QUALIFICATION SYSTEM - GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – Tokyo 2020

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI) / 国際自転車競技連合
Cycling / 自転車競技
Road / ロード競技
A. EVENTS (4) / 競技種目 (4)
MEN’S EVENTS (2) / 男子種目 (2)
Road Race / ロードレース
Time trial / タイムトライアル

WOMEN’S EVENTS (2) / 女子種目 (2)
Road Race / ロードレース
Time trial / タイムトライアル

B. ATHLITE QUOTA / 定員
1. Total Quota for Road Cycling / ロード競技の合計定員:
Ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ Places
参加資格数

Men / 男子
Women / 女子
TOTAL / 合計

128

Host Country Places
(Road Race Only)
開催国枠（ロードレースのみ）
2

Tripartite Commission
Invitation Places
三者委員会招待枠
0

65

2

0

67

193

4

0*

197

Total
合計
130

2. Maximum Number of Athletes per NOC / NOCごとの最多競技者数:
Maximum Quota per NOC
NOCごとの最多競技者数

Men / 男子

5

Women / 女子

4

TOTAL / 合計

9

Maximum Event Specific Quota
種目特定最多定員

5 per Road Race
2 per Individual Time Trial
ロードレース 5 名
個人タイムトライアル 2 名

4 per Road Race
2 per Individual Time Trial
ロードレース 4 名
個人タイムトライアル 2 名

Any athlete who has been entered in another Cycling discipline will have the right to be entered in Road Cycling, provided
that the NOC has obtained a quota place in the said event, that the limits for participation per NOC and per event are not
exceeded, and that the athlete eligibility requirements have been met.
他の自転車競技部門にエントリしている競技者は，当該NOCがその競技に参加枠を持っていること，NOC毎，種目毎の参加限
度内であること，そして競技者適格性を満たすという条件の下に，ロード競技にエントリする権利を持つ．

3. Type of Allocation of Quota Places / 参加枠配分の型式
The quota place is allocated to the NOC.
参加資格枠はNOCに配分される．
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C. ATHLETE ELIGIBILITY / 競技者の適格性
All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force, including but not limited to, Rule 41
(Nationality of Competitors) and Rule 43 (World Anti-Doping Code and the Olympic Movement Code on the Prevention of
Manipulation of Competitions). Only those athletes who comply with the Olympic Charter may participate in the Olympic
Games Tokyo 2020.
すべての競技者は，規則41（競技者の国籍）および規則43（競技上の操作防止についての世界アンチ・ドーピング規程およびオリ
ンピック・ムーブメント規程）を含み，なおそれに限らず，現行のオリンピック憲章の条項にしたがわなければならない．オリンピッ
ク憲章に従っている競技者のみが2020年東京オリンピック競技大会に参加できる．
Age Requirements / 年齢制限:
All athletes participating in Road Cycling at the Olympic Games Tokyo 2020 must be born on or before 31 December 2001
(at least 19 years old or reaching this age in 2020).
2020年東京オリンピック競技大会でロード競技に参加する競技者は2001年12月31日以前に生まれていなければならない（2020
年中に19歳であるか，それに達しなければならない）．
Additional IF Eligibility Criteria / 追加国内連盟適格基準:
To be eligible to participate in the Olympic Games Tokyo 2020, all athletes must:
Hold a valid UCI license issued by a National Federation recognised by the UCI.
Have at least 10 UCI points in the Individual UCI World Ranking of 27 October 2019*
2020年東京オリンピック競技大会に参加資格を得るために，すべての競技者の必要条件は：
- UCIの認める国内連盟発行の有効なUCIライセンスを所持しなければならない．
2019年10月27日*において，個人UCI世界ランキングに少なくとも10ポイントを持っている

D. QUALIFICATION PATHWAY / 参加資格経路
QUALIFICATION PLACES / 参加資格枠
The qualification events are listed in hierarchical order of qualification.
参加資格種目は参加資格の階層順にリストされている．
The full calendar of UCI events can be found on http://www.uci.ch/road/calendar/.
UCI競技の全日程は下記に見ることができる：http://www.uci.ch/road/calendar/.
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MEN’S ROAD RACE / 男子ロードレース
A maximum of 142 qualification places will be allocated for the Men’s Road Race as detailed below.
最多 142 の参加資格枠が，下記詳細により男子ロードレースに割り当てられる．
Number of Quota
Places
参加資格枠数

122

Qualification Events
参加資格事項

UCI WORLD RANKING BY NATION ON 27 OCTOBER 2019*
2019 年 10 月 27 日*UCI 世界国ランキング
The Men’s UCI World Ranking by nations on 27 October 2019* is based on the results from Men
Elite and Under 23 events on the UCI international road calendar for the 2019 season (22 October
2018 to 27 October 2019*).
2019 年 10 月 27 日付け*男子 UCI 世界国ランキングは，2019 年シーズン（2018 年 10 月 22 日から 2019
年 10 月 27 日）の UCI 国際ロード競技日程上の男子エリート/U23 競技の結果を基とする．
Quota allocation for the Road Race will follow a two-step process. Quota places will first be
allocated to NOCs as per the UCI World Ranking by nations of 27 October 2019*. These allocations
will then be subject to the special provision below, which may reduce the specified number of quota
places allocated to NOCs.
ロードレースの参加資格枠配分は 2 段階で行なわれる．参加資格枠は第 1 に，2019 年 10 月 27 日付け
UCI 世界国ランキングにより NOC に配分される．この配分は以下の特別条項によるが，NOC に配分され
た枠が削減されることもある．
UCI World Ranking by nations
国順位
NOCs ranked 1 to 6
第 1 位から 6 位の NOC
NOCs ranked 7 to 13
第 7 位から 13 位の NOC
NOCs ranked 14 to 21
第 14 位から 21 位の NOC
NOCs ranked 22 to 32
第 22 位から 32 位の NOC
NOCs ranked 33 to 50
第 33 位から 50 位の NOC

Maximum athletes per NOC
NOC あたりの最多競技者数

Total number of athletes
競技者数

5

30

4

28

3

24

2

22

1

18
122

Special Provisions / 特別規定
Additional NOC representation through Individual UCI World Ranking:
個人 UCI 世界ランキングからの追加 NOC 代表：
NOCs not yet qualified through the UCI World Ranking by nations can qualify a maximum of
one (1) quota place if they have an athlete ranked within the top 200 in the Individual UCI World
Ranking of 27 October 2019*.
UCI 世界国ランキングにより参加資格枠を得ていない NOC は，2019 年 10 月 27 日付け個人 UCI
世界ランキング 200 位以内の競技者がいる場合，最多 1 名の参加枠を得る．
Any such allocations will result in a corresponding reduction of quota places allocated to NOCs
qualified through the UCI World Ranking by nations, in the reverse order of this ranking,
starting from rank 32 and it being understood that NOCs can have their quota reduced with
maximum one (1) place.
このような割当ては，UCI 世界国ランキングにより NOC の配分数から相当する数の枠が，このラン
キングの 32 位から始まる逆順で削減され，その NOC は最多 1 枠を削減されるものと理解される．
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6

MEN ELITE ROAD RACE INDIVIDUAL RESULTS FROM THE 2019 CONTINENTAL
CHAMPIONSHIPS (EXCEPT FOR EUROPE AND OCEANIA)
2019 年大陸選手権大会の男子エリート･ロード結果（ヨーロッパおよびオセアニアを除く）
Only NOCs which did not qualify any quota places through the UCI World Ranking (by nations or
individual) can qualify maximum one (1) quota place through the Road Race individual results from
the respective 2019 Continental Championships:
UCI 世界ランキング（国または個人）を通じて参加資格枠を得られなかった国のみ，各々の 2019 年大陸
選手権大会のロードレース結果を通じて最多 1 の参加資格を得ることができる．
Continent
大陸
Africa
アフリカ
America
アメリカ
Asia
アジア

Road Race individual
result
ロードレース個人順位
2 highest ranked NOCs
上位 2 つの NOC
2 highest ranked NOCs
上位 2 つの NOC
2 highest ranked NOCs
上位 2 つの NOC

Athletes qualified
per NOC
NOC ごとの資格競技者

Total number of
riders
競技者合計数

1

2

1

2

1

2
6

HOST COUNTRY PLACES / 開催国枠
If it does not qualify any quota places or qualifies only one (1) quota place the Host Country is guaranteed two
(2) quota places for the men’s road race.
もし開催国が参加資格枠を得られないか，資格枠が 1 つのみの場合，開催国は男子ロードレースに 2 つの参加資格枠を保証さ
れる．

If the Host Country has already qualified one (1) or two (2) quota places, the unused guaranteed Host Country
Places are allocated via the final allocation of quota places as per E. Confirmation Process For Quota Places.
もし開催国がすでに参加資格枠を 1 つまたは 2 つ得ている場合，使用されない開催国枠は，E.参加資格枠確定過程に従った最
終割当てにより割り当てられる．
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MEN’S INDIVIDUAL TIME TRIAL / 男子個人タイムトライアル
No quota place allocation is made specifically to the Men’s Individual Time Trial event. Only NOCs who have received
quota places in the Men’s Road Race event can be allocated entry spots for the Men’s Individual Time Trial event.
男子個人タイムトライアル競技のための特別な参加枠の割当てはない．男子ロードレース競技に資格枠を得ている NOC のみが，
男子個人タイムトライアル競技に参加枠を与えられる．
A maximum of 40 athletes will be allowed to take part in the Men’s Individual Time Trial event, with a maximum of two (2)
athletes per NOC, as per the table below.
最多 40 競技者が男子個人タイムトライアル競技に，NOC あたり最多 2 競技者が下記の表に従い参加できる．
Number of entries
参加数

30

Qualification Events
参加資格事項

UCI World Ranking by nations on 27 October 2019*
2019 年 10 月 27 日付け UCI 世界国ランキング
A maximum of one (1) place per NOC, respecting the minimum allocation per continent (see below),
will be allocated as per the UCI World Ranking by nations on 27 October 2019*:
1 つの大陸あたりの最小割当て数は尊重されながら，1NOC あたり最多 1 の参加枠が 2019 年 10 月 27
日付け*の UCI 世界国ランキングに従って割り当てられる (下記参照)：
UCI World Ranking by nations
UCI 世界国ランキング順位

10

Number of athletes
per NOC
NOC ごとの競技者数

Total number of
athletes
競技者合計数

1

30

NOCs ranked 1 to 30
第 1 位から 30 位の NOC
2019 UCI Road World Championships
2019 年 UCI ロード世界選手権大会

A maximum of one (1) place per NOC will be allocated as per the Men Elite Individual Time Trial
results from the 2019 UCI Road World Championships to NOCs that already qualified a quota place
for the Men’s Road Race event.
NOC あたり最多 1 の参加資格枠は 2019 年世界選手権大会の個人タイムトライアルの結果により，すで
に男子ロードレース競技に参加資格を得ている NOC に配分される．
2019 UCI Road World
Championships
2019 年 UCI ロード世界選手権大会
Men Elite Individual Time Trial
event
男子エリート個人タイムトライアル

Individual Result
個人順位

Number of
athletes per NOC
NOC ごとの競技者数

Total number
of athletes
競技者合計数

10 highest ranked
NOCs
上位 10 の NOC

1

10

Minimum allocation per continent
大陸ごとの最少割当て
In case a continent would not have at least two (2) NOCs represented, a maximum of one (1) place
per NOC will be allocated to the highest ranked NOC(s) - on the UCI World Ranking by nations - not
yet qualified of that continent. Any such allocations will result in a corresponding reduction (max. 1
per NOC) of places allocated to NOCs through the UCI World Ranking by nations, in the reverse
order of the latter.
ある大陸が最少 2 の NOC により代表されない場合，UCI 世界国ランキングによりその大陸に割り当てら
れない大陸中で最上位の NOC に NOC あたり最多 1 枠が割当てられる．こうした割当ては，UCI 世界国
ランキングにより参加枠を得た NOC から，最多 1 枠が，ランキングの逆順で削減される．
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WOMEN’S ROAD RACE / 女子ロードレース
A maximum of 65 qualification places will be allocated for the Women’s Road Race as detailed below.
最多 65 の参加資格枠が，下記詳細により女子ロードレースに割り当てられる．
Number of Quota
Places
参加資格枠数

62

Qualification Events
参加資格事項

UCI WORLD RANKING BY NATIONS OF 27 OCTOBER 2019*
2019 年 10 月 27 日付け UCI 世界国ランキング
The Women’s UCI World Ranking by nations of 27 October 2019* is based on results from women
elite events on the UCI international road calendar for the 2019 season (22 October 2018 to 27
October 2019*).
2019 年 10 月 27 日付け UCI 世界国ランキングは，UCI 国際競技日程上の 2019 年シーズン（2018 年
10 月 22 日から 2019 年 10 月 27 日まで）の UCI 女子エリートロード競技の結果を基とする．
Quota allocation for the Road Race will follow a two-step process. Quota places will first be
allocated to NOCs as per the UCI World Ranking by nations of 27 October 2019*. These allocations
will then be subject to the special provision below, which may reduce the specified number of quota
places allocated to NOCs.
ロードレースの参加資格枠配分は 2 段階で行なわれる．参加資格枠は第 1 に，2019 年 10 月 27 日の
UCI 世界国ランキングにより NOC に配分される．この配分は以下の特別条項によるが，NOC に配分され
た枠が削減されることもある．
UCI WorldTour
UCI World Ranking by nations
国順位
NOCs ranked 1 to 5
第 1 位から 5 位の NOC
NOCs ranked 6 to 13
第 6 位から 13 位の NOC
NOCs ranked 14 to 22
第 14 位から 22 位の NOC

Maximum athletes per NOC
NOC あたりの最多競技者数

Total number of athletes
競技者数

4

20

3

24

2

18
62

Special Provisions
Additional NOC representation through Individual UCI World Ranking:
個人 UCI 世界ランキングからの追加 NOC 代表：
-

NOCs not yet qualified through the UCI World Ranking by nations can qualify a maximum of
one (1) quota place if they have an athlete ranked within the top 200 in the Individual UCI World
Ranking of 27 October 2019*.
UCI 世界国ランキングにより参加資格枠を得ていない NOC は，2019 年 10 月 27 日付け個人 UCI
世界ランキング 200 位以内の競技者がいる場合，最多 1 名の参加枠を得る．

