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ICR全般

クロス/パーク＆パイプ/アルペンSB

200 全競技共通規定
2000 SBFSFK共通規定
3000 パーク＆パイプ
5000 クロス
6000 アルペンSB
2900 ⼈⼯照明

エアリアル/モーグル
200 全競技共通規定

3000 AEMO共通規定
4000 エアリアル
4200 モーグル
4300 デュアルモーグル
4700 チーム戦
4900 ⼈⼯照明

スノーボード/フリースタイル/フリースキー

200 全競技共通規定
2000 SBFSFK共通規定
3000 パーク＆パイプ
4000 AEMO共通
4100 エアリアル
4200 モーグル
4300 デュアルモーグル
4700 エアリアル団体
4800デュアルモーグル団体
5000 クロス
6000 アルペンSB
7900 ⼈⼯照明

kato
タイプライターテキスト
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2022.1 各競技会はシーディング、またはドローで決定するスタートリストを個別に有
するものとする。シーディング、またはスタート順を決めるドローの手順は各
種目の章に明記する。 

 
2022.2 ドローは競技会前日に行わなければならない。これは夜間競技会を除く。ただ

し、夜間の競技会の場合、競技会当日、競技スケジュールが始まる前、昼間の
適当な時間にドローを行ってもよい。ドローもしくはビブ／ヒートの選択はチ
ームキャプテンミーティングで行われるが、街中公共の場で開催することもで
きる。スタート順と競技者名を同時にドローするダブルドローを推薦する。 
コンピュータードローも許可する。 

 
2022.3  手順と特別な種目の規則に則って、エントリーとシーディングリストを確認す

るのは、チームキャプテンの責任とする。 
 
2023 ドロー後の変更 
 ドロー後、スタートリストが公式になった以降、スタートリストはいかなる変更

も認めない。 
 
2024  スタートリスト 
 
2024.1  非公式のスタートリストはドロー後、ただちにすべてのチームキャプテンに用

意されなくてはならない。 
 
2024.2  スタートリストの誤り 

非公式のスタートリストが配布されてから 15分以内に、チームキャプテンは
誤りを指摘しなければならない。スタートリストに誤りがあった場合、再ドロ
ーしなくてはならない。15 分経過し、スタートリストが公式なものとなったら、
すべての役員、コーチ、競技者、テレビ、メディカ関係者や該当するVIP にた
だちに配布しなければならない。 

 
2025 仮のリラン（再走、再レース） 
 
2025.1 必要条件 
 
2025.1.1 役員、観客、動物などの過失もしくは自らが制御できないと認められるその他の

理由で、競技者が競技を妨害された場合、妨害が起きた直後、いずれかのジュリ
ーメンバーに仮のリランを申請することができる。この抗議は妨害を受けた競技
者のチームキャプテンが申請することもできる。競技者は妨害行為後ただちに、
もしくは適宜、コースを離れなければならない。そして、それ以降のコース（コ
ースの端を除く）を滑ることはならない。これは、スノーボードクロス／スキー
クロスの決勝には適応しない。 

 
2025.1.2 特別な状況、または専門的な、たとえばスタート機器、もしくは計時計測システ

ムの不備の場合、ジュリーは仮のリランを命じることもある。 
 

 62 

2020.12 非公式のタイムと得点 
タイムキーパーが計測した確認・検証されていない得点とタイムは、非公式タイ
ムとみなされるべきである。確認、そして検証する以前に発表される得点は、非
公式なものとみなされるべきである。タイムと得点は、演技を終了した競技者に
用意された位置、そしてプレスエリアから見やすいスコアボードに表示すべきで
ある。可能であれば、非公式のタイムと得点は、スピーカーでパブリック・アド
レス・システムを通じて公表するべきである。すべての競技会において、スコア
ボードはコースの上部と下部の両位置に設けるべきである。 

 
2020.23 非公式タイム、得点と失格の発表 
 
2020.23.1 各競技会、そして各フェーズ終了後、できるだけ早く、非公式タイム、得点と失

格を公式掲示板とフィニッシュにおいて公表するべきである。抗議は規則2033
に定義されている締め切りに従ってジュリーメンバーに提出する。 

 
2020.23.2 文章と口頭での失格の発表がともなう、フィニッシュとスタートにおける非公式

タイムの発表は、公式掲示板での発表の代替えとなりうる。この場合、ジュリー
メンバーに口頭で伝えられた抗議は、同様に決定されることができる。規則
2033に定義された締め切り後に提案された抗議は受理されない。チームキャプ
テンは事前に知らされなければならない。 

