上位 3 人の個人時間合計を基に計算する．同タイムの場 trials (including the prologue) are added to the total time in
合，そのステージにおいて各チーム上位 3 人が獲得した順 order to separate the riders.
位数合計により区分けする．それでも同位の場合，そのステ 2 人またはそれ以上の競技者が同タイムとなった場合，順位を分ける
ージにおけるチーム内最上位の競技者の順位により区分け ために個人タイムトライアル（プロローグを含む）で記録された１秒未
する．
満を合計時間に加算する．
If the riders still cannot be separated, their positions are
The team general classification shall be calculated on the decided by adding up their placings on each stage. As a
basis of the sum of the three best individual times from each final resort, their placings in the latest stage are considered.
team in each stage ridden. In the event of a tie, the following それでも順位が分かれない場合，各ステージの順位を総和して決定
criteria shall be applied in order until the teams are する．最終的に，直近のステージの順位を考慮する．
separated:
The leader of the individual classification on time wears a
チーム総合順位は，各ステージにおける各チーム上位 3 人 leader’s jersey ……
の個人時間合計を基に計算する．同順位の場合，下記の基 個人時間順位の首位者はリーダー･ジャージ……を着用する．
準を順位差ができるまで適用する：
(the name of each classification 14)

2.

1.
2.

(description of each classification system/criteria

日毎チーム順位における 1 位数
日毎チーム順位における 2 位数
Etc.

15

)

（各順位における同順位解消の手順）
（トラック上またはサーキットでのフィニッシュの場合の順位に関する
特例 17）
In the event that the position is still tied, the teams are -----------------------------------Use article only if the race has a time trial stage.

separated by the placing of their best placed rider in the
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レースがタイムトライアル・ステージを含む時にのみ使用する条項
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individual general classification.

13

なお順位に差ができない場合，個人総合順位において各チ
ーム内最上位者の順位により区分けする．

Any team reduced to fewer than three riders shall be
eliminated from the team general classification.
人数が 3 人より少なくなったチームは，チーム総合順位から
除外される．

14

15

ARTICLE 9. Young riders' classification / 若年競技者

順位

16

The Young riders' classification is restricted to riders born
since the 1 January YEAR.

17

E.g. «depending on weather conditions, the exact procedure will be communicated
on the eve of the stage » or « a specific area is foreseen at kilometer xx »,
etc.
例 《天候状態により，正確な手順はレース前日に連絡する》 あるいは 《指定エリアは
XX km 地点》，等
See article 2.6.013 of the UCI rules. E.g. team classification, young riders
classification, mountain classification, points classification, …
UCI 規則条項 2.6.013 参照： 例・団体順位，若年競技者順位，山岳賞順位，ポイント順
位，等
Explain how each classification works and list the points and time bonuses that
are awarded at each stage (see articles2.6.013 to 2.6.018).
各順位付けの説明および各ステージで与えられるポイントとタイム･ボーナスの一覧表（条
項 2.6.013 から 2.6.018 を参照）
See article 2.3.042 of the UCI rules.
UCI 規則条項 2.3.042 参照
See article 2.6.030 and 2.6.031 of the UCI rules.
UCI 規則条項 2. 6.030 および 2.6.031 参照

若年競技者順位は，［年］1 月 1 日以降に生まれた競技者に ARTICLE 13. PRIZES / 賞金
The following prizes are awarded:
制限される．
下記の賞金が与えられる：

ARTICLE 10. Time bonuses / タイム・ボーナス
(all information regarding prize money 18: number of prizes,
Time bonuses (applied only to the individual general amounts, schedules, nature of prizes, conditions of
classification) are awarded for the following stages. 2.6.018): awarding, etc.)
タイム・ボーナス（個人総合順位のみに適用される）は，下記 （賞金 18 に関する全情報： 賞金，総額，一覧表，賞の種類，授与条
件，等）
のステージに与えられる：
A grand total of (amount) will be awarded in prize money at
the event.
大会において賞金として与えられる総額[総金額]．

STAGE DETAILS.
［ステージの詳細］

They are awarded for intermediate sprints and the stage ARTICLE 14. ANTIDOPING / アンチドーピング
finish. The time bonuses awarded are as follows:
The UCI antidoping regulations are entirely applicable to the
ボーナスは，中間スプリントとステージのフィニッシュで与え event. (19 Moreover, and in conformity with the law of
られる．タイム・ボーナスは下記のように与えられる：
(country), the (nationality) antidoping legislation is

1°)

applicable in addition to the UCI antidoping regulations.)