-

Any such allocations will result in a corresponding reduction of quota places allocated to NOCs
qualified through the UCI World Ranking by nations, in the reverse order of this ranking and it
being understood that NOCs can have their quota reduced with maximum one (1) place.
このような割当ては，UCI 世界国ランキングにより NOC の配分数から相当する数の枠が，このラン
キングの逆順で削減され，その NOC は最多 1 枠を削減されるものと理解される．
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WOMEN ELITE ROAD RACE INDIVIDUAL RESULTS FROM THE 2019 CONTINENTAL
CHAMPIONSHIPS (EXCEPT FOR EUROPE AND OCEANIA)
2019 年大陸選手権大会の女子エリート･ロード結果（ヨーロッパおよびオセアニアを除く）
Only NOCs which did not qualify any quota places through the UCI World Ranking (by nations or
individual) can qualify maximum one (1) quota place through the Road Race individual results from
the respective 2019 Continental Championships:
UCI 世界ランキング（国または個人）を通じて参加資格枠を得られなかった国のみ，各々の 2019 年大陸
選手権大会のロードレース結果を通じて最多 1 の参加資格を得ることができる．
Continent
大陸
Africa
アフリカ
America
アメリカ
Asia
アジア

Road Race
individual result
ロードレース個人順位
Highest ranked NOCs
最上位の NOC
Highest ranked NOCs
最上位の NOC
Highest ranked NOCs
最上位の NOC

Athletes qualified
per NOC
NOC ごとの資格競技者

Total number of
riders
競技者合計数

1

1

1

1

1

1
3

HOST COUNTRY PLACES / 開催国枠
If it does not qualify any quota places or qualifies only one (1) quota place the Host Country is guaranteed two
(2) quota places for the women’s road race.
もし開催国が参加資格枠を得られないか，資格枠が 1 つのみの場合，開催国は女子ロードレースに 2 つの参加資格枠を保証さ
れる．

If the Host Country has already qualified one (1) or two (2) quota places, the unused guaranteed Host Country
Places are allocated via the final allocation of quota places as per E. Confirmation Process For Quota Places.
もし開催国がすでに参加資格枠を 1 つまたは 2 つ得ている場合，使用されない開催国枠は，E.参加資格枠確定過程に従った最
終割当てにより割り当てられる．
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WOMEN’S INDIVIDUAL TIME TRIAL / 女子個人タイムトライアル
No quota place allocation is made specifically to the Women’s Individual Time Trial event. Only NOCs who have received
quota places in the Women’s Road Race event can be allocated entry spots for the Women’s Individual Time Trial event.
女子個人タイムトライアル競技のための特別な参加枠の割当てはない．女子ロードレース競技に資格枠を得ている NOC のみが，
女子個人タイムトライアル競技に参加枠を与えられる．
A maximum of 25 athletes, with a maximum of two (2) athletes per NOC, will be allowed to take part in the Women’s
Individual Time Trial event, as per the table below.
最多 25 競技者が女子個人タイムトライアル競技に，NOC あたり最多 2 競技者が下記の表に従い参加できる．
Number of entries
参加数

15

Qualification Events
参加資格事項

UCI World Ranking by nations on 27 October 2019*
2019 年 10 月 27 日付け UCI 世界国ランキング
A maximum of one (1) place per NOC, respecting the minimum allocation per continent (see below),
will be allocated as per the UCI World Ranking by nations on 27 October 2019*:
1 つの大陸あたりの最小割当て数は尊重されながら，1NOC あたり最多 1 の参加枠が 2019 年 10 月 27
日付け*の UCI 世界国ランキングに従って割り当てられる (下記参照)：
Number of athletes
Total number of
UCI World Ranking by nations
per NOC
athletes
UCI 世界国ランキング順位
NOC ごとの競技者数
競技者合計数
NOCs ranked 1 to 15
1
15
第 1 位から 15 位の NOC

10

2019 UCI Road World Championships
2019 年 UCI ロード世界選手権大会
A maximum of one (1) place per NOC will be allocated as per the Women Elite Individual Time Trial
results from the 2019 UCI Road World Championships to NOCs that already qualified a quota place
for the Women’s Road Race event:
NOC あたり最多 1 の参加資格枠は 2019 年世界選手権大会の個人タイムトライアルの結果により，すで
に女子ロードレース競技に参加資格を得ている NOC に配分される．
2019 UCI Road World
Championships
2019 年 UCI ロード世界選手権大会
Men Elite Individual Time Trial
event
女子エリート個人タイムトライアル

Individual Result
個人順位

Number of
athletes per NOC
NOC ごとの競技者数

Total number
of athletes
競技者合計数

10 highest ranked
NOCs
上位 10 の NOC

1

10

Minimum allocation per continent
大陸ごとの最少割当て
In case a continent would not have at least one (1) NOC represented, a maximum of one (1) place
per NOC will be allocated to the highest ranked NOC - on the UCI World Ranking by nations - not
yet qualified of that continent. Any such allocations will result in a corresponding reduction (max. 1
per NOC) of places allocated to NOCs through the UCI World Ranking by nations, in the reverse
order of the latter.
ある大陸が最少 2 の NOC により代表されない場合，UCI 世界国ランキングによりその大陸に割り当てら
れない大陸中で最上位の NOC に NOC あたり最多 1 枠が割当てられる．こうした割当ては，UCI 世界国
ランキングにより参加枠を得た NOC から，最多 1 枠が，ランキングの逆順で削減される．

E. CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES / 割当て枠の確定過程
Final allocation of quota places
割当て枠の最終配分
Any quota places which would have not been allocated at the end of paragraph D. Qualification Pathway, will be allocated
in the order of the UCI World Ranking by nations:
パラグラフ D．参加資格獲得過程の終了時点で割り当てられていないいかなる割当枠も，UCI 世界国ランキングの順で割り当て
られる．
1. In priority, to NOCs whose quota has been reduced due to the allocation of quota places based on the Individual
UCI World Ranking.
2. Then, to NOCs which did not qualify any quota.
1. 優先的に，個人 UCI 世界ランキングで割り当てられた枠を削減された NOC について．
2. 次に，いかなる割当ても得られなかった NOC について．
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Confirmation
確認
By 15 November 2019, the UCI will inform the respective NOCs/national federations of their allocated quota places. The
NOCs will then have until 15 December 2019 to confirm to the UCI if they wish to use these quota places, as detailed in
paragraph H. Qualification Timeline.
2019 年 11 月 15 日までに，UCI は参加資格配分をそれぞれの NOC/国内連盟に通知する．NOC は， 2019 年 12 月 15 日ま
でに，パラグラフ H.参加資格日程の中で詳説したように，これらの参加資格枠を使うことを望むかどうかを UCI に確認する必要が
ある．
N.B. For each gender, in order to make use of the right to enter athletes for the Individual Time Trial, NOCs must confirm a
corresponding number of quotas for the Road Race. The total number of entries confirmed for the Individual Time Trial
may not exceed the total number of confirmed quota places for the Road Race.
注：各性別において，個人タイムトライアル競技にエントリする権利を利用できるために，NOC はロードレースに対応する割当て
数を確認しなければならない．個人タイムトライアルのために確認されたエントリの総数はロードレースのために確認された割当
て枠の総数を超えない．

F. REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES / 未使用資格枠の再配分
If a quota place allocated is not confirmed by the NOC by the confirmation of quota place deadline or is declined by the
NOC, the quota place will be reallocated as follows:
配分された資格枠が，資格枠確定期限に NOC により確定されない，あるいは NOC により辞退された場合，その資格枠は下記
により再配分される．
1. In priority, to the highest ranked NOC qualified through the UCI World Ranking by nations of 27 October 2019*
whose quota was reduced due to the allocation of quota places based on the Individual UCI World Ranking.
2. Then, to an NOC that has not qualified a quota place for the Road Race event and had an athlete ranked among
the top 10 in the Elite Individual Time Trial event of the 2019 UCI Road World Championships; with priority given to
the NOC with the highest ranked athlete.
3. Finally, to the highest ranked NOC in the UCI World Ranking by nations of 27 October 2019* not yet qualified.
1. 優先的に，2019 年 10 月 27 日付け UCI 世界国ランキングにより参加資格を得ながら，UCI 世界個人ランキングを基に
割当枠を削減された中で最高位の NOC．
2. 次に，ロードレース競技に参加枠を得ていないが，2019 年 UCI 世界ロード世界選手権大会」のエリート個人タイムトライア
ル競技で上位 10 位以内の競技者を持つ NOC について，最高位の競技者を持つ NOC に優先権が与えられる．
3. 最後に，2019 年 10 月 27 日付け UCI 世界国ランキングにおいて参加資格を得ていない最高位の NOC．
Maximum one (1) quota place can be allocated to an NOC through the above reallocation process.
最多 1 の割当て枠は上記の再配分プロセスを通して NOC に割り当てられる．
The quota place obtained through the above reallocation process shall give right to enter one (1) athlete in the Road Race
only, without prejudice to the reallocation system for the Individual Time Trial described below.
上記の再配分プロセスを通して獲得された割当枠は，下記に詳述される個人タイムトライアルのための再配分制度を毀損するこ
となく，ロードレース競技にのみ，1 競技者をエントリする権利を与える．
In the case an entry in the Individual Time Trial event is declined by the NOC, the entry will be reallocated as follows:
個人タイムトライアル競技のエントリが NOC により辞退された場合，エントリは下記の通り再配分される：
1. In priority, to the highest ranked NOC in the UCI World Ranking by nations of 27 October 2019* that had qualified a
quota place for the Road Race event but did not yet get an entry to the Individual Time Trial.
2. Then, to the next highest ranked NOC in the results of the Elite Individual Time Trial event of the 2019 UCI Road
World Championships, that had qualified a quota place for the Road Race event but that had not yet received an
entry to the Individual Time Trial event.
1. 優先的に，2019 年 10 月 27 日付け UCI 世界国ランキングによりロードレース競技に参加資格を得ているが個人タイムト
ライアル競技に参加資格を得ていない中で最高位の NOC．
2. 次に，ロードレース競技に参加資格を得ているが個人タイムトライアル競技に参加資格を得ていない NOC の中で，2019
年 UCI 世界ロード世界選手権大会」のエリート個人タイムトライアル競技で次位の NOC．
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G. GENERAL PRINCIPLES REGARDING THE USE OF RESERVE ATHLETES / 補欠競技者使用の原則
RESERVE ATHLETES / 補欠競技者
Competing athletes, who have an Aa accreditation and who are entered by their NOC in any cycling event, may be
selected to replace another entered athlete in a different cycling discipline/event until the time of the final confirmation for
that event.
Aa 認定を持ち，競技者が必要とされている適格基準を満たしていて，自転車競技種目に NOC よってエントリされている競技者で，
補欠として，その競技の最終確認時までに，他の自転車競技部門/競技種目にエントリされた競技者に代わって選ばれることがで
きる．
Reserve athletes must comply with the same eligibility rules as competing athletes as described in paragraph C. Athlete
eligibility.
補欠競技者はパラグラフ C.競技者の適格性に詳述される競合競技者と同じ適格性規則に従わなければならない．

H. QUALIFICATION TIMELINE / 参加資格付与の時系列
DATE / 日付

MILESTONE / 摘要

22.10.2018 – 27.10.2019*

Olympic Qualification Period for Road Cycling
ロード競技のためのオリンピック参加資格期間
Continental Championships for Africa

2018 年 10 月 22 日～2019 年 10 月 27 日

TBD
日程未定
TBD
日程未定
TBD
日程未定
27.10.2019*
2019 年 10 月 27 日
15.11.2019
2019 年 11 月 15 日
15.12.2019
2019 年 12 月 15 日
01.01.2020 – 30.06.2020
2020年1月1日～2020年6月30日
1 June 2016
2016 年 6 月 1 日

06.07.2020
2020年7月6日
24 July – 9 August 2020
2020年7月24日～2020年8月9日

アフリカ大陸選手権大会

Continental Championships for Asia
アジア大陸選手権大会

Continental Championships for America
アメリカ大陸選手権大会

Establishment of the UCI World rankings
UCI 世界ランキングの決定．

Deadline by which the UCI must confirm to the NOCs the number of quota
places obtained
UCI による参加枠獲得の NOC への確認期限
Deadline by which the NOCs must confirm the use of quota places obtained to
the UCI
NOC による UCI への，獲得枠の行使を確定しなければならない期限
UCI to reallocate all unused quota places
UCI の未使用参加枠の再配分
• Establishment of the women’s elite ranking
• Deadline by which the UCI must confirm to the NOCs the number of women’s
quota places obtained
• 女子エリートランキングの決定
• UCI による女子参加枠獲得の NOC への確認期限
Tokyo 2020 Sport Entries deadline
2020 年東京，スポーツエントリ期限
Olympic Games Tokyo 2020
2020 年東京オリンピック競技大会

*(end of the 2019 Road Cycling season date - TBC in June 2018)
*(2019 年ロード競技シーズン終了日 – 2018 年 6 月に決定)
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UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI) / 国際自転車競技連合
Cycling / 自転車競技
Track / トラック
A. EVENTS (12) / 競技種目 (12)
MEN’S EVENTS (6) / 男子種目 (6)

WOMEN’S EVENTS (5) / 女子種目 (5)

Keirin / ケイリン
Omnium / オムニアム
Sprint / スプリント
Team Pursuit / チーム･パーシュート
Team Sprint / チーム･スプリント
Madison / マディソン

Keirin / ケイリン
Omnium / オムニアム
Sprint / スプリント
Team Pursuit / チーム･パーシュート
Team Sprint / チーム･スプリント
Madison / マディソン

B. ATHLITE QUOTA / 定員
1. Total Quota for Track Cycling / トラック競技の合計定員:

Men / 男子
Women / 女子
TOTAL / 合計

Qualification Places
参加資格数

Host Country Places
開催国枠

Tripartite Commission
Invitation Places
三者委員会招待枠

TOTAL
合計

98
91
189

0
0
0

0*
0*
0*

98
91
189

*please refer to section “Qualification Pathway - Tripartite Commission Invitation Places”