 
2020.34 公式リザルト 
 
2020.34.1 公式リザルトは公式タイム、スコア、または公式に分類された競技者（スノーボ

ードクロス／スキークロス）のフィニッシュをもって決定する。 
公式結果は、公式掲示板に掲示し、掲示された時刻を明記すること。 

 
2020.3.2 公式リザルトリストとスタートリストの項目は各種目の章に定義する: 

クロス:  規則 5701参照 
アルペンスノーボード:  規則 6701参照 
パークアンドパイプ:  規則 3701参照 

 
2020.3.3 国は 3つの大文字、指定されたFISコードで表示しなければならない（FIS広報

もしくはFISホームページ参照）。 
 
2020.3.4 予選と決勝、両方のリザルトを公表しなければならない。 
 
2021 表彰式 

競技会が終了する以前、そして技術代表が終了を認める前に表彰式を行ってはな
らない。オーガナイザーはこれ以前に、可能性のある勝者を発表する権利を有す
る。この発表は非公式であり、正式な表彰式とは別の場所で計画する。 

 
2022 スタート順とドロー 
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4207.3.5 処理することのできない同点が予選で発生した場合、次のフェイズでは、同点
の競技者は予選のスタート順と逆順番でスタートする。競技会のいずれのフェ
イズにおいてすべての同点処理後、最終順位が同点の場合、すべての同点競技
者は次のフェイズに進むものとする。 

 
4208 得点の計算 

4008 を参照 
 
4209 スタート順 

最初のラウンドのスタート順は無作為ドローによって決定される（2022.1 およ
び 4011 を参照）。 

 
4210 特別手順：モーグル 
 
4210.1 スタート合図 
 

スタート係がスタート 10 秒前を競技者に伝え、スタート合図が開始する。そ
の後「コンペティター・レディ! ３, ２, １, ゴー!」と出発合図を与える。 
競技者は直ちにスタートするよう義務付けられる。 

 
4210.2 スキーを外す、もしくは停止した場合 

競技者がスタート後に片方、もしくは両方のスキーを外した場合、また 10 秒
もしくはそれ以上停止した場合、その滑走は Did Not Finish（DNF）とする。
競技者が片方もしくは両方のポールやその他の用具を落としてフィニッシュし
た場合、DNF とならないこととする。 

 
4210.3 エアの演技回数 
 
4210.3.1 ジュリーが特別に規定しない限り、すべてのコースは２回のエア演技とする。

より高得点を得るためには、競技者は異なるエア技を２種類演技しなくてはな   
らない。２種類の異なる技とは以下のとおり： 

 
ループ  ループカテゴリーのエア技は、グラブを追加しない場合、

1 回の滑走で 1 回のみとする。 
 

縦回転のフリップ  回転を開始する方向の変更（前方、または後方）、捻り
数の変更（捻りなし、またはフルツイスト）、またはグ
ラブを追加しない場合、フリップカテゴリーのエア技は、
1 回の滑走で 1 回のみとする。 

 
オフアクシス 回転度数に 360°の違いがある、またはグラブを追加しな

い場合、オフアクシスカテゴリーから、同じエア技を行
うことができる（ストレートローテーションと同じシス
テム）。 

 
ストレートローテーション  ストレートロテーションのカテゴリーのエア技を

２回行う場合、回転度数に 360°の違い、もしく
はグラブを追加しなくてはならない。 
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4207.3.5 処理することのできない同点が予選で発生した場合、次のフェイズでは、同点
の競技者は予選のスタート順と逆順番でスタートする。競技会のいずれのフェ
イズにおいてすべての同点処理後、最終順位が同点の場合、すべての同点競技
者は次のフェイズに進むものとする。 