For each intermediate sprint, 3, 2 and 1 seconds are UCI アンチドーピング規則は，この大会に完全に適用される．(19 加え
awarded to the 3 first riders classified respectively.
て，[国名]の法律に従い，[国名]アンチドーピング法が，UCI アンチ

各中間スプリントにおいて，3-2-1 秒を上位 3 競技者に ドーピング規則に加重して適用される．)
与える．
The antidoping tests will take place at (address of each
antidoping room and corresponding dates).
2°) At the stage finishes, 10, 6 and 4 seconds are awarded
アンチドーピング検査は[アンチドーピング室の所在および対応する
to the first 3 riders classified respectively.
日付]において実施される．
ステージのフィニッシュにおいて，10-6-4 秒を上位 3 競
技者に与える．
ARTICLE 15. AWARDS CEREMONY / 表彰式
In accordance with article 1.2.112 of the UCI rules, the
[half-stages and Major Tours: see article 2.6.018]
following riders must attend the official awards ceremony:
［ハーフ・ステージと主要ステージ・レース： 第 2.6.018 条を UCI 規則条項 1.2.112 に従い，下記競技者は表彰式に出席しなけれ
見よ］
ばならない：

ARTICLE 11. Summit finishes / 頂上におけるフィニッシュ  The first (number) of the stage
 The leaders of the following secondary classifications:
For the purposes of the application of article 2.6.029 of the
(name of the classifications)
UCI regulations, stages XX and XX have summit finishes.


ステージにおける上位[順位]まで
UCI 規則第 2.6.029 条を適用されるのは，第［XX］ステージ

二次的順位の勝者： ｛順位の名称｝
と第［XX］ステージである．
The riders will present themselves at the podium in a time
limit of maximum (number) minutes after crossing the finish
ARTICLE 12. Time limits / 制限時間
line.
The time limits vary depending on the nature of the stages
競技者は フィニッシュラインを通過してから ［数字］分までの制限時
and their degree of difficulty:
間内に表彰台に赴かなければならない．
制限時間は，ステージの特質と勾配の困難さによって変化
Moreover, at the general finish of the event, the following
する：
riders must also present themselves at the final awards
ceremony:

Flat stages: 8%
Stages X, X and X
さらに，大会の総合閉会に，下記競技者も最終表彰式に赴かなけれ

Moderately hilly stages: 12 %
Stages ...
ばならない．








Mountain stages: 15 %
Time trial stages: 25 %

Stages ...

 The first (number) of the event
Stages ...
 The winners of the following secondary classifications:
ステージ X, X and X
(name of the classifications)
ステージ...

大会における上位[順位]まで
ステージ...

二次的順位の勝者： ｛順位の名称｝
ステージ...

平坦ステージ: 8%
適度な起伏のステージ: 12 %
山岳ステージ: 15 %
タイムトライアル・ステージ: 25 %

ARTICLE 16. PENALTIES /

ペナルティ

Any exceptional situation may be determined by the The UCI penalty scale is the only one applicable.
Commissaires Panel after consulting the organisers.
UCI ペナルティ基準のみが適用される．
例外的な状況は，主催者との協議後，コミセール・パネルに -----------------------------------より決定されえる．
Refer to the UCI Financial Obligations to find
18

ARTICLE 13. Individual time trial / 個人タイムトライアル

- 39 -

19

amounts.
最小限の義務的な金額を示す UCI 財務責任所を参照
Only if required by national law.

out the minimum mandatory
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For the Xth stage to TOWN, run off as an individual time trial,
riders will start every 1 minute in reverse order of the general
classification drawn up at the end of the Xth stage: TOWN –
TOWN.
［地名］に至る第［X］ステージは，個人タイムトライアルとして
行われ，競技者は［1 分］間隔で，第［X］ステージ終了後に作
成された総合順位の逆順でスタートする：［地名］ – ［地名］.

