
2016 IPC Athletics Marathon World Cup
2016 IPC Athletics            

大会日程  2016年 4月 24日                 共同開催 

         

競技   参加標準記録(男子) 参加標準記録(女子)

選手参加資格

 2016 IPC Athletics       取得      

 競技         Review     Confirmed 選手

 IPC公認大会  標準記録 突破      

(対象期間 2015年 1月 1日-2016年 1月 29日   2015-2016 IPC Athletics       取得       )

 Direct Invitation(個人招待) 割 当    者 

種目     

MQS 突破    2015世界      上位選手 招待       選手個人 対   招待    NPC

  招待        招待枠 1種目   各 NPC 最大 3選手 与          

追加     

NPC 選手 MQS  突破       条件    追加               追加      申請  

2016年 1月 23日   NPC  IPC Athletics 提出           

追加 選手 前述  1種目   最大 3選手  枠 超           場合   選手         

 競技参加資格 得     但       競技参加資格 得         

       

競技   T11-T12 選手      最大 2名                    可能 

全           2016 IPC Athletics       取得            



Direct Invitation(個人招待)    
IPC Athletics 下記 基準 従  選手個人 招待  権利 有   

 国     地域   参加者数 増    

    種目成立 目的   選手数 調整   

 男女 選手数 調整   

 重度障害選手 参加 促   

 特別 事情   通常(正規) 条件 参加資格 得               参加 保証    

 対象      2016     IPC選手      取得    選手    

個人招待 申請  NPC  2016年 1月 23日   IPC Athletics 行          

種目成立基準

           成立   最低 5選手 3  国         必要    

IPC Athletics 2016年 1月 29日 最終     期限後 種目成立 再検討 行       

種目成立基準 満      種目      適切 他種目        権利 持  

  IPC Athletics 種目                種目   実施     決定  権利 

有        

2016年 1月 29日以降             生    結果   前述 種目成立基準 満  人数 

下回  種目               適用   引 続    種目   実施        

      関  日程

2015年 11月 24日 大会参加標準記録 発表

2016年 1月 23日 個人招待枠    追加招待選手 申請期限(NPC IPC Athletics)

2016年 1月 24日 個人招待枠 割当 (IPC Athletics NPC)

2016年 1月 29日 招待枠使用 最終確認期限

2016年 1月 30日 IPC Athletics   種目成立 及           最終確認

輸送 宿泊

全  選手                    渡航手配 各 NPC 責任    大会組織委員会 

         空港 大会公式   間 輸送 提供   宿泊   食事     詳細 追  

通知   

         

選手 1名   最大 1名         帯同 認     追加               必要    

  承認 IPC Athletics           判断         

        情報 ”event invitation acceptance form”(大会参加確認書) 合   提出 必要    



追加情報

各種目 最終       IPC Athletics及 Virgin Money London Marathon 裁量 委     

選手             着用     但  T53-54 除   

賞金

賞金  各成立種目 上位3名(規定 参加資格基準 満     選手   事 条件) 対  授与    