「参加資格経路 – 三者委員会招待枠」を参照のこと

2. Maximum Number of Athletes per NOC / NOCごとの最多競技者数:

Men / 男子

Quota per NOC
NOCごとの競技者数

Maximum Event Specific Quota
種目特定最多定員

8*

2 athletes in individual Sprint and Keirin
1 athlete in Omnium
1 Team of 4 athletes in Team Pursuit
1 Team of 3 athletes in Team Sprint
1 Team of 2 athletes in Madison
個人スプリントおよびケイリン 2 名
オムニアム 1 名
チーム・パーシュート 4 競技者による 1 チーム
チーム・スプリント 3 競技者による 1 チーム
マディソン 2 競技者による 1 チーム

Women / 女子

7*

2 athletes in individual Sprint and Keirin
1 athlete in Omnium
1 Team of 4 athletes in Team Pursuit
1 Team of 2 athletes in Team Sprint
1 Team of 2 athletes in Madison
個人スプリントおよびケイリン 2 名
オムニアム 1 名
チーム・パーシュート 4 競技者による 1 チーム
チーム・スプリント 2 競技者による 1 チーム
マディソン 2 競技者による 1 チーム

TOTAL / 合計

15*

* A maximum of one (1) additional male athlete and one (1) additional female athlete per NOC would be possible using
one (1) athlete in each gender entered (at the Sports Entries deadline) in a different Cycling discipline in compliance with
sections C. Athlete Eligibility. The maximum total number of athletes per NOC could therefore reach 17, with a maximum
of nine (9) Men and eight (8) Women.
NOCあたり最多1名の追加男子競技者および最多1名の追加女子競技者は，競技者の適格性セクションCに従い，他競技部門
よりの各性別のエントリ済み（スポーツエントリ期限）の1競技者の追加が可能である．NOCあたりの合計競技者数は，したがって
最多男子9，最多女子8の17に達する．
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Any athlete who has been entered in another Cycling discipline will have the right to be entered in Track Cycling events
provided that the NOC has obtained a quota place in the said event, that the limits for participation per NOC and per event
are not exceeded, and that the athlete eligibility requirements have been met.
所属するNOCから自転車競技部門のうち1つからエントリされた競技者は，そのNOCがその種目に参加枠を持ち，NOCごとおよ
び種目ごとの参加限度を超えず，そして競技者適格性を満たすという条件の下に，トラック競技にエントリする権利を持つ．

3. Type of Allocation of Quota Places / 参加枠配分の型式
The quota place is allocated to the NOC.
参加資格枠はNOCに配分される．

C. ATHLETE ELIGIBILITY / 競技者の適格性
All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force, including but not limited to, Rule 41
(Nationality of Competitors) and Rule 43 (World Anti-Doping Code and the Olympic Movement Code on the Prevention of
Manipulation of Competitions). Only those athletes who comply with the Olympic Charter may participate in the Olympic
Games Tokyo 2020.
すべての競技者は，規則41（競技者の国籍）および規則43（競技上の操作防止についての世界アンチ・ドーピング規程およびオ
リンピック・ムーブメント規程）を含み，なおそれに限らず，現行のオリンピック憲章の条項にしたがわなければならない．オリンピッ
ク憲章に従っている競技者のみが2020年東京オリンピック競技大会に参加できる．
Age Requirements / 年齢制限:
All athletes participating in the Olympic Games Tokyo 2020 must be born on or before 31 December 2002.
2020年東京オリンピック競技大会に参加する競技者は2002年12月31日以前に生まれていなければならない．
Additional IF Requirements / 追加国内連盟条件:
To be eligible to participate in the Olympic Games Tokyo 2020, all athletes must:
Hold a valid UCI license issued by a National Federation recognised by the UCI.
Have a least 10 UCI points in an Olympic qualifying event.
2020年東京オリンピック競技大会に参加資格を得るために，すべての競技者の必要条件は：
- UCIの認める国内連盟発行の有効なUCIライセンスを所持しなければならない．
- オリンピック参加資格ランキングにおいて，最少10 UCIポイントを持っていなければならない．

D. QUALIFICATION PATHWAY / 参加資格経路
QUALIFICATION PLACES / 参加資格枠
The UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 will be used to allocate the 189 athletes quota places.
2018-2020 UCIオリンピックトラックランキングは，割当て枠を189競技者に割当てるために使われる．
A specific UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 is established for each of the Events of Track Cycling, as per the UCI
Regulations. Reference to the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 under section Qualification Events below shall refer
to the event specific ranking.
UCI規則により，具体的な2018-2020 UCIオリンピックトラックランキングはトラック競技の各種目のために設定される．下記の参
加資格種目セクションの下で2018-2020 UCIオリンピックトラックランキングへは，種目に特有なランキングを参照する．
Each UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 includes results by nation of the last two editions of each Elite Continental
Championships; best three UCI Track Cycling World Cup results by nation of each season 2018-2019 and 2019-2020
(with at least one result outside of the NOC’s continent per season); and the results by nation of the 2019 and 2020 UCI
Elite Track Cycling World Championships.
各2018-2020 UCIオリンピックトラックランキングは直近2回のエリート大陸選手権大会の国別成績；2018-2019と2019-2020各
シーズンのUCIトラック競技ワールドカップの最良3つの国別成績（各シーズンについて，その内少なくとも1つは当該NOC以外の
大陸の成績；そして2019年と2020年のUCIエリートトラック競技世界選手権大会の国別成績を含む．
The UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 can be found via this link: http://www.uci.ch/track/ranking/
2018-2020 UCIオリンピックトラックランキングは次のリンクにある：http://www.uci.ch/track/ranking/
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MEN / 男子
Men’s Team Sprint / 男子チームスプリント
Number of Quota
Places
参加資格枠数

24
(8 teams)

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Track Ranking 2018 - 2020
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキング
The eight (8) highest ranked NOCs on the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 will each qualify
a team of three (3) athletes.
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキングにおいて上位 8 の NOC はそれぞれ 3 競技者から
なる 1 チームの参加資格を得る．

Men’s Sprint and Men’s Keirin / 男子スプリントおよび男子ケイリン
Number of Quota
Places
参加資格枠数

7 (Sprint)
+
7 (Keirin)

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Track Ranking 2018 - 2020
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキング
The seven (7) highest ranked NOCs in the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 of each event,
which have not qualified any quota places in Team Sprint, will qualify one (1) quota place in the
respective event. In the case of individual Sprint, the minimum allocation per continent as specified
in provision 1 below must be respected.
2018 - 2020年UCIオリンピック・トラック・ランキングにおいて上位7のNOCで，チームスプリントでの参加
資格を得ていないNOCは各種目にそれぞれ1競技者の参加資格を得る．個人スプリントの場合，会の条
項1において指定されるような1大陸あたりの最少割当ては尊重されなければならない．
The seven (7) NOCs qualified in the individual Sprint are given the right to enter the individual Sprint
athlete in the Keirin. Likewise, the 7 NOCs qualified in the Keirin are given the right to enter the
Keirin athlete in the individual Sprint. In both cases without any additional quota place being
needed.
個人スプリントにおいて参加資格を得た7つのNOCは，個人スプリント競技者をケイリンにエントリする権
利を与えられる．同様に，ケイリンにおいて参加資格を得た7つのNOCは，ケイリン競技者を個人スプリン
トにエントリする権利を与えられる．両方の場合において追加割当て枠はない．
In addition, NOCs qualified in the Team Sprint are given the right to enter two (2) athletes in each of
the individual Sprint and Keirin*, subject to all of the following conditions being met:
さらに，チームスプリントで参加資格を得た NOC は，下記条件のすべてを満たすことを前提条件として個
人スプリントとケイリン*のそれぞれに 2 競技者をエントリする権利を与えられる：
• The selected athletes must already be qualified for and entered in another Cycling discipline
and/or event;
• The selected athletes must meet all eligibility requirements for Track Cycling, and;
• All quotas per NOC and per event must be respected.
• 選考された競技者は，他の自転車競技部門および/または種目においてすでに参加資格を得ていて
エントリしている；
• 選考された競技者は，トラック競技に要求されるすべての適格性を満たしている；そして
• NOC 毎，種目毎のすべての割当てが尊重されなければならない．
The total number of athletes participating in individual Sprint and Keirin could therefore reach a
maximum of 30.
個人スプリントとケイリンに参加する競技者の合計数は，最多 30 までとする．

Men’s Team Pursuit / 男子チームパーシュート
Number of Quota
Places
参加資格枠数

32
(8 teams)

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Track Ranking 2018 - 2020
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキング
The eight (8) highest ranked NOCs on the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 will each qualify
a team of four (4) athletes.
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキングにおいて上位 8 の NOC はそれぞれ 4 競技者から
なる 1 チームの参加資格を得る．
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Men’s Madison / 男子マディソン
Number of Quota
Places
参加資格枠数

16
(8 teams)

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Track Ranking 2018 - 2020
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキング
The eight (8) highest ranked NOCs on the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 which have not
qualified any quota places in Team Pursuit will each qualify a team of two (2) athletes.
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキングにおいて上位 8 の NOC で，チームパーシュートにお
いて参加資格枠を得ていない NOC はそれぞれ 2 競技者からなる 1 チームの参加資格を得る．
In addition, NOCs qualified in the Team Pursuit are given the right to enter one team of two (2)
athletes in Madison*, subject to all of the following conditions being met:
さらに，チームパーシュートで参加資格を得た NOC は，下記条件のすべてを満たすことを前提条件として
マディソンに 2 競技者からなる 1 チームをエントリする権利を与えられる：
• The selected athletes must already be qualified for and entered in another Cycling discipline
and/or event;
• The selected athletes must meet all eligibility requirements for Track Cycling, and;
• All quotas per NOC and per event must be respected.
• 選考された競技者は，他の自転車競技部門および/または種目においてすでに参加資格を得ていて
エントリしている；
• 選考された競技者は，トラック競技に要求されるすべての適格性を満たしている；そして
• NOC 毎，種目毎のすべての割当てが尊重されなければならない．
The total number of teams taking part in Madison could therefore reach a maximum of 16.
マディソンに参加する競技者の合計数は，最多 16 までとする．

Men’s Omnium / 男子オムニアム
Number of Quota
Places
参加資格枠数

12

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Track Ranking 2018 - 2020
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキング
The twelve (12) highest ranked NOCs on the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020, respecting
the minimum allocation per continent as specified in provision 2 below, which have not directly
qualified any quota places in Madison - via the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 for Madison
- will each qualify one (1) quota place.
下記条項 2 に特記される大陸毎の最少割当て数を尊重しながら，2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラッ
ク・ランキングにおいて上位 12 の NOC で，マディソンにおいて 2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・
ランキングから直接参加資格枠を得ていない NOC は，それぞれ 1 参加資格を得る．
In addition, the eight (8) NOCs directly qualified in the Madison event, via the UCI Olympic Track
Ranking 2018-2020 for Madison, are given the right to enter one (1) athlete in Omnium*, subject to
all of the following conditions being met:
さらに，マディソンにおいて 2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキングから直接参加資格枠を得
た 8 つの NOC は，下記条件のすべてを満たすことを前提条件としてオムニアム*に 1 競技者をエントリす
る権利を与えられる：
• The selected athletes must already be qualified for and entered in another Cycling discipline
and/or event;
• The selected athletes must meet all eligibility requirements for Track Cycling, and;
• All quotas per NOC and per event must be respected.
• 選考された競技者は，他の自転車競技部門および/または種目においてすでに参加資格を得ていて
エントリしている；
• 選考された競技者は，トラック競技に要求されるすべての適格性を満たしている；そして
• NOC 毎，種目毎のすべての割当てが尊重されなければならない．
The total number of athletes taking part in Omnium could therefore reach a maximum of 20.
オムニアムに参加する競技者の合計数は，最多 20 までとする．
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WOMEN / 女子
Women’s Team Sprint / 女子チームスプリント
Number of Quota
Places
参加資格枠数

16
(8 teams)

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Track Ranking 2018 - 2020
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキング
The eight (8) highest ranked NOCs on the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 will each qualify
a team of two (2) athletes.
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキングにおいて上位 8 の NOC はそれぞれ 2 競技者から
なる 1 チームの参加資格を得る．

Women’s Sprint and Women’s Keirin / 女子スプリントおよび女子ケイリン
Number of Quota
Places
参加資格枠数

7 (Sprint)
+
7 (Keirin)

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Track Ranking 2018 - 2020
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキング
The seven (7) highest ranked NOCs in the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 of each event,
which have not qualified any quota places in Team Sprint, will qualify one (1) quota place in the
respective event. In the case of individual Sprint, the minimum allocation per continent as specified
in provision 1 below must be respected.
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキングにおいて上位 7 の NOC で，チームスプリントでの参
加資格を得ていない NOC は各種目にそれぞれ 1 競技者の参加資格を得る．個人スプリントの場合，会の
条項 1 において指定されるような 1 大陸あたりの最少割当ては尊重されなければならない．
The seven (7) NOCs qualified in the individual Sprint are given the right to enter the individual Sprint
athlete in the Keirin. Likewise, the seven (7) NOCs qualified in the Keirin are given the right to enter
the Keirin athlete in the individual Sprint. In both cases without any additional quota place being
needed.
個人スプリントにおいて参加資格を得た 7 つの NOC は，個人スプリント競技者をケイリンにエントリする権
利を与えられる．同様に，ケイリンにおいて参加資格を得た 7 つの NOC は，ケイリン競技者を個人スプリ
ントにエントリする権利を与えられる．両方の場合において追加割当て枠はない．
In addition, NOCs qualified in the Team Sprint are given the right to enter two (2) athletes in each of
the individual Sprint and Keirin*, subject to all of the following conditions being met:
さらに，チームスプリントで参加資格を得た NOC は，下記条件のすべてを満たすことを前提条件として個
人スプリントとケイリン*のそれぞれに 2 競技者をエントリする権利を与えられる：
• The selected athletes must already be qualified for and entered in another Cycling discipline
and/or event;
• The selected athletes must meet all eligibility requirements for Track Cycling, and;
• All quotas per NOC and per event must be respected.
• 選考された競技者は，他の自転車競技部門および/または種目においてすでに参加資格を得ていて
エントリしている；
• 選考された競技者は，トラック競技に要求されるすべての適格性を満たしている；そして
• NOC 毎，種目毎のすべての割当てが尊重されなければならない．
The total number of athletes participating in individual Sprint and Keirin could therefore reach a
maximum of 30.
個人スプリントとケイリンに参加する競技者の合計数は，最多 30 までとする．