 
4208 得点の計算 

4008 を参照 
 
4209 スタート順 

最初のラウンドのスタート順は無作為ドローによって決定される（2022.1 およ
び 4011 を参照）。 

 
4210 特別手順：モーグル 
 
4210.1 スタート合図 
 

スタート係がスタート 10 秒前を競技者に伝え、スタート合図が開始する。そ
の後「コンペティター・レディ! ３, ２, １, ゴー!」と出発合図を与える。 
競技者は直ちにスタートするよう義務付けられる。 

 
4210.2 スキーを外す、もしくは停止した場合 

競技者がスタート後に片方、もしくは両方のスキーを外した場合、また 10 秒
もしくはそれ以上停止した場合、その滑走は Did Not Finish（DNF）とする。
競技者が片方もしくは両方のポールやその他の用具を落としてフィニッシュし
た場合、DNF とならないこととする。 

 
4210.3 エアの演技回数 
 
4210.3.1 ジュリーが特別に規定しない限り、すべてのコースは２回のエア演技とする。

より高得点を得るためには、競技者は異なるエア技を２種類演技しなくてはな   
らない。２種類の異なる技とは以下のとおり： 

 
ループ  ループカテゴリーのエア技は、グラブを追加しない場合、

1 回の滑走で 1 回のみとする。 
 

縦回転のフリップ  回転を開始する方向の変更（前方、または後方）、捻り
数の変更（捻りなし、またはフルツイスト）、またはグ
ラブを追加しない場合、フリップカテゴリーのエア技は、
1 回の滑走で 1 回のみとする。 

 
オフアクシス 回転度数に 360°の違いがある、またはグラブを追加しな

い場合、オフアクシスカテゴリーから、同じエア技を行
うことができる（ストレートローテーションと同じシス
テム）。 

 
ストレートローテーション  ストレートロテーションのカテゴリーのエア技を

２回行う場合、回転度数に 360°の違い、もしく
はグラブを追加しなくてはならない。 
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4207.3.5 処理することのできない同点が予選で発生した場合、次のフェイズでは、同点
の競技者は予選のスタート順と逆順番でスタートする。競技会のいずれのフェ
イズにおいてすべての同点処理後、最終順位が同点の場合、すべての同点競技
者は次のフェイズに進むものとする。 

 
4208 得点の計算 

4008 を参照 
 
4209 スタート順 

最初のラウンドのスタート順は無作為ドローによって決定される（2022.1 およ
び 4011 を参照）。 

 
4210 特別手順：モーグル 
 
4210.1 スタート合図 
 

スタート係がスタート 10 秒前を競技者に伝え、スタート合図が開始する。そ
の後「コンペティター・レディ! ３, ２, １, ゴー!」と出発合図を与える。 
競技者は直ちにスタートするよう義務付けられる。 

 
4210.2 スキーを外す、もしくは停止した場合 

競技者がスタート後に片方、もしくは両方のスキーを外した場合、また 10 秒
もしくはそれ以上停止した場合、その滑走は Did Not Finish（DNF）とする。
競技者が片方もしくは両方のポールやその他の用具を落としてフィニッシュし
た場合、DNF とならないこととする。 

 
4210.3 エアの演技回数 
 
4210.3.1 ジュリーが特別に規定しない限り、すべてのコースは２回のエア演技とする。

より高得点を得るためには、競技者は異なるエア技を２種類演技しなくてはな   
らない。２種類の異なる技とは以下のとおり： 

 
ループ  ループカテゴリーのエア技は、グラブを追加しない場合、

1 回の滑走で 1 回のみとする。 
 

縦回転のフリップ  回転を開始する方向の変更（前方、または後方）、捻り
数の変更（捻りなし、またはフルツイスト）、またはグ
ラブを追加しない場合、フリップカテゴリーのエア技は、
1 回の滑走で 1 回のみとする。 

 
オフアクシス 回転度数に 360°の違いがある、またはグラブを追加しな

い場合、オフアクシスカテゴリーから、同じエア技を行
うことができる（ストレートローテーションと同じシス
テム）。 

 
ストレートローテーション  ストレートロテーションのカテゴリーのエア技を

２回行う場合、回転度数に 360°の違い、もしく
はグラブを追加しなくてはならない。 
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4207.3.5 処理することのできない同点が予選で発生した場合、次のフェイズでは、同点
の競技者は予選のスタート順と逆順番でスタートする。競技会のいずれのフェ
イズにおいてすべての同点処理後、最終順位が同点の場合、すべての同点競技
者は次のフェイズに進むものとする。 