The starting order for individual time trial stages is the reverse of
the general classification by time. However the Commissaires
Panel may alter this order in order to avoid two riders of one
team starting in succession.
個人タイムトライアル・ステージのスタート順は，総合時間順
位の逆順とする．しかし，同じチームの 2 名の競技者が連続
してスタートすることを避けるため，コミセール・パネルはこの
順番を変えることができる．

Additional service cars shall be made available to competitors
who cannot receive technical assistance from their own team.
自チームの車両から技術的援助を受けることができない競
技者のために，追加のサービス・カーを使用できるようにしな
ければならない．

During the prologue where the first stage is an individual time
trial, the start order of the teams is set by organiser by
agreement with the Commissaires Panel; each team shall
determine the order of start of its riders.
最初のステージが個人タイムトライアルであるプロローグに
おける，チームのスタート順はパネルの合意により，主催者
によって設定される；各チームは，その競技者のスタート順を
決定する．

ARTICLE 14. Prize list and special primes / 賞金表およ

び特別賞
The following prizes and special primes will be awarded for
the XXXXXX:
下記賞金および特別賞が［XXXXXX］に与えられる：
1°)

STAGE AND GENERAL CLASSIFICATION PRIZES

ステージおよび総合順位賞

TABLE OF PRIZES
［賞金表］

OVERALL TOTAL PRIZE VALUE / 賞金全総額: XXX
2°)

POINTS CLASSIFICATION
ポイント順位

For each stage / 各ステージ:
TABLE OF PRIZES
［賞金表］

For each intermediate sprint / 各中間スプリント:
TABLE OF PRIZES
［賞金表］

Final general classification / 総合順位:
TABLE OF PRIZES
［賞金表］

TOTAL OF PRIZES FOR THE POINTS CLASSIFICATION / ポイ
ント順位賞金総額
XXX
3°)

SPECIAL
PRIZES
FOR
MOUNTAINS/CLIMBERS' CLASSIFICATION
山岳賞順位

Climbs in the Xth Category / 第［X］カテゴリの登坂
TABLE OF PRIZES
［賞金表］

Climbs in the Xth Category / 第［X］カテゴリの登坂
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THE

国内法が必要とする場合に限る．
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TABLE OF PRIZES
［賞金表］

Etc.
Final general classification / 最終総合順位:
TABLE OF PRIZES
［賞金表］

TOTAL VALUE OF PRIZES FOR THE MOUNTAINS/CLIMBERS'
CLASSIFICATION / 山岳賞順位賞金総額
XXX
4°)

TEAM CLASSIFICATION
チーム順位

To the 1st team in the final general classification
最終チーム順位における第 1 位チームに対して

XXX

TOTAL OF PRIZES FOR THE TEAM CLASSIFICATION / チー
ム順位賞金総額
XXX
5°)

YOUNG RIDERS' CLASSIFICATION
若年競技者順位

To the 1st rider in the final general classification
最終チーム順位における第 1 位競技者に対して

TOTAL OF PRIZES FOR THE YOUNG RIDERS'
CLASSIFICATION /
若年競技者順位賞金総額
XXX
TOTAL VALUE OF PRIZES AND PRIMES / 賞金全総額
ARTICLE 15. Anti-doping tests / アンチ・ドーピング検査
The anti-doping tests will take place at:
アンチ・ドーピング検査は，次の場所において行う：

1st stage: RACE HEADQUARTERS LOCATION
2nd stage: RACE HEADQUARTERS LOCATION
Etc.
第 1 ステージ: ［大会本部の場所］
第 2 ステージ: ［大会本部の場所］
Etc.