Women’s Team Pursuit / 女子チームパーシュート
Number of Quota
Places
参加資格枠数

32
(8 teams)

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Track Ranking 2018 - 2020
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキング
The eight (8) highest ranked NOCs on the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 will each qualify
a team of four (4) athletes.
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキングにおいて上位 8 の NOC はそれぞれ 4 競技者から
なる 1 チームの参加資格を得る．
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Women’s Madison / 女子マディソン
Number of Quota
Places
参加資格枠数

16
(8 teams)

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Track Ranking 2018 - 2020
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキング
The eight (8) highest ranked NOCs on the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 which have not
qualified any quota places in Team Pursuit will each qualify a team of two (2) athletes.
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキングにおいて上位 8 の NOC で，チームパーシュートにお
いて参加資格枠を得ていない NOC はそれぞれ 2 競技者からなる 1 チームの参加資格を得る．
In addition, NOCs qualified in the Team Pursuit are given the right to enter one team of two (2)
athletes in Madison*, subject to all of the following conditions being met:
さらに，チームパーシュートで参加資格を得た NOC は，下記条件のすべてを満たすことを前提条件として
マディソン*に 2 競技者からなる 1 チームをエントリする権利を与えられる：
• The selected athletes must already be qualified for and entered in another Cycling discipline
and/or event;
• The selected athletes must meet all eligibility requirements for Track Cycling, and;
• All quotas per NOC and per event must be respected.
• 選考された競技者は，他の自転車競技部門および/または種目においてすでに参加資格を得ていて
エントリしている；
• 選考された競技者は，トラック競技に要求されるすべての適格性を満たしている；そして
• NOC 毎，種目毎のすべての割当てが尊重されなければならない．
The total number of teams taking part in Madison could therefore reach a maximum of 16.
マディソンに参加する競技者の合計数は，最多 16 までとする．

Women’s Omnium / 女子オムニアム
Number of Quota
Places
参加資格枠数

13

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Track Ranking 2018 - 2020
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキング
The thirteen (13) highest ranked NOCs on the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020, respecting
the minimum allocation per continent as specified in provision 2 below, which have not directly
qualified any quota places in Madison - via the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 for Madison
- will each qualify one (1) quota place.
下記条項 2 に特記される大陸毎の最少割当て数を尊重しながら，2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラッ
ク・ランキングにおいて上位 13 の NOC で，マディソンにおいて 2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・
ランキングから直接参加資格枠を得ていない NOC は，それぞれ 1 参加資格を得る．
In addition, the eight (8) NOCs directly qualified in the Madison event, via the UCI Olympic Track
Ranking 2018-2020 for Madison, are given the right to enter one (1) athlete in Omnium*, subject to
all of the following conditions being met:
さらに，マディソンにおいて 2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック・ランキングから直接参加資格枠を得
た 8 つの NOC は，下記条件のすべてを満たすことを前提条件としてオムニアム*に 1 競技者をエントリす
る権利を与えられる：
• The selected athletes must already be qualified for and entered in another Cycling discipline
and/or event;
• The selected athletes must meet all eligibility requirements for Track Cycling, and;
• All quotas per NOC and per event must be respected.
• 選考された競技者は，他の自転車競技部門および/または種目においてすでに参加資格を得ていて
エントリしている；
• 選考された競技者は，トラック競技に要求されるすべての適格性を満たしている；そして
• NOC 毎，種目毎のすべての割当てが尊重されなければならない．
The total number of athletes taking part in Omnium could therefore reach a maximum of 21.
オムニアムに参加する競技者の合計数は，最多 21 までとする．

*Whenever qualification through the UCI Olympic Ranking of a first event gives right to the NOC to enter an athlete or
team in a second event (i.e. Team Sprint to individual Sprint and Keirin; Team Pursuit to Madison; Madison to Omnium),
the NOC concerned must confirm participation in the first event in order to benefit of such automatic right of entry in the
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second event. If the NOC does not confirm entry in the first event, it may still qualify quota places for the second event via
the other applicable criterion (i.e. the UCI Olympic Ranking 2018-2020 for the second event).
1 番目の UCI オリンピック・トラック・ランキングによる参加資格が，NOC に競技者またはチームを 2 番目の種目（たとえばチーム
スプリントからスプリントとケイリン，チームパーシュートからマディソン，マディソンからオムニアム）にエントリする権利を与える時
には必ず，2 番目の種目のエントリの自動的権利を得るために，当該 NOC は 1 番目の種目への参加を確認しなければならない．
NOC が 1 番目の種目へのエントリを確認しない場合，それは他の適用可能な基準（すなわち 2 番目の種目のための 2018-2020
UCI オリンピック・トラック・ランキング）を経ての 2 番目の種目の割当て枠を与えるかもしれない．
Special Provisions / 特別条項
1.

In each gender, in the event a Continent is not represented in any sprint type events (i.e. Team Sprint, Sprint or
Keirin), the highest ranked NOC on the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 for individual Sprint of that Continent
shall be entitled to one (1) quota place in the individual Sprint event. Any such allocation will result in a corresponding
reduction (max. 1 per NOC) of places allocated to NOCs through the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 for
individual Sprint, in the reverse order of the latter.
各性別において，ある大陸が短距離系種目（チームスプリント，スプリントまたはケイリン）に代表がいない場合，個人スプリ
ントの 2018-2020 UCI オリンピック・トラック・ランキングにおいて当該大陸の最上位 NOC は，個人スプリントへの割当て 1
枠を与えられる．こうした割当ては，個人スプリントの 2018-2020 UCI オリンピック・トラック・ランキングにより NOC に割り当
てられた枠に対応する削減（NOC あたり最多 1）を，逆順で生じる．

2.

In each gender, in the event a Continent is not represented in any endurance type event (i.e. Team Pursuit, Madison
or Omnium), the highest ranked NOC on the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 for Omnium of that Continent
shall be entitled to one (1) quota place in the Omnium event. Any such allocation will result in a corresponding
reduction of places allocated to NOCs through the UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 for Omnium, in the reverse
order of the latter.
各性別において，ある大陸が持久系種目（チームパーシュート，マディソンまたはオムニアム）に代表がいない場合，オムニ
アムの 2018-2020 UCI オリンピック・トラック・ランキングにおいて当該大陸の最上位 NOC は，オムニアムへの割当て 1 枠
を与えられる．こうした割当ては，オムニアムの 2018-2020 UCI オリンピック・トラック・ランキングにより NOC に割り当てられ
た枠に対応する削減を，逆順で生じる．

HOST COUNTRY PLACES / 開催国枠
No Host Country places are available in Track Cycling for the Olympic Games Tokyo 2020.
2020 東京オリンピック競技大会トラック競技においては，開催国枠はない．

TRIPARTITE COMMISSION INVITATION PLACES / 三者委員会招待枠
In Track Cycling, no Tripartite Commission Invitation Places will be directly allocated as part of the athletes’ quota.
Tripartite Commission Places may be offered to NOCs within the reallocation process for unused qualification places in
individual events, once the initial quota allocation has been completed as described in paragraph F. Reallocation of
Unused Qualification Places.
トラック競技においては，競技者割当ての一部として直接三者委員会招待枠は割り当てられない．
パラグラフ F.未使用の参加資格枠の再配分の中で説明されるように、初期の割当て割り当てが完遂されたら、3 部からなる委員
会場所は個々のイベントの中の未使用の資格場所のために再配分プロセスの中で NOC に提供されるかもしれない。
On 14 October 2019, the International Olympic Committee will invite all eligible NOCs to submit their requests for
Tripartite Commission Invitation Places. The deadline for NOCs to submit their requests is 15 January 2020. The Tripartite
Commission will confirm, in writing, the allocation of invitation places to the relevant NOCs after the end of the qualification
period for the concerned sport.
2019 年 10 月 14 日に国際オリンピック委員会は，すべての適格性のある NOC に，三者委員会招待枠を求めるそれらの要求を
提出するように求めるであろう．NOC がそれらの要求を提出する最終期限は 2020 年 1 月 15 日である．三者委員会は，関係協
議の参加資格期間終了後に招待枠の配分を関係 NOC に書面にて確認する．
Detailed information on Tripartite Invitation places is contained in the “Games of the XXXII Olympiad, 2020 Tokyo Olympic Games Tripartite Commission Invitation Places - Allocation Procedure and Regulations”.
三者委員会招待枠の詳細情報は，「第 32 回東京オリンピック競技大会 – オリンピック競技大会三者委員会招待枠 – 配分手順
と規則」に含まれる．

E. CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES / 割当て枠の確定過程
Following each qualification event, the UCI will publish the results on its website http://www.uci.ch/track/ranking/ and
update the corresponding UCI Olympic Track Ranking. On 29 February 2016, the final UCI Olympic Track Ranking will be
published on the UCI website and by 7 March 2016, the UCI will inform the respective NOCs of their allocated quota
places.
Following each qualification event, the UCI will publish the results on its website http://www.uci.ch/track/ranking/ and
update the corresponding UCI Olympic Track Ranking. On 2 March 2020, the final UCI Olympic Track Ranking will be
published on the UCI website and by 9 March 2020, the UCI will inform the respective NOCs of their allocated quota
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places.
各参加資格大会後に，UCI はそのウェブサイト（http://www.uci.ch/track/ranking/）上に結果を公表し，対応するオリンピック･トラ
ック競技ランキングを更新する．2020 年 3 月 2 日に，最終 UCI がオリンピック･トラック競技ランキングが UCI ウェブサイト上に公
開され，2020 年 3 月 9 日に UCI はそれぞれの NOC に配分された資格枠を通知する．
The NOCs will then have 14 days to confirm if they wish to use these quota places, as detailed in paragraph H.
Qualification Timeline.
NOC は， 14 日以内に，パラグラフ H.参加資格日程の中で詳説したように，これらの参加資格枠を使うことを望むかどうかを UCI
に確認する必要がある．

F. REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES / 未使用資格枠の再配分
REALLOCATION OF UNUSED QUALIFICATION PLACES / 未使用参加資格枠の再配分
If an allocated quota place in an individual event is not confirmed by the NOC by the confirmation of quota place deadline,
or is declined by the NOC, the quota place will be reallocated by the Tripartite Commission as a Tripartite Commission
Invitation Place.
配分された資格枠が，資格枠確定期限に NOC により確定されない，あるいは NOC により辞退された場合，その資格枠は三者
委員会招待枠として三者委員会により再配分される．
If the Tripartite Commission is not able to allocate the unused qualification place, the quota place will be reallocated, in the
same event, to the next highest ranked NOC on the UCI Olympic Track Ranking, respecting the maximum quota of
athletes per NOC per event and the special provisions 1 and 2 of paragraph D. Qualification Pathway pertaining to
continental representation.
三者委員会が使用されなかった参加資格枠の配分ができない場合，その資格枠は，同種目において，UCI オリンピック･トラック･
ランキングで次位の NOC に，種目毎の NOC 毎最多競技者数および，パラグラフ D.参加資格経路の特別条項 1 および 2 を尊
重して再配分される．
If an allocated quota place in a team event is not confirmed by the NOC by the confirmation of quota place deadline or is
declined by the NOC, the quota place will be reallocated in the same event to the next highest ranked NOC on the UCI
Olympic Track Ranking not yet qualified in the relevant event.
配分された資格枠が，資格枠確定期限に NOC により確定されない，あるいは NOC により辞退された場合，その資格枠は同種
目において UCI オリンピック･トラック･ランキングにおいて次位の当該種目において参加資格を得ていない NOC に再配分され
る．
In case no NOC is eligible for reallocation according to the above process, the quota place will be reallocated, in the same
event, to the next highest ranked NOC on the final 2019-2020 UCI Track Classification, respecting the maximum quota of
athletes per NOC per event.
上記手順に従って再配分に適格な NOC がない場合，資格枠は同種目の，2019-2020 UCI 個人トラック最終ランキングにおいて
次位の NOC に，種目毎の NOC 毎最多資格枠数を尊重しつつ再配分される．

G. GENERAL PRINCIPLES REGARDING THE USE OF RESERVE AND P ALTERNATE ATHLETES /
補欠および P 補欠競技者使用の原則
RESERVE ATHLETES / 補欠競技者
Competing athletes, who have an Aa accreditation and who are entered by their NOC in any cycling event, may be
selected to replace another entered athlete in a different cycling discipline/event until the time of the final confirmation for
that event.
Aa 認定を持ち，競技者が必要とされている適格基準を満たしていて，自転車競技種目に NOC よってエントリされている競技者で，
補欠として，その競技の最終確認時までに，他の自転車競技部門/競技種目にエントリされた競技者に代わって選ばれることがで
きる．
Reserve athletes must comply with the same eligibility rules as competing athletes as described in paragraph C. Athlete
eligibility.
補欠競技者はパラグラフ C.競技者の適格性に詳述される競合競技者と同じ適格性規則に従わなければならない．
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P ALTERNATE ATHLETES / P 補欠競技者
P alternate athletes are non-competing athletes, and are not included within the athlete’s quota as described in paragraph
B. Athletes Quota. More detailed information about entitlements and quotas can be found in the ‘Accreditation at the
Olympic Games – Users Guide’. P alternate athletes can only become competing athletes as per the conditions outlined in
the ‘IOC/Tokyo 2020 Late Athlete Replacement policy’.
P 補欠競技者は，パラグラフ B.競技者定員に詳述される競技者枠に含まれない，競技参加しない競技者である．資格付与と参
加割当てに関するさらに詳しい情報は，「オリンピック競技大会認証 - 利用者ガイド」に見ることができる．P 補欠競技者は
「IOC/2020 東京遅延競技者交代方針」に見ることができる．
Eligibility – 適格性:
P alternate athletes must comply with the same eligibility rules as competing athletes as described in above paragraph C.
Athlete Eligibility.
P 補欠競技者はパラグラフ C.競技者の適格性に詳述される競合競技者と同じ適格性規則に従わなければならない．
Quota – 割当て:
Each qualified team in Team Sprint is entitled to one (1) P alternate athlete.
チームスプリントに参加資格を得ているチームは，1 名の P 補欠競技者を与えられる．
Each NOC with a team qualified in Team Pursuit and/or Madison is entitled to one (1) P alternate athlete.
チームパーシュートおよび/またはマディソンに 1 チームの参加資格を得ている NOC は，1 名の P 補欠競技者を与えられる．
The final deadline for the substitution of an athlete by a P alternate athlete is at the time of the confirmation of the
composition of the teams, in accordance with the UCI regulations (www.uci.ch, Articles 3.2.079 and 3.2.149).
P 補欠競技者による競技者交代の最終的な締め切りは，UCI 規則(www.uci.ch，条項 3.2.079 と 3.2.149)に従ったチーム構成確
認の時である．
*Please note that the P Alternate Athletes need to be further discussed between the UCI and the IOC.
*P 補欠競技者については，UCI と IOC の間でさらに議論される必要があることに注意されたい．
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H. QUALIFICATION TIMELINE / 参加資格付与の時系列
DATE / 日付
6 July 2018 – 1 March 2020
2018 年 6 月 6 日～
2020 年 3 月 1 日
2 – 7 August 2018
2018 年 8 月 2~7 日
TBD*
日程未定*
TBD*
日程未定*
19 October 2018 – 27 January 2019
2018 年 10 月 19 日~2019 年 1 月 27 日
TBD*
日程未定*
TBD*
日程未定*
27 February – 3 March 2019
2019 年 2 月 27 日~3 月 3 日
TBD*
日程未定*
TBD*
日程未定*
TBD*
日程未定*
BD*
日程未定*
15 January 2020
2020 年 1 月 15 日
TBD*
日程未定*
TBD*
日程未定*
26 February – 1 March 2020
2020 年 2 月 26 日~3 月 1 日
2 March 2020
2020年3月2日
9 March 2016
2020 年 3 月 9 日
23 March 2020
2016 年 3 月 23 日
TBD*
日程未定*
06.07.2020
2020年7月6日
24 July – 9 August 2020
2020年7月24日～2020年8月9日