 
4208 得点の計算 

4008 を参照 
 
4209 スタート順 

最初のラウンドのスタート順は無作為ドローによって決定される（2022.1 およ
び 4011 を参照）。 

 
4210 特別手順：モーグル 
 
4210.1 スタート合図 
 

スタート係がスタート 10 秒前を競技者に伝え、スタート合図が開始する。そ
の後「コンペティター・レディ! ３, ２, １, ゴー!」と出発合図を与える。 
競技者は直ちにスタートするよう義務付けられる。 

 
4210.2 スキーを外す、もしくは停止した場合 

競技者がスタート後に片方、もしくは両方のスキーを外した場合、また 10 秒
もしくはそれ以上停止した場合、その滑走は Did Not Finish（DNF）とする。
競技者が片方もしくは両方のポールやその他の用具を落としてフィニッシュし
た場合、DNF とならないこととする。 

 
4210.3 エアの演技回数 
 
4210.3.1 ジュリーが特別に規定しない限り、すべてのコースは２回のエア演技とする。

より高得点を得るためには、競技者は異なるエア技を２種類演技しなくてはな   
らない。２種類の異なる技とは以下のとおり： 

 
ループ  ループカテゴリーのエア技は、グラブを追加しない場合、

1 回の滑走で 1 回のみとする。 
 

縦回転のフリップ  回転を開始する方向の変更（前方、または後方）、捻り
数の変更（捻りなし、またはフルツイスト）、またはグ
ラブを追加しない場合、フリップカテゴリーのエア技は、
1 回の滑走で 1 回のみとする。 

 
オフアクシス 回転度数に 360°の違いがある、またはグラブを追加しな

い場合、オフアクシスカテゴリーから、同じエア技を行
うことができる（ストレートローテーションと同じシス
テム）。 

 
ストレートローテーション  ストレートロテーションのカテゴリーのエア技を

２回行う場合、回転度数に 360°の違い、もしく
はグラブを追加しなくてはならない。 

 

kato
タイプライターテキスト
(旧4206.2.2)
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4310 デュアルモーグルの競技形式 

 デュアルモーグル競技会は、２種類のフォーマットで運営することができる。
一方は、競技会のはじめからデュアルモーグル形式で実施する方法で、他方は、
決勝でデュアル方式を採用する方法である。後者の場合、決勝進出者を選考す
る予選は、モーグル競技会の運営方式に準ずる。 

 
4310.1 シードグループのあるデュアルモーグル 
 
4310.1.1 デュアルモーグルのシード 

いちばん最初のシード作成は、以下のとおりとする。 
モーグル競技会が、同じ大会で予定され同じコースを使用してデュアルモーグ
ル競技会の前に完了している場合、その大会の決勝成績の順位と現シリーズの
順位（ワールドカップ、コンチネンタルカップなど）のいずれか良い方の順位
を採用して、競技者のデュアルモーグルのラダーの位置を割り当てる。もしく
は、デュアルモーグル競技会がカップシリーズの一部である場合、各競技者は
直近の FIS ポイントリストとシリーズ順位のより良いものと同等のシード順で
割り当てるものとする。 
世界選手権大会では、同会場でのモーグル競技の最終成績の順位、FIS ポイン
トリスト、そしてワールドカップ順位のより良いものを採用する。 
世界ジュニア選手権大会などその他、シリーズではないすべての競技会では、
FIS ポイントリストを活用する。 
同位の場合、まずモーグルの決勝成績で、次にカップ順位、その後 FIS ポイン
トリストを活用して処理する。この処理をした後でも同位の場合、無作為ドロ
ーを行う。 

 
4310.1.2 シードの手順 
 上位 32位までの競技者がシードされる場合、上位 8位までの競技者が順位に

従ってシードされ、上位９位から 16位の競技者は無作為ドローされ、９位か
ら 16位の番号枠に配置される。17位から 32位の競技者は無作為ドローされ
17位から 32位の番号枠に配置される。33位以降の競技者は、無作為ドローに
より決定する 33 番以降の番号枠に配置される。ドローの手順は 2022 に定める。 