ARTICLE 16. Official ceremony / 公式式典
The following must attend the official ceremony at the end of
each stage: the first XXX of the stage, the leader of the
general classification and the leaders of the secondary
classifications.
下記の者は公式式典に出席しなければならない：各ステー
ジのフィニッシュ順位における上位 XXX 位までと，総合順位
首位者，および 2 次順位における首位者．

ARTICLE 17. Penalties / ペナルティ
The penalties will be in line with the UCI regulations
ペナルティは UCI 規則に一致する．
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付 表 １ ：ス プ リ ン ト の 組 合 せ 表
予 選 により２８名 を選 出 する場 合 （UCI トラック･ワールドカッ
プおよび UCI 世 界 選 手 権 大 会 ）
人数 組合せ方法 組
編
成
１着
２着
28
1
N1
1A
N2
2A
200m TT の上 2
N3
3A
位 4 名は 1/8 3
4
N4
4A
決勝へ
5
N5 – N17
5A
6
N6 – N18
6A
5-28 位は対戦
7
N7 – N19
7A 200m TT の結果
12 X 2
8
N8 – N20
8A
により， 17-18 位
9
N9 – N21
9A
決定
10
N10 – N22 10A
11
N11 – N23 11A
12
N12 – N24 12A
13
N13 – N25 13A
14
N14 – N26 14A
15
N15 – N27 15A
16
N16 – N28 16A
16
1
1A – 9A
1B
1/8 決勝
2
2A – 10A
2B
8x2
3
3A – 11A
3B 200m TT の結果
4
4A – 12A
4B
により， 9 -16 位
5
5A – 13A
5B
決定
6
6A – 14A
6B
7
7A – 15A
7B
8
8A – 16A
8B
1
1B – 5B
1C 200m TT の結果
1/4 決勝
2
2B – 6B
2C
8
により， 5 -8 位決
3
3B – 7B
3C
2 回戦制
定
4
4B – 8B
4C
4
4

1/2 決勝
2 回戦制
決勝
2 回戦制

1
2

1C – 3C
2C – 4C

1D1
2D1

1D2
2D2

1
2

1D1 – 2D1
1D2 – 2D2

1位
（金）
3位
（銅）

2 位（銀）
4位

予 選 により２８名 を選 出 する場 合 （UCI トラック･ワールドカッ
プおよび UCI 世 界 選 手 権 大 会 ）
人数 組合せ方法 組
編
成
１着
２着
28
1
N1
1A
N2
2A
200m TT の上 2
N3
3A
位 4 名は 1/8 3
4
N4
4A
決勝へ
N5 – N28
5
5A
N6 – N27
6
6A
5-28 位は対戦
N7 – N26
7
7A 200m TT の結果
12 X 2
N8 – N25
8
8A
により， 17-18 位
N9 – N24
9
9A
決定
N10 – N23 10A
10
N11 – N22 11A
11
N12 – N21 12A
12
N13 – N20 13A
13
N14 – N19 14A
14
N15 – N18 15A
15
N16 – N17 16A
16
1A – 16A
16
1
1B
1/8 決勝
2A – 15A
2
2B
8x2
3A – 14A
3
3B 200m TT の結果
4A – 13A
4
4B
により， 9 -16 位
5A – 12A
5
5B
決定
6A – 11A
6
6B
7A – 10A
7
7B
8A – 9A
8
8B
1
1B – 8B
1C 200m TT の結果
1/4 決勝
2
2B – 7B
2C
8
により， 5 -8 位決
3
3B – 6B
3C
2 回戦制
定
4
4B – 5B
4C
4
4
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1/2 決勝
2 回戦制
決勝
2 回戦制

1
2

1C – 4C
2C – 3C

1D1
2D1

1D2
2D2

1
2

1D1 – 2D1
1D2 – 2D2

1位
（金）
3位
（銅）

2 位（銀）
4位

JCF 2018

付 表 ２ -１ ：ロ ー ド ・レ ー ス の 区 分 （ク ラ ス ）
1. 国際（世界+大陸）競技日程
クラス
オリンピック競技大会
世界選手権大会
大陸選手権大会
大陸競技大会