MILESTONE / 摘要
Qualification Period
資格付与期間
2018 European Continental Championship, Glasgow (GBR)
2018 年ヨーロッパ大陸選手権大会，グラスゴー（イギリス）
2018 American Continental Championship, (location,TBD*)
2018 年アメリカ大陸選手権大会（開催地未定*）
2018 Oceania Continental Championship, (location,TBD*)
2018 年オセアニア大陸選手権大会（開催地未定*）
2018-2019 UCI Track Cycling World Cup, various locations (best three results)
2018-2019 UCI トラック競技ワールドカップ，各地（最良の 3 つの成績）
2019 African Continental Championship, (location,TBD*)
2019 年アフリカ大陸選手権大会（開催地未定*）
2019 Asia Continental Championship, (location,TBD*)
2019 年アジア大陸選手権大会（開催地未定*）
2019 UCI Track Cycling World Championships, Pruszkow (POL)
2019 UCI トラック世界選手権大会大会，プルシクフ（ポーランド）
2019 American Continental Championship, (location,TBD*)
2019 年アメリカ大陸選手権大会（開催地未定*）
2019 Oceania Continental Championship, (location,TBD*)
2019 年オセアニア大陸選手権大会（開催地未定*）
2019 European Continental Championship, (location,TBD*)
2019 年ヨーロッパ大陸選手権大会，（開催地未定*）
2019-2020 UCI Track Cycling World Cup, various locations (best three results)
2019-2020 UCI トラック競技ワールドカップ，各地（最良の 3 つの成績）
Deadline for NOCs to submit their requests for Tripartite Commission Invitation
Places
NOC による，三者委員会招待枠の請求提出期限
2020 Asia Continental Championship, (location,TBD*)
2020 年アジア大陸選手権大会（開催地未定*）
2020 African Continental Championship, (location,TBD*)
2020 年アフリカ大陸選手権大会（開催地未定*）
2020 UCI Track Cycling World Championships, Berlin (GER)
2020 UCI トラック世界選手権大会大会，ベルリン（ドイツ）
Final UCI Olympic Track Ranking 2018-2020 published
2018 - 2020 年 UCI オリンピック・トラック最終ランキング発表
UCI to inform NOCs/NFs of their allocated quota places
UCI による NOCs/NFs への参加枠配分通知
NOCs to confirm use of allocated quota places to UCI
NOC による UCI への，獲得参加枠の行使を確定しなければならない期限
UCI to reallocate all unused quota places
UCI の未使用参加枠の再配分
Tokyo 2020 Sport Entries deadline
2020 年東京，スポーツエントリ期限
Olympic Games Tokyo 2020
2020 年東京オリンピック競技大会

*To Be Determined / 後日決定
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UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI) / 国際自転車競技連合
Cycling / 自転車競技
Mountain Bike / マウンテンバイク
A. EVENTS (2) / 競技種目 (2)
MEN’S EVENTS (1) / 男子種目 (1)
Cross-country / クロスカントリ

WOMEN’S EVENTS (1) / 女子種目 (1)
Cross-country / クロスカントリ

B. ATHLITE QUOTA / 定員
1.

Total Quota for Mountain Bike / マウンテンバイク競技の合計定員:
参加資格数

Host Country Places
開催国枠

Tripartite Commission
Invitation Places
三者委員会招待枠

TOTAL / 合計

37
37
74

1
1
2

0*
0*
0*

38
38
76

Qualification Places
Men / 男子
Women / 女子
TOTAL / 合計

*please refer to section “Qualification Pathway - Tripartite Commission Invitation Places”

「参加資格経路 – 三者委員会招待枠」を参照のこと

2. Maximum Number of Athletes per NOC / NOCごとの最多競技者数:
QUOTA per NOC
NOC別定員

Men / 男子
Women / 女子
TOTAL / 合計

3
3
6

Any athlete who has been entered in another Cycling discipline will have the right to be entered in Mountain Bike, provided
that the NOC has obtained a quota place in the said event, that the limits for participation per NOC and per event are not
exceeded, and that the athlete eligibility requirements have been met.
他の自転車競技部門にエントリしている競技者は，当該NOCがその競技に参加枠を持っていること，NOC毎，種目毎の参加限
度内であること，そして競技者適格性を満たすという条件の下に，マウンテンバイク競技にエントリする権利を持つ．

3. Type of Allocation of Quota Places / 参加枠配分の型式
The quota place is allocated to the NOC.
参加資格枠はNOCに配分される．

C. ATHLETE ELIGIBILITY / 競技者の適格性
All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force, including but not limited to, Rule 41
(Nationality of Competitors) and Rule 43 (World Anti-Doping Code and the Olympic Movement Code on the Prevention of
Manipulation of Competitions). Only those athletes who comply with the Olympic Charter may participate in the Olympic
Games Tokyo 2020.
すべての競技者は，規則41（競技者の国籍）および規則43（競技上の操作防止についての世界アンチ・ドーピング規程およびオ
リンピック・ムーブメント規程）を含み，なおそれに限らず，現行のオリンピック憲章の条項にしたがわなければならない．オリンピッ
ク憲章に従っている競技者のみが2020年東京オリンピック競技大会に参加できる．
Age Requirements / 年齢制限:
All athletes participating in the Olympic Games Tokyo 2020 must be born on or before 31 December 2001.
2020年東京オリンピック競技大会に参加する競技者は2001年12月31日以前に生まれていなければならない．
Additional IF Eligibility Criteria / 追加国内連盟適格基準:
To be eligible to participate in the Olympic Games Tokyo 2020, all athletes must:
Hold a valid UCI license issued by a National Federation recognised by the UCI.
Have at least 10 UCI points in the Individual UCI Cross-country Individual ranking, of 28 May 2019 or 28 May 2020.
2020年東京オリンピック競技大会に参加資格を得るために，すべての競技者の必要条件は：
- UCIの認める国内連盟発行の有効なUCIライセンスを所持しなければならない．
- 2019年5月28日または2020年5月28日において，個人UCIクロスカントリ個人ランキングに少なくとも10ポイントを持っている.
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D. QUALIFICATION PATHWAY / 参加資格経路
QUALIFICATION PLACES / 参加資格枠
The qualification events are listed in hierarchical order of qualification.
参加資格種目は参加資格の階層順にリストされている．

MEN and WOMEN / 男子および女子
Number of Quota
Places
参加資格枠数

30

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Qualification Ranking
UCI オリンピック参加資格ランキング

UCI Olympic
qualification ranking

Riders qualified
per NOC

Total number
of athletes

UCI オリンピック参加資格ランキング

NOC 毎の参加資格競技者

競技者合計数

3
2
1

6
10
14
Subtotal: 30

Ranked 1 to 2
Ranked 3 to 7
Ranked 8 to 21

The UCI Olympic Qualification ranking is the sum of the UCI Cross-country Nation ranking of 28
May 2019 and 28 May 2020.
UCI オリンピック参加資格ランキングは，2019 年 5 月 28 日付けと 2020 年 5 月 28 日付けの UCI クロス
カントリ国ランキングの合計である．
The UCI Cross-country Nation ranking of 28 May 2019 is based on results from 28 May 2018 to 27
May 2019. The UCI Cross-country Nation ranking of 28 May 2020 is based on results from 28 May
2019 to 27 May 2020.
2019 年 5 月 28 日付けの UCI クロスカントリ国ランキングは 2018 年 5 月 28 日から 2019 年 5 月 27 日
までの競技結果に基づく．2020 年 5 月 28 日付けの UCI クロスカントリ国ランキングは 2019 年 5 月 28
日から 2020 年 5 月 27 日までの競技結果に基づく．
The UCI Cross-country Nation ranking is calculated by summing the points of the three (3) highest
placed athletes from each NOC in the UCI Cross-country Individual ranking. NOCs with only one (1)
or two (2) athletes will also be included in the UCI Cross-country Nation ranking.
UCIクロスカントリ国ランキングは，UCIクロスカントリ個人ランキングにおける，各NOCからの上位3人の
競技者のポイントを合計することによって計算される．1人または2人の競技者のみのNOCもUCIクロスカ
ントリ国ランキングに含められる．
Tied NOCs have their relative positions determined by their highest placed athlete on the UCI
Cross-country Individual ranking of 28 May 2020.
同点の NOC は，2020 年 5 月 28 日付けの UCI クロスカントリ個人ランキングにおけるそれら最上位競技
者の順位によってそれらの相対的な順位を決定する．
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3

Elite Individual Results from the 2019 Continental Championships (except for Europe and
Oceania)
2019年大陸選手権大会におけるエリート個人成績（ヨーロッパおよびオセアニアを除く）
Only NOCs which did not qualify quota places through the UCI Olympic Qualification ranking can
qualify through the Elite Cross-country Olympic Individual results from the 2019 Continental
Championships.
UCI オリンピック参加資格ランキングによる参加資格を得なかった NOC のみが，2019 年大陸選手権大
会によるエリート・クロスカントリオリンピック個人成績によって参加資格を取得できる．
Continent
大陸
Africa/アフリカ
America/アメリカ
Asia/アジア

Elite individual
results
ランキング
Highest ranked NOC
最上位のNOC
Highest ranked NOC
最上位のNOC
Highest ranked NOC
最上位のNOC

Athletes qualified
per NOC
NOC毎の参加資格競技者

Total number
of athletes
競技者合計数

1

1

1

1

1

1
Subtotal: 3

For each gender, an NOC can earn maximum one (1) quota place through the Elite Individual
results from the 2019 Continental Championships.
各性別において NOC は 2019 年大陸選手権大会のエリート個人成績により，最多 1 枠を得ることができ
る．
If an NOC obtains a quota place through the Elite Individual results from the 2019 Continental
Championships, but has already qualified through the UCI Olympic Qualification ranking, the next
highest ranked NOC in the respective continental championships Elite Individual results will be
attributed the quota place.
もし NOC が 2019 年大陸選手権大会におけるエリート個人成績によって参加資格枠を得たが，すでに
UCI オリンピック参加資格ランキングを通じて資格を得ていたならば，当該大陸選手権エリート個人成績
において次位の NOC に参加資格枠は帰する．
In case no NOC is eligible for the quota place allocation according to the above process, the quota
place will be allocated to the next highest ranked NOC from the same continent on the UCI Olympic
Qualification ranking.
どの NOC も上記のプロセスに従った参加資格枠をもっていない場合に，資格枠は UCI オリンピック参加
資格ランキング上，同一大陸から次位に順位付けられた NOC に配分される．

4

2019 UCI Mountain Bike World Championships
2019年UCIマウンテンバイク世界選手権大会
For each gender, the two (2) highest ranked NOCs in the Elite Cross-country Olympic race and the
two (2) highest ranked NOCs in the Under 23 Cross-country Olympic race - which have not yet
qualified any quota places - will qualify a maximum of one (1) quota place per NOC. The two NOCs
that have qualified a quota place through the Elite race shall not be considered for allocation
through the Under 23 race.
各性別において，エリート・クロスカントリオリンピック競技の上位2つのNOCおよびU23クロスカントリオリ
ンピック競技の上位2つのNOCで，割当て枠を得ていないNOCは，NOC毎に最多1の参加資格を得る．
二つのNOCがエリート競技において参加資格を得た場合，U23競技による割当は考慮されない．
Individual results
個人成績
The 2 highest ranked NOCs in the elite race
エリート競技における上位2NOC
The 2 highest ranked NOCs in the U23 race
U23競技における上位2NOC