 
4310.1.3 赤コースと青コースの割り当て 
 コース（レッド、ブルー）は、以下のように事前に決定する。 
 フェイズ 128 2 名のうち上位競技者がレッド 
 フェイズ 64 2 名のうち上位競技者がブルー 
 フェイズ 32 2 名のうち上位競技者がレッド 
 フェイズ 16 2 名のうち上位競技者がブルー 
 フェイズ 8 2 名のうち上位競技者がレッド 
 フェイズ 4 2 名のうち上位競技者がブルー 
 ファイナルフェイズ 2 名のうち上位競技者がレッド 

「上位競技者」とは、シード順が上位の競技者ではなく、対戦する 2名の競技
者のうち対戦表に記入する際、上側に記入される競技者のこととする。 
デュアルモーグルの競技では、コースを下から見て左側をブルーコース、右側
をレッドコースとする。 

 
4310.1.4 各ラウンドで敗者となった競技者の順位づけ 
 4 位までの順位は、2名の競技者の対戦した成績結果により決定する 

kato
タイプライターテキスト
(旧4305.2.1)
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4310 デュアルモーグルの競技形式 

 デュアルモーグル競技会は、２種類のフォーマットで運営することができる。
一方は、競技会のはじめからデュアルモーグル形式で実施する方法で、他方は、
決勝でデュアル方式を採用する方法である。後者の場合、決勝進出者を選考す
る予選は、モーグル競技会の運営方式に準ずる。 

 
4310.1 シードグループのあるデュアルモーグル 
 
4310.1.1 デュアルモーグルのシード 

いちばん最初のシード作成は、以下のとおりとする。 
モーグル競技会が、同じ大会で予定され同じコースを使用してデュアルモーグ
ル競技会の前に完了している場合、その大会の決勝成績の順位と現シリーズの
順位（ワールドカップ、コンチネンタルカップなど）のいずれか良い方の順位
を採用して、競技者のデュアルモーグルのラダーの位置を割り当てる。もしく
は、デュアルモーグル競技会がカップシリーズの一部である場合、各競技者は
直近の FIS ポイントリストとシリーズ順位のより良いものと同等のシード順で
割り当てるものとする。 
世界選手権大会では、同会場でのモーグル競技の最終成績の順位、FIS ポイン
トリスト、そしてワールドカップ順位のより良いものを採用する。 
世界ジュニア選手権大会などその他、シリーズではないすべての競技会では、
FIS ポイントリストを活用する。 
同位の場合、まずモーグルの決勝成績で、次にカップ順位、その後 FIS ポイン
トリストを活用して処理する。この処理をした後でも同位の場合、無作為ドロ
ーを行う。 

 
4310.1.2 シードの手順 
 上位 32位までの競技者がシードされる場合、上位 8位までの競技者が順位に

従ってシードされ、上位９位から 16位の競技者は無作為ドローされ、９位か
ら 16位の番号枠に配置される。17位から 32位の競技者は無作為ドローされ
17位から 32位の番号枠に配置される。33位以降の競技者は、無作為ドローに
より決定する 33 番以降の番号枠に配置される。ドローの手順は 2022 に定める。 

 
4310.1.3 赤コースと青コースの割り当て 
 コース（レッド、ブルー）は、以下のように事前に決定する。 
 フェイズ 128 2 名のうち上位競技者がレッド 
 フェイズ 64 2 名のうち上位競技者がブルー 
 フェイズ 32 2 名のうち上位競技者がレッド 
 フェイズ 16 2 名のうち上位競技者がブルー 
 フェイズ 8 2 名のうち上位競技者がレッド 
 フェイズ 4 2 名のうち上位競技者がブルー 
 ファイナルフェイズ 2 名のうち上位競技者がレッド 

「上位競技者」とは、シード順が上位の競技者ではなく、対戦する 2名の競技
者のうち対戦表に記入する際、上側に記入される競技者のこととする。 
デュアルモーグルの競技では、コースを下から見て左側をブルーコース、右側
をレッドコースとする。 

 
4310.1.4 各ラウンドで敗者となった競技者の順位づけ 
 4 位までの順位は、2名の競技者の対戦した成績結果により決定する 

kato
タイプライターテキスト
(旧4305.2.2)