サーキット
世界
世界
大陸
大陸

UCI ワールド･カレンダ
ー

ME+MU HC
(1.HC+2.HC)

ME+MU 1
(1.1+2.1)

ME+MU 2
(1.2 + 2.2)

ME+MU HC
(1.HC+2.HC)

ME+MU 1
(1.1+2.1)

ME+MU 2
(1.2+2.2)

ME 2 (N カップ)
(1.2+2.2)
MU 2
(1.2 + 2.2)

WE 1
(1.1+2.1)

世界

世界

MJ NCup
(1.NCup +2.NCup)

世界

MJ 1
(1.1+2.1)

世界

WJ 1
(1.1+2.1)

世界

M M
WM

世界

-

-

-

国際競技日程
競技カテゴリ
ME
オリンピック競技大会
WE
ME
世界選手権大会
WE
MU
- UCI ワールドチーム（義務的参加）
大陸選手権大会
MJ
- 招待された UCI プロフェッショナル･コンチネンタル･チ
WJ
ーム
大陸競技大会
- PCC が決定した大会の開催国のナショナル･チーム

クラス 参加
JO UCI 規則第 XI 部による
ナショナル･チーム，UCI 世界選手権大会規則
CM に従う
ナショナル･チーム，UCI 大陸選手権大会規則
に従う
ナショナル･チーム，大陸競技大会特別規則に
JC
従う

CO

UCI ワールドチーム (最多 70%)
UCI ワールド･ツアー ME
UCI プロフェッショナル･コンチネンタル･チーム
UCI 開催国のコンチネンタル･チーム
UWT
開催国外の UCI コンチネンタル･チーム（最多 2）
主催者の国のナショナル･チーム
UCI ワールドチーム (最多 50%)
UCI ヨーロッパ･ツアー MU
Ncup 1.2 + 2.2
UCI プロフェッショナル･コンチネンタル･チーム
UCI コンチネンタル･チーム
UCI ヨーロッパ･ツアー ME +
ナショナル･チーム
MU
UCI 開催国のプロフェッショナル･コンチネンタル･
チーム
1.HC+2.HC
開催国外の UCI プロフェッショナル･コンチネンタル･チ
ーム（最多 2）
-- UCI コンチネンタル･チーム
- ナショナル･チーム
- 地域およびクラブ･チーム
UCI アフリカ･ - UCI ワールドチーム (最多 65 %)
1.1+2.1
ツアー
- UCI プロフェッショナル･コンチネンタル･チーム
UCI アメリカ･ - UCI コンチネンタル･チーム
ツアー
- ナショナル･チーム
UCI アジア･ツ
アー
UCI オセアニ
1.2 + 2.2
ア･ツアー
UCI アフリカ･ - UCI ワールドチーム (最多 50%)
ツアー
- UCI プロフェッショナル･コンチネンタル･チーム
UCI アメリカ･ - UCI コンチネンタル･チーム
UCI アフリカ･ツアー MU
ツアー
- ナショナル･チーム
UCI アメリカ･ツアー
UCI アジア･ツ
UCI アジア･ツアー
1.2+2.2
アー
UCI オセアニア･ツア
UCI オセアニ
ー
ア･ツアー
UCI アフリカ･ - UCI プロフェッショナル･コンチネンタル･チーム
N カップ
ツアー
- UCI コンチネンタル･チーム
1.2+2.2
UCI アメリカ･ - ナショナル･チーム
UCI アフリカ･ツアー
ツアー
- 地域およびクラブ･チーム
UCI アメリカ･ツアー
UCI アジア･ツ- アフリカのミックス･チーム(3)
ME
1.HC+2.HC
UCI アジア･ツアー
アー
UCI オセアニア･ツア
UCI オセアニ
ー
ア･ツアー
1.1+2.1
大陸
- ナショナル･チーム
- 混成チーム
大陸
- UCI 開催国のプロフェッショナル･コンチネンタル･チー
ム
- UCI コンチネンタル･チーム
- ナショナル･チーム
- 地域およびクラブ･チーム
1.2+2.2
- 混成チーム
世界