Athletes qualified
per NOC
NOC毎の参加資格競技者

Total number
of athletes
競技者合計数

1

2

1

2
Subtotal: 4

HOST COUNTRY PLACES / 開催国枠
For each gender, the Host Country is guaranteed one (1) quota place in case it did not qualify any qualification places. If
the Host Country qualified qualification places, the Host Country place(s) will be reallocated as detailed in paragraph F.
Reallocation of unused Host Country Places.
各性別において，開催国は参加資格枠を得ていない場合に 1 参加枠を保証される．もし開催国が参加資格枠を得たなら，開催
国枠はパラグラフ F.未使用の開催国枠の再配分に詳述されるように再配分される．
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TRIPARTITE COMMISSION INVITATION PLACES / 三者委員会招待枠
In Mountain Bike, no Tripartite Commission Invitation Places will be directly allocated as part of the athletes’ quota.
Tripartite Commission Places may be offered to NOCs within the reallocation process for unused qualification places in
individual events, once the initial quota allocation has been completed, as described in paragraph F. Reallocation of
Unused Qualification Places.
マウンテンバイク競技においては，競技者割当ての一部として直接三者委員会招待枠は割り当てられない．パラグラフ F.未使用
の参加資格枠の再配分の中で説明されるように、初期の割当て割り当てが完遂されたら、3 部からなる委員会場所は個々のイベ
ントの中の未使用の資格場所のために再配分プロセスの中で NOC に提供されるかもしれない。
On 14 October 2019, the International Olympic Committee will invite all eligible NOCs to submit their requests for
Tripartite Commission Invitation Places. The deadline for NOCs to submit their requests is 15 January 2020. The NOCs
can submit their requests. The Tripartite Commission will confirm, in writing, the allocation of invitation places to the
relevant NOCs after the end of the qualification period for the concerned sport.
2019 年 10 月 14 日に国際オリンピック委員会は，すべての適格性のある NOC に，三者委員会招待枠を求めるそれらの要求を
提出するように求めるであろう．NOC がそれらの要求を提出する最終期限は 2020 年 1 月 15 日である．NOC はその要望を提
出することができる．三者委員会は，関係協議の参加資格期間終了後に招待枠の配分を関係 NOC に書面にて確認する．
Detailed information on Tripartite Invitation places is contained in the “Games of the XXXII Olympiad, 2020 Tokyo Olympic Games Tripartite Commission Invitation Places - Allocation Procedure and Regulations”.
三者委員会招待枠の詳細情報は，「第 32 回オリンピック･リオ大会 – 2020 東京オリンピック競技大会三者委員会招待枠 – 配分
手順と規則」に含まれる．

E. CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES / 割当て枠の確定過程
Should any quota places remain unallocated after application of the allocation process as described in paragraph D.
Qualification Pathway, they will be allocated - with a maximum of one (1) quota place per NOC - to the next highest
ranked NOC in the UCI Olympic Qualification ranking, which has not yet obtained a quota place.
パラグラフ D.参加資格経路に詳述される配分過程の適用後も残った未配分割当ては，NOC あたり最多１枠として，UCI オリンピ
ック参加資格ランキングにおいて次位の，割当て枠を得ていない NOC に配分される．
On 28 May 2020, the final UCI Olympic Qualification ranking will be published on the UCI website (www.uci.ch), and by 5
June 2020 the UCI will inform the respective NOCs of their allocated quota places. The NOCs will then have 14 days to
confirm if they wish to use these quota places, as detailed in paragraph H. Qualification Timeline.
2020 年 5 月 28 日に UCI オリンピック参加資格ランキングは UCI ウェブサイト上に公開され，2020 年 6 月 5 日に UCI は参加
資格配分を該当 NOC に通知する．それら NOC は，パラグラフ H.参加資格日程の中で詳説したように，14 日以内に，これらの
参加資格枠を使うことを望むかどうかを UCI に確認する必要がある．

F. REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES / 未使用資格枠の再配分
REALLOCATION OF UNUSED QUALIFICATION PLACES / 未使用参加資格枠の再配分
If a quota place allocated through the UCI Olympic Qualification ranking is not confirmed by the NOC by the confirmation
of quota place deadline, or is declined by the NOC, the quota place will be reallocated to the next highest ranked NOC in
the UCI Olympic Qualification ranking of 28 May 2020, which has not yet obtained a quota place.
UCI オリンピック参加資格ランキングにより配分された資格枠が，資格枠確定期限に NOC により確定されない，あるいは NOC
により辞退された場合，その資格枠は UCI オリンピック参加資格ランキングにおいて次位の，割当て枠を得ていない NOC に再配
分される．
If a quota place allocated through the Elite Individual results from the 2019 Continental Championships is not confirmed by
the NOC, or is declined by the NOC, the quota place will be reallocated to the next highest ranked NOC from the
respective continent in the Elite Individual results of the 2019 Continental Championships, which has not yet obtained a
quota place. If no NOC is eligible, the quota place will then be allocated to the next highest ranked NOC on the UCI
Olympic Qualification ranking of 28 May 2020, which has not yet obtained a quota place.
2019 年大陸選手権大会におけるエリートの個人成績により配分された割当枠が NOC により確定されない，あるいは NOC によ
り辞退された場合，その資格枠は対応する 2019 年大陸選手権大会におけるエリート個人成績において次位の，割当て枠を得て
いない NOC に再配分される．もし適格な NOC がない場合，2020 年 5 月 28 日付け UCI オリンピック参加資格ランキングにお
いて次位の，割当て枠を得ていない NOC に再配分される．
If a quota place allocated through the Elite or U23 Individual results from the 2019 World Championships is not confirmed
by the NOC, or is declined by the NOC, the quota place will be reallocated to the next highest ranked NOC in the
respective Elite or U23 Individual results of the 2019 World Championships, which has not yet obtained a quota place. If
no NOC is eligible, the quota place will then be allocated to the next highest ranked NOC on the UCI Olympic Qualification
ranking of 28 May 2020, which has not yet obtained a quota place.
2019 年世界選手権大会におけるエリートまたは U23 の個人成績により配分された割当枠が NOC により確定されない，あるい
は NOC により辞退された場合，その資格枠は 2019 年世界選手権大会において対応するエリートまたは U23 の成績において次
位の，割当て枠を得ていない NOC に再配分される．もし適格な NOC がない場合，2020 年 5 月 28 日付け UCI オリンピック参
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加資格ランキングにおいて次位の，割当て枠を得ていない NOC に再配分される．
If a quota place remains unallocated, all such quota places will be reallocated by the Tripartite Commission as a Tripartite
Commission Invitation Place.
もし割当て枠が配分されずに残った場合，そうした割当枠は三者委員会招待枠として，三者委員会により再配分される．

REALLOCATION OF UNUSED HOST COUNTRY PLACES / 未使用開催国枠の再配分
Should the Host Country qualify qualification places or decide not to use the allocated Host Country places, the latter will
be reallocated to the next highest ranked NOC in the UCI Olympic Qualification ranking of 28 May 2020, which has not yet
obtained a quota place.
開催国が参加枠を得るか，または配分された開催国枠を使用しないと決定した場合，開催国参加枠は 2020 年 5 月 28 日付け
UCI オリンピック参加資格ランキングにおいて次位の，参加資格枠を得ていない NOC に再配分される．

G. GENERAL PRINCIPLES REGARDING THE USE OF RESERVE ATHLETES / 補欠競技者使用の原則
RESERVE ATHLETES / 補欠競技者
Competing athletes, who have an Aa accreditation and who are entered by their NOC in any cycling event, may be
selected to replace another entered athlete in a different cycling discipline/event until the time of the final confirmation for
that event.
Aa 認定を持ち，競技者が必要とされている適格基準を満たしていて，自転車競技種目に NOC よってエントリされている競技者で，
補欠として，その競技の最終確認時までに，他の自転車競技部門/競技種目にエントリされた競技者に代わって選ばれることがで
きる．
Reserve athletes must comply with the same eligibility rules as competing athletes as described in paragraph C. Athlete
eligibility.
補欠競技者はパラグラフ C.競技者の適格性に詳述される競合競技者と同じ適格性規則に従わなければならない．

H. QUALIFICATION TIMELINE / 参加資格付与の時系列
DATE / 日付
28 May 2018 - 27 May 2020
2018 年 5 月 28 日～2020 年 5 月 27 日

28 May 2018 - 27 May 2019
2018 年 5 月 28 日～2019 年 5 月 27 日

28 May 2019 - 27 May 2020
2019 年 5 月 28 日～2020 年 5 月 27 日

2019

MILESTONE / 摘要
UCI Mountain Bike Olympic Qualification period
UCI マウンテンバイク･オリンピック参加資格ランキング期間
Period during which results are counted towards the UCI Crosscountry nation
ranking of 28 May 2019
2019 年 5 月 28 日付け UCI クロスカントリ国ランキングに競技結果が算入される期間
Period during which results are counted towards the UCI Crosscountry nation
ranking of 28 May 2020
2020 年 5 月 28 日付け UCI クロスカントリ国ランキングに競技結果が算入される期間
African Continental Championship, (TBD*)
American Continental Championship, (TBD*)
Asia Continental Championship, (TBD*)
アフリカ大陸選手権大会（未定）
アメリカ大陸選手権大会（未定）
アジア大陸選手権大会（未定）

15 January 2020
2020 年 1 月 15 日
28 May 2020
2020 年 5 月 28 日
5 June 2020
2020 年 6 月 5 日
20 June 2020
2020 年 6 月 20 日
TBD
未定
6 July 2020
2020年7月6日
24 July – 9 August 2020
2020年7月24日～2020年8月9日

Deadline for NOCs to submit their requests for Tripartite Commission Invitation
Places
NOC による，三者委員会招待枠の請求提出期限
UCI Olympic Qualification Ranking published
UCI オリンピック参加資格ランキング公表
UCI to inform NOCs/NFs of their allocated quota places
UCI による NOCs/NFs への，参加資格枠通知
NOCs to confirm use of allocated quota places to UCI
NOCs による UCI への配分された参加枠の使用確認
UCI to reallocate all unused quota places
UCI によるすべての未使用参加枠の再配分
Tokyo 2020 Sport Entries deadline
2020 年東京，スポーツエントリ期限
Olympic Games Tokyo 2020
2020 年東京オリンピック競技大会
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UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI) / 国際自転車競技連合
Cycling / 自転車競技
BMX Racing / BMXレース
A. EVENTS (2) / 競技種目 (2)
MEN’S EVENTS (1) / 男子種目 (1)
Racing / レース

WOMEN’S EVENTS (1) / 女子種目 (1)
Racing / レース

B. ATHLITE QUOTA / 定員
1. Total Quota for BMX Racing / BMXレース競技の合計定員:
Places / 参加資格数

Host Country Places
開催国枠

Tripartite Commission
Invitation Places
三者委員会招待枠

TOTAL / 合計

23
23
46

1
1
2

0*
0*
0*

24
24
48

QUALIFICATION
Men / 男子
Women / 女子
TOTAL / 合計

*please refer to section “Qualification Pathway - Tripartite Commission Invitation Places”

「参加資格経路 – 三者委員会招待枠」を参照のこと

2. Maximum Number of Athletes per NOC / NOCごとの最多競技者数:
QUOTA PER NOC
NOC別定員

Men / 男子
Women / 女子
TOTAL / 合計

3
3
6

Any athlete who has been entered in another Cycling discipline will have the right to be entered in BMX Racing, provided
that the NOC has obtained a quota place in the said event, that the limits for participation per NOC and per event are not
exceeded, and that the athlete eligibility requirements have been met.
他の自転車競技部門にエントリしている競技者は，当該NOCがその競技に参加枠を持っていること，NOC毎，種目毎の参加限
度内であること，そして競技者適格性を満たすという条件の下に，BMXレース競技にエントリする権利を持つ．

3. Type of Allocation of Quota Places / 参加枠配分の型式
The quota place is allocated to the NOC.
参加資格枠はNOCに配分される．

C. ATHLETE ELIGIBILITY / 競技者の適格性
All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force, including but not limited to, Rule 41
(Nationality of Competitors) and Rule 43 (World Anti-Doping Code and the Olympic Movement Code on the Prevention of
Manipulation of Competitions). Only those athletes who comply with the Olympic Charter may participate in the Olympic
Games Tokyo 2020.
すべての競技者は，規則41（競技者の国籍）および規則43（競技上の操作防止についての世界アンチ・ドーピング規程およびオ
リンピック・ムーブメント規程）を含み，なおそれに限らず，現行のオリンピック憲章の条項にしたがわなければならない．オリンピッ
ク憲章に従っている競技者のみが2020年東京オリンピック競技大会に参加できる．
Age Requirements / 年齢制限:
All athletes participating in the Olympic Games Tokyo 2020 must be born on or before 31 December 2002.
2020年東京オリンピック競技大会に参加する競技者は2002年12月31日以前に生まれていなければならない．
Additional IF Requirements / 追加国内連盟条件:
To be eligible to participate in the Olympic Games Tokyo 2020, all athletes must:
Hold a valid UCI license issued by a National Federation recognised by the UCI.
Have a least 10 UCI points in the UCI BMX Individual ranking of 2 June 2020.
2020年東京オリンピック競技大会に参加資格を得るために，すべての競技者の必要条件は：
- UCIの認める国内連盟発行の有効なUCIライセンスを所持しなければならない．
- 2020年6月2日付けUCI BMX個人ランキングにおいて，最少10 UCIポイントを持っていなければならない．
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D. QUALIFICATION PATHWAY / 参加資格経路
QUALIFICATION PLACES / 参加資格枠
The qualification events are listed in hierarchical order of qualification.
参加資格種目は参加資格の階層順にリストされている．

MEN and WOMEN / 男子および女子
Number of Quota
Places
参加資格枠数

18

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Qualification ranking of 2 June 2020
2020 年 6 月 2 日付の UCI オリンピック参加資格ランキング
Quota places are allocated per NOC as per the table below, respecting the minimum allocation per
continent (as defined below).
割当枠は，大陸あたり最少の割当て（下記に定義される）を尊重し，下表に従って NOC 毎に割当てられ
る．

