World Para Athletics Championships London 2017
世界パラ陸上競技選手権大会

ロンドン 2017

Qualification Criteria and Event Programme
参加標準及び競技プログラム

Medal Events
Male

メダル種目
男子

Female

123

女子

Total

90

合計

213

Detailed Medal Events List attached at the end of the document.
メダル種目詳細については、最終ページを参照

Athlete Eligibility

選手参加資格

To be eligible for entry, an athlete must:

選手のエントリー資格は以下の通りとする。

・ hold an active IPC Athletics License for the 2017 season;
2017 シーズンの IPC ライセンスを取得していること。
・ have a valid Entry Standard and appear on the Qualification Ranking 1
エントリー標準を満たし、Qualification Ranking:参加資格ランキング に名前が掲載されていること。
・ have been allocated a Direct Invitation
ダイレクトインビテーション(個人招待)枠が割り当てられた者。

1

IPC Athletics will establish a Qualification Ranking from 1 January 2016 - 05 June 2017 for each of the Individual
medal events on the London 2017 Event Programme. Performances will only be recognised for the Qualification
Ranking in accordance with to the Athlete Licensing Programme Policies valid for the 2016-2017 seasons. Athletes
with a New, Review or Confirmed status are eligible for the Qualification Ranking and are eligible for entry.

IPC Athletics は、ロンドン 2017 大会で実施される各メダル個人種目の Qualification Ranking：参加資格ランキ
ング
（対象期間：2016 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 5 日）を作成する。このランキングに反映される記録は、2016-2017
シーズンの IPC ライセンスを取得している選手の記録が対象となる。また、クラス分けのステータスは、New(N)、
Review(R)、Confirmed(C)がランキング及び参加資格の対象とされる。
Maximum Entry per NPC

各 NPC の最大エントリー数

An NPC may enter a maximum of three (3) eligible athletes per Individual medal event provided having
met the Entry Standard for that event.
NPC は 1 つの個人メダル種目に対し、最大 3 選手までエントリーすることが出来る。但し、少なくともその種目
のエントリー標準を突破している事を条件とする。

NPCs can enter a maximum of one (1) team in each relay medal event comprising up to six (6) eligible
athletes.
NPC は各リレー種目に対し、最大 6 名の選手で構成された 1 チームのみエントリー可能とする。

NPCs may enter an eligible athlete in an unlimited number of medal events as long as the athlete has
achieved at least Entry Standard in each of these events.
選手は少なくともエントリー標準を突破していれば、種目数に制限無くエントリーする事が出来る。

In the event that two or more classes in Field Events are combined following the final entry by name and
event viability review (e.g. Shot Put F53/54/55), an NPC may not exceed a maximum of five (5) eligible
athletes in a combined medal event. However, per each sport class, a maximum of three (3) eligible
athletes can be entered.
フィールド種目について、最終エントリーと種目成立基準の再検討の結果(例：砲丸投げ F53/54/55)、2 競技
クラスもしくはそれ以上の競技クラスがコンバインされるものについては、NPC は最大 5 選手までエントリーが
できる。しかし、1 競技クラスあたり最大 3 名までのエントリーとする。

Direct Invitation

ダイレクトインビテーション（個人招待枠）

IPC Athletics reserves the right to directly invite athletes under the following criteria.
IPC Athletics は下記の基準の下、選手個人を招待する権利を持つものとする。
・to enable the greater representation by nation ;
国ごとの参加者数を増やすため
・to ensure events featured on the programme have sufficient representation for viability ;
種目の成立を目的とした選手数の調整のため
・to enable greater representation by gender ;
男女の選手数の調整のため
・to ensure the representation of athletes with high support needs ;
重度障害選手の参加を促すため
・to ensure top athletes that may have not had the opportunity to formally qualify due to extraordinary
circumstances.
特別な事情により通常(正規)の条件で参加資格を得られなかったトップアスリートの参加を保証するため

To be considered for a direct invite slot, an athlete must hold an IPC Athletics Athlete License for the 2017
season. NPCs must submit a formal request for direct entry to IPC Athletics by 25 May 2017.
個人招待の対象となるには、2017 シーズンの IPC ライセンスを取得していなければならない。
NPC は 2017 年 5 月 25 日までに IPC Athletics へダイレクトインビテーションの申請を提出すること。