-

参加
UCI 規則第 XI 部による
ナショナル･チーム，UCI 世界選手権大会規則に従う
ナショナル･チーム，UCI 大陸選手権大会規則に従う
ナショナル･チーム，UCI 大陸競技大会規則に従う

UCI ヨーロッ パ･ツアー
UCI ヨーロッ パ･ツアー
UCI ヨーロッ パ･ツアー
-

WE WWT

WE 2
(1.2+2.2)

国際（世界+大陸）競技日程

-

UCI 女子チーム
ナショナル･チーム
地域およびクラブ･チーム
UCI 女子チーム
ナショナル･チーム(4)
地域およびクラブ･チーム(4)
UCI 女子チーム
ナショナル･チーム(4)
地域およびクラブ･チーム(4)
混成チーム
ナショナル･チーム
地域およびクラブ･チーム
混成チーム
ナショナル･チーム
地域およびクラブ･チーム
混成チーム
ナショナル･チーム
地域およびクラブ･チーム
混成チーム WJ 1
ナショナル･チーム
地域およびクラブ･チーム

女子エリート
WWT
1.1+2.1
WE
1.2+2.2

男子ジュニア

MJ

1.NCup
+2.NCup
1.1+2.1

女子ジュニア

WJ

1.NCup
+2.NCup
1.1+2.1

大陸サーキットは，各大陸の大陸競技日程のすべての男子エリート（ME)と U23（MU）ロ
ード・レースにより構成される．
(1)
国際競技日程に登録可能されるためには，競技大会は外国から最少 5 チームを含む最 (2)
少 10 チームが参加することを保証しなければならない．混成チームは，過半数の競技者
が外国籍の場合，外国のチームとみなされる
混成チームは，既にその競技への参加を，参加資格がありながら契約していないチーム の競技者からのみ構成される．競技者は彼らの通常のスポンサーの広告を表示した同
一のジャージを着用しなければならない．
男子 U23 競技者はクラス ME の競技に参加できる．クラス MU は男子 U23 競技者のみに

- 43 -

- UCI ワールドチーム（義務的参加）
- 招待された UCI プロフェッショナル･コンチネ
ンタル･チーム
- PCC が決定した大会の開催国のナショナ
ル･チーム
- ナショナル･チーム
- 混成チーム
-

UCI ワールドチーム (最多 70%)
UCI プロフェッショナル･コンチネンタル･チ
ーム
UCI 開催国のコンチネンタル･チーム
開催国外の UCI コンチネンタル･チーム
（最多 2）
主催者の国のナショナル･チーム
UCI ワールドチーム (最多 50%)
UCI プロフェッショナル･コンチネンタル･チ
ーム
UCI コンチネンタル･チーム
ナショナル･チーム
UCI 開催国のプロフェッショナル･コンチネ
ンタル･チーム
開催国外の UCI プロフェッショナル･コンチ
ネンタル･チーム（最多 2）
UCI コンチネンタル･チーム
ナショナル･チーム
地域およびクラブ･チーム
開催国の UCI プロフェッショナル･コンチ
ネンタル･チーム
UCI コンチネンタル･チーム
ナショナル･チーム
地域およびクラブ･チーム
混成チーム
ナショナル･チーム
混成チーム
UCI ワールドチーム (最多 65%)
UCI プロフェッショナル･コンチネンタル･
チーム
UCI コンチネンタル･チーム
ナショナル･チーム
UCI ワールドチーム (最多 50%)
UCI プロフェッショナル･コンチネンタ
ル･チーム
UCI コンチネンタル･チーム
ナショナル･チーム
UCI プロフェッショナル･コンチネンタ
ル･チーム
UCI コンチネンタル･チーム
ナショナル･チーム
地域およびクラブ･チーム
アフリカのミックス･チーム(1)
UCI 女子チーム
主催国のナショナル･チーム
主催国外のナショナル･チーム
UCI 女子チーム
ナショナル･チーム(2)
地域およびクラブ･チーム(2)
UCI 女子チーム
ナショナル･チーム(2)
地域およびクラブ･チーム(2)
混成チーム
ナショナル･チーム
混成チーム
ナショナル･チーム
地域およびクラブ･チーム
混成チーム
ナショナル･チーム
地域およびクラブ･チーム
混成チーム
ナショナル･チーム
地域およびクラブ･チーム
混成チーム WJ 1