UCI Olympic Qualification
ranking

Athletes qualified per
NOC

Total number
of athletes

UCI オリンピック参加資格ランキング

NOC 毎の参加資格競技者

競技者合計数

3
2
1

6
6
6
Subtotal: 18

Ranked 1 to 2
Ranked 3 to 5
Ranked 6 to 11

For each gender, the UCI Olympic Qualification ranking is calculated by summing the UCI points of
the three (3) highest ranked athletes (without making distinction between elite and junior) from each
NOC, taking into consideration the events listed below. The points are counted from 1 September
2018 to 1 June 2020 (the Qualification Period).
各性別において，UCI オリンピック参加資格ランキングは，下記に示す競技大会を考慮して各 NOC の上
位 3 競技者（エリートとジュニアの区別をせず）の UCI ポイントを合計して算出する．ポイントは 2018 年 9
月 1 日から 2020 年 6 月 1 日まで（資格付与期間）計上する．
Tied NOCs have their relative positions determined by their highest placed athlete in the UCI BMX
Elite Individual ranking of 2 June 2020. If still tied, the highest placed athlete in the UCI BMX Junior
Individual ranking of 2 June 2020 shall determine the rank.
同点のNOCは，2020年6月2日付けのUCI BMXエリート個人ランキングにおけるそれら最上位競技者の
順位によってそれらの相対的な順位を決定する．それでも同順位の場合，2020年6月2日付けのUCI
BMXジュニア個人ランキングにおける最上位者により順位を決定する．
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UCI BMX World Championships (CM): 2 results from CM in 2019 and 2020;
UCI BMX Supercross World Cup Stages (CDM): best 14 results in the Qualification Period;
Continental BMX Championships (CC): 1 result in the Qualification Period; in case 2 or more
CC are held in this period in a continent, only the 1 result closest in time to the end of the
Qualification Period is used for that continent;
International competition (HC): best 3 results in the Qualification Period;
International competition (C1): best 7 results in the Qualification Period;
National BMX Championships (CN): 1 result, CN in 2019.
UCI BMX 世界選手権大会 (CM): 2019 年と 2020 年の CM から 2 成績;
UCI BMX スーパークロス･ワールドカップ･ステージ(CDM): 資格付与期間の上位 14 成績;
BMX 大陸選手権大会(CC): 資格付与期間の上位 1 成績; その大陸においてこの期間に 2 大会
以上の CC が開催される場合，資格付与期間の末に最も近い 1 成績のみその大陸に算入する;
国際競技大会 (HC): 資格付与期間の上位 3 成績;
国際競技大会(C1): 資格付与期間の上位 7 成績;
BMX 国内選手権大会(CN): 1 成績, 2019 年の CN.
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UCI Elite Individual BMX Ranking of 2 June 2020
2020年6月2日付けUCI エリート個人BMXランキング
For each gender, the three (3) highest ranked NOCs in the UCI BMX Elite Individual ranking of 2
June 2020 - which have not yet qualified any quota places - will qualify a maximum of one (1) quota
place per NOC.
各性別において，2020 年 6 月 2 日付けの UCI BMX エリート個人ランキングにおいて上位 3 つの，割当
枠を得ていない NOC に，NOC あたり最多 1 枠が配分される．

Elite Individual Ranking
エリート個人ランキング

Athletes qualified per
NOC

Total number
of athletes

NOC 毎の参加資格競技者

競技者合計数

1

3

The 3 highest ranked NOCs
上位 3 NOC

Subtotal: 3
2

2020 UCI BMX World Championships Elite Results
2020 年 UCI BMX 世界選手権大会エリート成績
For each gender, the two (2) highest ranked NOCs in the Elite Individual results of the 2020 UCI
BMX World Championships Race - which have not yet qualified any quota places - will qualify a
maximum of one (1) quota place per NOC.
各性別において，2020 年 UCI BMX 世界選手権大会レースのエリート個人成績において上位 2 つの，割
当枠を得ていない NOC に，NOC あたり最多 1 枠が配分される．

Elite Individual Results
エリート個人成績

Athletes qualified per
NOC

Total number
of athletes

NOC 毎の参加資格競技者

競技者合計数

1

2

The 2 highest ranked NOCs
上位 2 NOC

Subtotal: 2
Minimum Allocation per Continent / 大陸毎の最少割当て
Except for the continent of the host nation, in case a continent does not have at least one (1) NOC represented, the last
available quota place(s) through the Olympic Qualification ranking will be allocated, with a maximum of one (1) quota
place per NOC, to the highest ranked NOC of that continent.
開催国の大陸を除き，大陸が最少 1 の NOC で代表されない場合，オリンピック参加資格ランキングにより与えられる最後の割当
てが，NOC 毎に最多 1 枠としてその大陸で最上位の NOC に与えられる．

HOST COUNTRY PLACES / 開催国枠
For each gender, the Host Country is guaranteed one (1) quota place in case it did not qualify any qualification places. If
the Host Country qualified qualification places, the Host Country place(s) will be reallocated as detailed in paragraph F.
Reallocation of Unused Host Country Places.
各性別において，開催国は参加資格枠を得ていない場合に 1 参加枠を保証される．もし開催国が参加資格枠を得たなら，開催
国枠はパラグラフ F.未使用の開催国枠の再配分に詳述されるように再配分される．

TRIPARTITE COMMISSION INVITATION PLACES / 三者委員会招待枠
In BMX Racing, no Tripartite Commission Invitation Places will be directly allocated as part of the athletes’ quota.
Tripartite Commission Places may be offered to NOCs within the reallocation process for unused qualification places in
individual events, once the initial quota allocation has been completed as described in paragraph F. Reallocation of
Unused Qualification Places.
BMX レース競技においては，競技者割当ての一部として直接三者委員会招待枠は割り当てられない．パラグラフ F.未使用の参
加資格枠の再配分の中で説明されるように、初期の割当て割り当てが完遂されたら、3 部からなる委員会場所は個々のイベント
の中の未使用の資格場所のために再配分プロセスの中で NOC に提供されるかもしれない。
On 14 October 2019, the International Olympic Committee will invite all eligible NOCs to submit their requests for
Tripartite Commission Invitation Places. The deadline for NOCs to submit their requests is 15 January 2020. The Tripartite
Commission will confirm, in writing, the allocation of invitation places to the relevant NOCs after the end of the qualification
period for the concerned sport.
2019 年 10 月 14 日に国際オリンピック委員会は，すべての適格性のある NOC に，三者委員会招待枠を求めるそれらの要求を
提出するように求めるであろう．NOC がそれらの要求を提出する最終期限は 2020 年 1 月 15 日である．三者委員会は，関係協
議の参加資格期間終了後に招待枠の配分を関係 NOC に書面にて確認する．
Detailed information on Tripartite Invitation places is contained in the “Games of the XXXII Olympiad, 2020 Tokyo Olympic Games Tripartite Commission Invitation Places - Allocation Procedure and Regulations”.
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三者委員会招待枠の詳細情報は，「第 32 回オリンピック･リオ大会 – 2020 東京オリンピック競技大会三者委員会招待枠 – 配分
手順と規則」に含まれる．

E. CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES / 割当て枠の確定過程
Should any quota places remain unallocated after application of the allocation process as described in paragraph D.
Qualification Pathway, they will be allocated - with a maximum of one (1) quota place per NOC - to the next highest
ranked NOC in the UCI Olympic Qualification ranking, which has not yet obtained a quota place.
パラグラフ D.参加資格経路に詳述される配分過程の適用後も残った未配分割当ては，NOC あたり最多１枠として，UCI オリンピ
ック参加資格ランキングにおいて次位の，割当て枠を得ていない NOC に配分される．
On 2 June 2020, the final UCI Olympic Qualification ranking and the UCI BMX Individual rankings will be published on the
UCI website (www.uci.ch), and by 9 June 2020 the UCI will inform the respective NOCs of their allocated quota places.
The NOCs will then have 14 days to confirm if they wish to use these quota places, as detailed in paragraph H.
Qualification Timeline.
2020 年 6 月 2 日に UCI オリンピック参加資格ランキングおよび UCI BMX 個人ランキングは UCI ウェブサイト上に公開され，2020
年 6 月 9 日に UCI は参加資格配分を該当 NOC に通知する．それら NOC は，パラグラフ H.参加資格日程の中で詳説したよう
に，14 日以内に，これらの参加資格枠を使うことを望むかどうかを UCI に確認する必要がある．

F. REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES / 未使用資格枠の再配分
REALLOCATION OF UNUSED QUALIFICATION PLACES / 未使用参加資格枠の再配分
If a quota place allocated is not confirmed by the NOC by the confirmation of quota place deadline, or is declined by the
NOC, the quota place will be reallocated to the next highest ranked NOC in the UCI Olympic Qualification ranking of 2
June 2020, which has not yet obtained a quota place.
配分された資格枠が，資格枠確定期限に NOC により確定されない，あるいは NOC により辞退された場合，その資格枠は 2020
年 6 月 2 日付け UCI オリンピック参加資格ランキングにおいて次位の，割当枠を得ていない NOC に再配分される．
If a quota place remains unallocated, all such quota places will be reallocated by the Tripartite Commission as a Tripartite
Commission Invitation Place.
もし割当て枠が配分されずに残った場合，そうした割当枠は三者委員会招待枠として，三者委員会により再配分される．

REALLOCATION OF UNUSED HOST COUNTRY PLACES / 未使用開催国枠の再配分
Should the Host Country qualify qualification places or decide not to use the allocated Host Country places, the latter will
be reallocated to the next highest ranked NOC in the UCI Olympic Qualification ranking of 2 June 2020, which has not yet
obtained a quota place.
開催国が参加枠を得るか，または配分された開催国枠を使用しないと決定した場合，開催国参加枠は 2020 年 6 月 2 日付け UCI
オリンピック参加資格ランキングにおいて次位の，参加資格枠を得ていない NOC に再配分される．

G. GENERAL PRINCIPLES REGARDING THE USE OF RESERVE AND P ALTERNATE ATHLETES / 補
欠および P 補欠競技者使用の原則
RESERVE ATHLETES / 補欠競技者
Competing athletes, who have an Aa accreditation and who are entered by their NOC in any cycling event, may be
selected to replace another entered athlete in a different cycling discipline/event until the time of the final confirmation for
that event.
Aa 認定を持ち，競技者が必要とされている適格基準を満たしていて，自転車競技種目に NOC よってエントリされている競技者で，
補欠として，その競技の最終確認時までに，他の自転車競技部門/競技種目にエントリされた競技者に代わって選ばれることがで
きる．
Reserve athletes must comply with the same eligibility rules as competing athletes as described in paragraph C. Athlete
eligibility.
補欠競技者はパラグラフ C.競技者の適格性に詳述される競合競技者と同じ適格性規則に従わなければならない．

P ALTERNATE ATHLETES / P 補欠競技者
P alternate athletes are non-competing athletes, and are not included within the athlete’s quota as described in Paragraph
B. Athletes Quota. More detailed information about entitlements and quotas can be found in the ‘Accreditation at the
Olympic Games – Users Guide’. P alternate athletes can only become competing athletes as per the conditions outlined in
the ‘IOC/Tokyo 2020 Late Athlete Replacement policy’. Such replacement can be done at latest until 1 hour before the
competition begins.
P 交替競技者は競技に参加しない競技者であり，パラグラフ B. 定員において説明されるように，競技者の定員に含まれない．資
格付与と定員についてのより詳細な情報は「オリンピック競技大会における認証 – 利用者ガイド」に見ることができる．
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「IOC/2020 東京の競技者遅延交替方針」において概説された条件に従ってのみ P 補欠競技者は競技参加者になることができる．
こうした交代は遅くとも競技開始 1 時間前まで行える．
Eligibility / 適格性:
P alternate athletes must comply with the same eligibility rules as competing athletes as described in above paragraph C.
Athlete Eligibility.
P 補欠競技者は，上記パラグラフ C.競技者適格性で説明したと同様の参加競技者の適格性規則に従わなければならない．
Quota / 定員:
Each qualified NOC is entitled to one (1) P alternate athlete per event in which they have quota.
参加資格を有する各 NOC は，割当てを持っている 1 競技あたり 1 人の P 補欠競技者の権利を与えられる．

H. QUALIFICATION TIMELINE / 参加資格付与の時系列
DATE / 日付

MILESTONE / 摘要

1 September 2018 - 1 June 2020

UCI BMX Racing Olympic Qualification Period
UCI BMX レース・オリンピック参加資格期間
Period during which results as defined in paragraph D. Qualification Pathway are
included in the UCI Olympic Qualification ranking.
パラグラフ D.参加資格経路に説明されるように，競技成績が UCI オリンピック参加資格
ランキングに算入される期間
Deadline for NOCs to submit their requests for Tripartite Commission Invitation
Places
NOC による，三者委員会招待枠の請求提出期限
UCI Olympic Qualification ranking and UCI BMX Elite Individual ranking are
published
UCI オリンピック参加資格ランキングおよび UCI BMX エリート個人ランキング公表
UCI to inform NOCs/NFs of their allocated quota places
UCI による NOCs/NFs への，参加資格枠通知
NOCs to confirm use of allocated quota places to UCI
NOCs による UCI への配分された参加枠の使用確認
UCI to reallocate all unused quota places
UCI によるすべての未使用参加枠の再配分
Tokyo 2020 Sport Entries deadline
2020 年東京，スポーツエントリ期限
Olympic Games Tokyo 2020
2020 年東京オリンピック競技大会

2018 年 9 月 1 日～2020 年 6 月 1 日

1 September 2018 - 1 June 2020
2018 年 9 月 1 日～2020 年 6 月 1 日

15 January 2020
2020 年 1 月 15 日
2 June 2020
2020 年 6 月 2 日
9 June 2020
2020 年 6 月 9 日
23 June 2020
2020年6月23日
TBC
未定
6 July 2020
2020 年 7 月 6 日
24 July – 9 August 2020
2020 年 7 月 24 日～8 月 9 日
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UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI) / 国際自転車競技連合
Cycling / 自転車競技
BMX Freestyle / BMXフリースタイル
A. EVENTS (2) / 競技種目 (2)
MEN’S EVENTS (1) / 男子種目 (1)
Park / パーク

WOMEN’S EVENTS (1) / 女子種目 (1)
Park / パーク

B. ATHLITE QUOTA / 定員
1. Total Quota for BMX Freestyle / BMXフリースタイル競技の合計定員:
Places / 参加資格数

Host Country Places
開催国枠

Tripartite Commission
Invitation Places
三者委員会招待枠

TOTAL / 合計

8
8
16

1
1
2

0*
0*
0*

9
9
18

QUALIFICATION
Men / 男子
Women / 女子
TOTAL / 合計

*please refer to section “Qualification Pathway - Tripartite Commission Invitation Places”

「参加資格経路 – 三者委員会招待枠」を参照のこと

2. Maximum Number of Athletes per NOC / NOCごとの最多競技者数:
QUOTA PER NOC
NOC別定員

Men / 男子
Women / 女子
TOTAL / 合計

2
2
4

Any athlete who has been entered in another Cycling discipline will have the right to be entered in BMX Freestyle,
provided that the NOC has obtained a quota place in the said event, that the limits for participation per NOC and per event
are not exceeded, and that the athlete eligibility requirements have been met.
他の自転車競技部門にエントリしている競技者は，当該NOCがその競技に参加枠を持っていること，NOC毎，種目毎の参加限
度内であること，そして競技者適格性を満たすという条件の下に，BMXフリースタイル競技にエントリする権利を持つ．