Event Viability Criteria and Qualification rounds

種目成立基準と予選ラウンドについて

A minimum of five (5) athletes entries from three (3) NPCs is necessary to sustain an individual medal
event on the programme. A minimum of five (5) entries from five (5) NPCs is necessary to sustain a relay
medal event on the programme.
個人メダル種目の成立には、最低 5 選手、3 ヶ国からのエントリーが必要となる。リレー種目については、最低 5
チーム、5 ヶ国からのエントリーを必要とする。

IPC Athletics shall review the event viability following the close of the final entry by name on 08 June 2017.
In the case an event did not meet the above viability criteria by the final entry, IPC Athletics reserve the
right to combine such event with other event(s) where appropriate and applicable. In such combined field
events, the Raza point system may be used to determine the placings.
IPC Athletics は 2017 年 6 月 8 日の最終エントリー期限後、種目成立の再検討を行うものとする。その歳に種目
成立基準を満たさなかった種目を適切に他種目とコンバインする権利がある。コンバインされたフィールド種目に
ついては、ラザポイントシステムを使用して順位を決定する場合がある。

IPC Athletics also reserves the right to either cancel such events or run them as non-medal events.
Non-medal events shall be run in an additional non-ticketed session outside of the official programme
(within the official competition period).
また IPC Athletics は、種目のキャンセル、もしくはノンメダル種目として実施することを決定する権利を持つも
のとする。ノンメダル種目となった種目については、大会期間中にプログラムの時間外で別途セッション（入場チ
ケット不要）を設けて実施される予定である。

Should a seated throw event exceed twelve (12) entries at the close of final entry, a qualification round
shall be held to allow the competition to be conducted in a single round (final). The Top 8 entered athletes
from the Qualification Ranking1 shall proceed to the final without competing in the qualification round. The
Top 4 athletes from the qualification round shall proceed to the final. All qualification rounds shall be held
in an additional non-ticketed session outside of the official programme.
座位投擲種目で最終エ ン トリーが 12 名 を上回る 種目については予選ラ ウ ンドを実施する。 Qualification
Ranking：参加標準ランキングの上位 8 名の選手については決勝のみで予選への参加は不要となる。予選ラウンド
で上位 4 名に入った選手が決勝に進むことが出来る。全ての予選ラウンドは、大会プログラムの時間外で別途セッ
ション（入場チケット不要）を設けて実施される。

In the case the entry number of an event dropped below the aforementioned event viability criteria due to
withdrawals after 08 June 2016, the event shall still be run as a Medal Event and the medals will be
allocated under the “minus one” rules.
2016 年 6 月 8 日以降にエントリーのキャンセルが生じた場合、前述の種目成立基準を満たす人数を下回った種目
については、マイナスワンルール適用のもと引き続きメダル種目として実施するものとする。

QUALIFICATION TIMELINE 大会エントリーに関するスケジュール

1 January 2016

Start of the qualification period for athletes to the Entry Standard(s)

2016 年 1 月 1 日

エントリー標準記録突破期間の開始

28 February 2017

Preliminary Entry by Number

2017 年 2 月 28 日

予備エントリー期限（by number）

25 May 2017

・Deadline for NPCs to request in writing for a Direct Invitation

2017 年 5 月 25 日

・IPC Athletics open the online entry system for final entry by number and name
・ダイレクトインビテーション(個人招待)枠の申請期限（NPC→IPC）
・オンラインエントリーシステムのオープン（by number 及び by name）

31 May 2017

IPC Athletics confirm in writing Direct Invitations issued to NPCs

2017 年 5 月 31 日

ダイレクトインビテーション枠の通知（IPC→NPC）

01 June 2017

Deadline for NPCs to confirm the size of team delegation via the online entry system

2017 年 6 月 1 日

選手団人数の確定期限(オンラインエントリーから)。

05 June 2017

End of the period for athletes to achieve the Entry Standard(s)

2017 年 6 月 5 日

エントリー標準記録突破期間の終了

08 June 2017

Deadline for IPC Athletics to receive Final Entry by Name from NPCs via the online

2017 年 6 月 8 日

entry system.
オンラインエントリーシステムからの最終エントリー期限 (NPC→IPC)

※メダル種目プログラム及びエントリー標準記録（9 月 27 日現在未発表）は原本参照