UCI アフリカ･ツアーにおいてのみ
ジュニア 2 年目の女子は，彼らのライセンスを発行した国内連盟の許可を条件として，これ
らチームに所属してよい．
大陸サーキットは，各大陸の大陸競技日程のすべての男子エリート（ME)と U23（MU）ロ
ード・レースにより構成される．
国際競技日程に登録可能されるためには，競技大会は外国から最少 5 チームを含む最
少 10 チームが参加することを保証しなければならない．混成チームは，過半数の競技者

JCF 2018
限定される．"ME N カップ"とクラス分けされる競技は，UCI ワールドチームに属する競技者
を含み，19-22 歳の競技者に限定される．
UCI 理事会の事前承認を受けることなく，主催者は，ジュニア，U23，エリー
ト･カテゴリに類似の年齢制限を設定することはできない．
-

が外国籍の場合，外国のチームとみなされる．
混成チームは，既にその競技への参加を，参加資格がありながら契約していないチーム
の競技者からのみ構成される．競技者は彼らの通常のスポンサーの広告を表示した同
一のジャージを着用しなければならない．
男子 U23 競技者はクラス ME の競技に参加できる．クラス MU は男子 U23 競技者のみに
限定される．女子 U23 競技者はクラス ME の競技に参加できる．
UCI 理事会の事前承認を受けることなく，主催者は，ジュニア，U23，エリート･カテゴリに
類似の年齢制限を設定することはできない．

2. 国内競技日程

国内競技日程
- 国内競技日程，その構成，国内競技のクラス分けおよび参加規則 - 国内競技日程，その構成，国内競技のクラス分けおよび参加規則
の管理は，下記の条項を条件として，当該国内連盟の責任下にあ の管理は，下記の条項を条件として，当該国内連盟の責任下にあ
る．
る．
- 当該国の UCI コンチネンタル･チーム，地域およびクラブ･チーム， - 当該国の国内連盟の承認の下に，当該国の UCI プロフェッショナ
ナショナル･チームおよび混成チームのみが国内競技大会に参加 ルコンチネンタルチーム，当該国の UCI コンチネンタル･チーム，
できる．ナショナル・チームのみが，UCI ワールドチームまたは 地域およびクラブ･チーム，ナショナル･チームおよび混成チームの
UCI プロフェッショナル・コンチネンタル・チームの競技者を含 みが国内競技大会に参加できる． ナショナル・チームのみが，

めることができる．
- 国内競技大会には最多 3 の外国チームを受け入れることができ
る．
- 国内連盟は，国境地帯に居住する外国競技者の参加についての
協定を結ぶことができる； こうした競技者は外国競技者としてみな されない．これら協定は競技を管理するコミセール･パネルに提出
されなければならない．

UCI ワールドチームまたは UCI プロフェッショナル・コンチネン
タル・チームの競技者を含めることができる．

国内競技大会には最多 3 の外国チームを受け入れることができ
る．
国内連盟は，国境地帯に居住する外国競技者の参加についての
協定を結ぶことができる； こうした競技者は外国競技者としてみな
されない．これら協定は競技を管理するコミセール･パネルに提出
されなければならない．
- ナショナル・チームのみが，UCI 登録チームの競技者を含めること
ができる．

付 表 ３ ：ペ ナ ル テ ィ 表
ロード

男子エリート世界選手権 その他の競技
オリンピック・男子エリート
ワールド・カレンダー
クラス HC および１ -男子
エリート
トラック
男子エリート世界選手権 その他の競技
男子エリート・ワールドカッ
プ
エリート６日間競技
その他エリート競技
マウンテン・バイク エリート世界選手権
その他の競技
オリンピック競技大会
ワールドカップ
シクロクロス
エリート世界選手権
その他の競技
ワールドカップ
クラス１
パラサイクリング
世界選手権
その他の競技
パラリンピック競技大会
ワールド・カップ
競技中の出来事
33.