3. Type of Allocation of Quota Places / 参加枠配分の型式
The quota place is allocated to the NOC.
参加資格枠はNOCに配分される．

C. ATHLETE ELIGIBILITY / 競技者の適格性
All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force, including but not limited to, Rule 41
(Nationality of Competitors) and Rule 43 (World Anti-Doping Code and the Olympic Movement Code on the Prevention of
Manipulation of Competitions). Only those athletes who comply with the Olympic Charter may participate in the Olympic
Games Tokyo 2020.
すべての競技者は，規則41（競技者の国籍）および規則43（競技上の操作防止についての世界アンチ・ドーピング規程およびオ
リンピック・ムーブメント規程）を含み，なおそれに限らず，現行のオリンピック憲章の条項にしたがわなければならない．オリンピッ
ク憲章に従っている競技者のみが2020年東京オリンピック競技大会に参加できる．
Age Requirements / 年齢制限:
All athletes participating in the Olympic Games Tokyo 2020 must be born on or before 31 December 2005.
2020年東京オリンピック競技大会に参加する競技者は2005年12月31日以前に生まれていなければならない．
Additional IF Requirements / 追加国内連盟条件:
To be eligible to participate in the Olympic Games Tokyo 2020, all athletes must:
Hold a valid UCI license issued by a National Federation recognised by the UCI.
Have at least 10 UCI points in the UCI BMX Freestyle Park Elite Individual ranking of 12 May 2020.
2020年東京オリンピック競技大会に参加資格を得るために，すべての競技者の必要条件は：
- UCIの認める国内連盟発行の有効なUCIライセンスを所持しなければならない．
- 2020年5月12日付けUCI BMXフリースタイル・パーク個人ランキングにおいて，最少10 UCIポイントを持っていなければなら
ない．
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D. QUALIFICATION PATHWAY / 参加資格経路
QUALIFICATION PLACES / 参加資格枠
The qualification events are listed in hierarchical order of qualification.
参加資格種目は参加資格の階層順にリストされている．

MEN and WOMEN / 男子および女子
Number of Quota
Places
参加資格枠数

6

Qualification Events
参加資格事項

UCI Olympic Qualification ranking of 12 May 2020
2020 年 5 月 12 日付の UCI オリンピック参加資格ランキング
Quota places are allocated per NOC as per the table below, respecting the minimum allocation per
continent (as defined below).
割当枠は，大陸あたり最少の割当て（下記に定義される）を尊重し，下表に従って NOC 毎に割当てられ
る．

UCI Olympic Qualification
ranking

Athletes qualified per
NOC

Total number
of athletes

UCI オリンピック参加資格ランキング

NOC 毎の参加資格競技者

競技者合計数

2
1

2
4
Subtotal: 6

Ranked 1
Ranked 2 to 5

For each gender, the UCI Olympic Qualification ranking is calculated by summing the UCI points of
the two (2) highest ranked athletes (Elite) from each NOC, taking into consideration the events
listed below. The points are counted from 1 November 2018 to 11 May 2020 (the Qualification
Period).
各性別において，UCI オリンピック参加資格ランキングは，下記に示す競技大会を考慮して各 NOC の上
位 2 競技者（エリート）の UCI ポイントを合計して算出する．ポイントは 2018 年 11 月 1 日から 2020 年 5
月 11 日まで（資格付与期間）計上する．
Tied NOCs have their relative positions determined by their highest placed athlete in the UCI BMX
Freestyle Park Elite Individual ranking of 12 May 2020.
同点のNOCは，2020年5月12日付けのUCI BMXフリースタイル・パーク・エリート個人ランキングにおけ
るそれら最上位競技者の順位によってそれらの相対的な順位を決定する．
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

UCI Urban Cycling World Championships – BMX Freestyle Park Contest (CM): 2 results from
CM in 2018 and 2019;
UCI BMX Freestyle Park World Cup Stages (CDM): highest 6 results in the Qualification
Period;
Continental BMX Freestyle Park Championships (CC): 1 result in the Qualification Period; in
case 2 or more CC are held in this period in a continent, only the 1 result closest in time to the
end of the Qualification Period is used for that continent;
International BMX Freestyle Park competition (C1): highest 6 results in the Qualification
Period;
National BMX Freestyle Park Championships (CN): 1 result, CN in 2019.
UCI アーバンサイクリング世界選手権大会 - BMX フリースタイル・パーク競技 (CM): 2018 年と
2019 年の CM から 2 成績;
UCI BMX フリースタイル・パーク･ワールドカップ･ステージ(CDM): 資格付与期間の上位 6 成績;
BMX フリースタイル・パーク大陸選手権大会(CC): 資格付与期間の上位 1 成績; その大陸におい
てこの期間に 2 大会以上の CC が開催される場合，資格付与期間の末に最も近い 1 成績のみその
大陸に算入する;
国際 BMX フリースタイル・パーク競技大会(C1): 資格付与期間の上位 6 成績;
BMX BMX フリースタイル・パーク国内選手権大会(CN): 1 成績, 2019 年の CN.

In the case of any disparity between this version and that published on the NOCnet, the version on NOCnet will prevail.
ORIGINAL VERSION: ENGLISH
29

March 2018
PAGE 2/4

QUALIFICATION SYSTEM � GAMES OF THE XXX OLYMPIAD – Rio 2016
2

2019 UCI Urban Cycling World Championships – BMX Freestyle Park Contest
2019 年 UCI アーバン・サイクリング世界選手権大会 – BMX フリースタイル・パーク成績
For each gender, the two (2) highest ranked NOCs in the Elite Individual results of the 2019 UCI
Urban Cycling World Championships – BMX Freestyle Park Contest - which have not yet qualified
any quota places - will qualify a maximum of one (1) quota place each.
各性別において，2019 年 UCI アーバン・サイクリング世界選手権大会 – BMX フリースタイル・パーク競技のエリート
個人成績において上位 2 つの，割当枠を得ていない NOC に，NOC あたり最多 1 枠が配分される．

World Championships
Individual results

Athletes qualified per
NOC

Total number
of athletes

世界選手権大会個人成績

NOC 毎の参加資格競技者

競技者合計数

1

2

The 2 best ranked NOCs
上位 2 NOC

Subtotal: 2
Minimum Allocation per Continent / 大陸毎の最少割当て
Except for the continent of the host nation, in case a continent does not have at least one (1) NOC represented, the last
available quota place(s) through the Olympic Qualification ranking will be allocated, with a maximum of one (1) quota
place per NOC, to the highest ranked NOC of that continent.
開催国の大陸を除き，大陸が最少 1 の NOC で代表されない場合，オリンピック参加資格ランキングにより与えられる最後の割当
てが，NOC 毎に最多 1 枠としてその大陸で最上位の NOC に与えられる．

HOST COUNTRY PLACES / 開催国枠
The Host Country is guaranteed one (1) quota place per gender in case it did not qualify any qualification places. If the
Host Country qualified qualification places, the Host Country place(s) will be reallocated as detailed in paragraph F.
Reallocation of Unused Host Country Places.
各性別において，開催国は参加資格枠を得ていない場合に 1 参加枠を保証される．もし開催国が参加資格枠を得たなら，開催
国枠はパラグラフ F.未使用の開催国枠の再配分に詳述されるように再配分される．

TRIPARTITE COMMISSION INVITATION PLACES / 三者委員会招待枠
In BMX Freestyle, no Tripartite Commission Invitation Places will be directly allocated as part of the athletes’ quota.
Tripartite Commission Places may be offered to NOCs within the reallocation process for unused qualification places in
individual events, once the initial quota allocation has been completed as described in paragraph F. Reallocation of
Unused Qualification Places.
BMX フリースタイル競技においては，競技者割当ての一部として直接三者委員会招待枠は割り当てられない．パラグラフ F.未使
用の参加資格枠の再配分の中で説明されるように、初期の割当て割り当てが完遂されたら、3 部からなる委員会場所は個々のイ
ベントの中の未使用の資格場所のために再配分プロセスの中で NOC に提供されるかもしれない。
On 14 October 2019, the International Olympic Committee will invite all eligible NOCs to submit their requests for
Tripartite Commission Invitation Places. The deadline for NOCs to submit their requests is 15 January 2020. The Tripartite
Commission will confirm, in writing, the allocation of invitation places to the relevant NOCs after the end of the qualification
period for the concerned sport.
2019 年 10 月 14 日に国際オリンピック委員会は，すべての適格性のある NOC に，三者委員会招待枠を求めるそれらの要求を
提出するように求めるであろう．NOC がそれらの要求を提出する最終期限は 2020 年 1 月 15 日である．三者委員会は，関係協
議の参加資格期間終了後に招待枠の配分を関係 NOC に書面にて確認する．
Detailed information on Tripartite Invitation places is contained in the “Games of the XXXII Olympiad, 2020 Tokyo Olympic Games Tripartite Commission Invitation Places - Allocation Procedure and Regulations”.
三者委員会招待枠の詳細情報は，「第 32 回オリンピック･リオ大会 – 2020 東京オリンピック競技大会三者委員会招待枠 – 配分
手順と規則」に含まれる．

E. CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES / 割当て枠の確定過程
Should any quota places remain unallocated after application of the allocation process as described in paragraph D.
Qualification Pathway, they will be allocated - with a maximum of one (1) quota place per NOC - to the next highest
ranked NOC in the UCI Olympic Qualification ranking, which has not yet obtained a quota place.
パラグラフ D.参加資格経路に詳述される配分過程の適用後も残った未配分割当ては，NOC あたり最多１枠として，UCI オリンピ
ック参加資格ランキングにおいて次位の，割当て枠を得ていない NOC に配分される．
On 12 May 2020, the final UCI Olympic Qualification ranking and the UCI BMX Freestyle Park Elite Individual ranking will
be published on the UCI website (www.uci.ch), and by 19 May 2020 the UCI will inform the respective NOCs of their
allocated quota places. The NOCs will then have 14 days to confirm if they wish to use these quota places, as detailed in
paragraph H. Qualification Timeline.
2020 年 05 月 12 日に UCI オリンピック参加資格ランキングおよび UCI BMX フリースタイル・パーク・エリート個人ランキングは UCI ウェブサイト
上に公開され，2020 年 5 月 19 日に UCI は参加資格配分を該当 NOC に通知する．それら NOC は，パラグラフ H.参加資格日程の中で詳説し
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たように，14 日以内に，これらの参加資格枠を使うことを望むかどうかを UCI に確認する必要がある．

F. REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES / 未使用資格枠の再配分
REALLOCATION OF UNUSED QUALIFICATION PLACES / 未使用参加資格枠の再配分
If a quota place allocated is not confirmed by the NOC by the confirmation of quota place deadline, or is declined by the
NOC, the quota place will be reallocated to the next highest ranked NOC in the UCI Olympic Qualification ranking of 12
May 2020, which has not yet obtained a quota place.
配分された資格枠が，資格枠確定期限に NOC により確定されない，あるいは NOC により辞退された場合，その資格枠は 2020
年 5 月 12 日付け UCI オリンピック参加資格ランキングにおいて次位の，割当枠を得ていない NOC に再配分される．
If a quota place remains unallocated, all such quota places will be reallocated by the Tripartite Commission as a Tripartite
Commission Invitation Place.
もし割当て枠が配分されずに残った場合，そうした割当枠は三者委員会招待枠として，三者委員会により再配分される．

REALLOCATION OF UNUSED HOST COUNTRY PLACES / 未使用開催国枠の再配分
Should the Host Country qualify qualification places or decide not to use the allocated Host Country places, the latter will
be reallocated to the next highest ranked NOC in the UCI Olympic Qualification ranking of 12 May 2020, which has not yet
obtained a quota place.
開催国が参加枠を得るか，または配分された開催国枠を使用しないと決定した場合，開催国参加枠は 2020 年 5 月 12 日付け
UCI オリンピック参加資格ランキングにおいて次位の，参加資格枠を得ていない NOC に再配分される．

G. GENERAL PRINCIPLES REGARDING THE USE OF RESERVE ATHLETES / 補欠競技者使用の原則
RESERVE ATHLETES / 補欠競技者
Competing athletes, who have an Aa accreditation and who are entered by their NOC in any cycling event, may be
selected to replace another entered athlete in a different cycling discipline/event until the time of the final confirmation for
that event.
Aa 認定を持ち，競技者が必要とされている適格基準を満たしていて，自転車競技種目に NOC よってエントリされている競技者で，
補欠として，その競技の最終確認時までに，他の自転車競技部門/競技種目にエントリされた競技者に代わって選ばれることがで
きる．
Reserve athletes must comply with the same eligibility rules as competing athletes as described in paragraph C. Athlete
eligibility.
補欠競技者はパラグラフ C.競技者の適格性に詳述される競合競技者と同じ適格性規則に従わなければならない．

H. QUALIFICATION TIMELINE / 参加資格付与の時系列
DATE / 日付

MILESTONE / 摘要

1 November 2018 - 11 May 2020

UCI BMX Freestyle Olympic Qualification Period
UCI BMX フリースタイル・オリンピック参加資格期間
Period during which results as defined in paragraph D. Qualification Pathway are
included in the UCI Olympic Qualification ranking.
パラグラフ D.参加資格経路に説明されるように，競技成績が UCI オリンピック参加資格
ランキングに算入される期間
Deadline for NOCs to submit their requests for Tripartite Commission Invitation
Places
NOC による，三者委員会招待枠の請求提出期限
UCI Olympic Qualification ranking and UCI BMX Freestyle Park Elite Individual
ranking are published
UCI オリンピック参加資格ランキングおよび UCI BMX フリースタイル・パーク・エリート
個人ランキング公表
UCI to inform NOCs/NFs of their allocated quota places
UCI による NOCs/NFs への，参加資格枠通知
NOCs to confirm use of allocated quota places to UCI
NOCs による UCI への配分された参加枠の使用確認
UCI to reallocate all unused quota places
UCI によるすべての未使用参加枠の再配分
Tokyo 2020 Sport Entries deadline
2020 年東京，スポーツエントリ期限
Olympic Games Tokyo 2020
2020 年東京オリンピック競技大会

2018 年 11 月 1 日～2020 年 5 月 11 日

1 November 2018 - 11 May 2020
2018 年 11 月 1 日～2020 年 5 月 11 日

15 January 2020
2020 年 1 月 15 日
12 May 2020
2020 年 5 月 12 日

19 May 2020
2020 年 5 月 19 日
2 June 2020
2020年6月2日
TBC
未定
6 July 2020
2020 年 7 月 6 日
24 July – 9 August 2020
2020 年 7 月 24 日～8 月 9 日
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