ロード

男子エリート世界選手権 その他の競技
オリンピック・男子エリート
ワールド・カレンダー
クラス HC および１ -男子
エリート
トラック
男子エリート世界選手権 その他の競技
男子エリート・ワールドカッ
プ
エリート６日間競技
その他エリート競技
マウンテン・バイク エリート世界選手権
その他の競技
オリンピック競技大会
ワールドカップ
シクロクロス
エリート世界選手権
その他の競技
ワールドカップ
クラス１
パラサイクリング 世界選手権
その他の競技
パラリンピック競技大会
ワールド・カップ
競技中の出来事

33.
物品を不適当不法・危 あらゆる登録者： 50
あらゆる登録者： 30
険に捨てる
同 一 レ ー ス で 再 度 違 反 を す 同一レースで再度違反
物 品 を 人 ご み に 投 げ る：50 – 200 (競技者を個人と をする：30 – 120 (競技
る
して同定できない場合はペナ 者を個人として同定でき
ルティをチームに科す)
ない場合はペナルティを
チームに科す)

物品を不適当不法・危険に捨 あらゆる登録者： 100
てる
同一 レー スで再度 違反
物品を人ごみに投げる
をする：200 – 500 (競技
者を個人として同定でき
ない場合はペナルティを
チームに科す)

付 表 ５ - 2 ： ロード・レースのコースに関する基準要項
安全確保
安全確保
8
膨張式の構造物
(4)
2022 年 1 月 1 日より，道路および交差点上の膨張式構造物は，
スタートラインの位置を示すためのマークを除き，禁止される．
2018 年 1 月 1 日より 2022 年 1 月 1 日までの間は，道路およ
び交差点上の膨張式構造物は，スタートライン，レースの最後
の 1km およびフィニッシュラインの位置を示すためにのみ，下記
を条件として許容される：
- 構造物は同時に作動する 2 つのブロワーのみならず 2 台の発
電機を装備しなければならない；2 台の発電機のうちの 1 台が
故障する場合であっても，構造物は安定した状態に維持され
なければならない；
- 問題が起こったなら，少なくとも 1 人の専門家が介入するため
に構造物の近くに警戒態勢で待機していなければならない；
- 2 つのブロワーのうちの少なくとも 1 つは，発動発電機から電
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力を供給されなければならない；
- 燃料は必要時のために構造物の近傍に用意しなければなら
ない；
- 構造物は少なくとも 10 個のアンカー・ポイントで固定しなけれ
ばならない。

付 表 7 ： サイクル･サッカーコミセールの合図
Picture 1 – Goal
Picture 2 - Advantage Picture 1 – Goal
写真 1 - ゴール
写真 2 - アドバンテージ 写真 1 - ゴール

Picture 3 – Distance
写真 3 - 距離

Picture 4 – Time wasting Picture 3 – Distance
写真図 4 – 遅延行為
写真 3 - 距離

Picture 2 - Advantage
写真 2 - アドバンテージ

Picture 4 – Time wasting
写真図 4 – 遅延行為

Picture 5 – Not valid goal Picture 6 – Time out Picture 5 – Not valid goal Picture 6 – Time out
写真 5 – 無効ゴール
写真 4 – タイムアウト 写真 5 – 無効ゴール
写真 4 – タイムアウト

（公財）日本自転車競技連盟・2018 UCI コンチネンタルおよび女子チーム登録基準
移籍

移籍

【移籍】 シーズン中，6 月 1 日から 25 日の期間を除き，UCI チー 【移籍】 シーズン中，6 月 1 日から 7 月 15 日の期間を除き，UCI
ムに登録している競技者は移籍できない．
チームに登録している競技者は移籍できない．
【トレーニー】

【トレーニー】
研修競技者は，その新たに所属したチームの許可
を得て，彼のクラブ･チームからの競技参加を続け
ることができる．
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