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Introduction    前書き 

These Qualification Regulations (Regulations) describes in detail how athletes and teams 
can qualify for the Tokyo 2020 Paralympic Games in each of the twenty-two (22) sports on 
the Tokyo 2020 Paralympic Games programme (Games Programme). It provides to the 
National Paralympic Committee (NPCs), to National Sport Federations (NFs), to sports 
administrators, coaches and to the athletes themselves the conditions that allow 
participation in the signature event of the Paralympic Movement. 

このガイドは、東京 2020 パラリンピック競技大会で実施される各 22 競技の選手及びチームの参加
資格基準について詳述している。パラリンピックムーブメントの象徴とされるこの大会への参加を
認める条件を、各 NPC、国内スポーツ連盟(NF)、競技関係者、コーチ及び選手へ提供するものであ
る。 

 

These Regulations presents:  これらの規定の内容は以下の通りである。 

・An overview of the Games Programme 

 大会競技プログラムの概要 



・The general IPC regulations on eligibility 

 参加基準について IPC が定める総則 

・The specific qualification criteria for each sport (in alphabetical order); and 

 各実施競技の参加資格(アルファベット順) 

・a glossary of the terminology used throughout the Regulations. 

 本規定で使用される専門用語の解説 

 

 

Structure of Sport-Specific Qualification Criteria  各競技の参加基準 

Each sport-specific section in these Regulations follows a standardized format. Readers can 
quickly locate information or cross-reference it between sports. The standard structure of 
each sport-specific qualification criteria is as follows: 

これらの規定の各競技のセクションでは、統一した形式で、読み手が素早く情報を見つけ、そして
競技間で情報を参照しやすいようにしている。各競技の参加基準は、以下の形式と内容で構成され
ている。  

・Events                              実施種目 

・Athletes Quotas                     選手枠数 

・Allocation of Qualification Slots       参加枠の割当て 

・Maximum Quota Allocation per NPC  各 NPC への最大割当枠数 

・Athlete Eligibility (sport-specific)     (各競技の)選手参加基準 

・Maximum Entries per NPC           各 NPC の最大エントリー数 

・Qualification System                 参加資格の割り当て 

・Timeline (adjusted following the postponement   大会エントリーに関するスケジュール 
of the Games to 24 August – 5 September 2021   (大会延期に伴い修正) 

・Confirmation Process of Allocated Slots  割当枠の使用数の確定 

・Reallocation of Unused Qualification Slots  未使用枠の再割り当て 

・International Federation (IF) Contact Information  国際スポーツ連盟(IF)連絡先 

 

 

Qualification Methods    参加資格について 

There are a variety of qualification methods that IFs employ, which may depend on the 
nature and traditions of each sport. The mix of qualification methods within each sport 
(listed below) shall respect the following principles: 

各競技の特性に基づいて国際スポーツ連盟(以下 IF)によって適用される、様々な参加資格の割当て
方式が設けられている。それらを複数適用するには、以下の原則を尊重しなければならない。 

 



・to ensure that the world’s leading athletes receive the opportunity to perform at the highest 
level; and 

 世界のトップレベルの選手達が、最高レベルのパフォーマンスを発揮する機会を得られるもので
あること 

・to ensure that regional opportunities for qualification exist and that regional distribution of 
qualification slots is justifiably based on elite performances and/or prevalence of a sport 
within a given region. 

  参加資格が地域ごとに存在していること、そして参加枠の地域配分が正当にエリートパフォーマ
ンスに基づくものか、もしくは特定の地域内での競技の普及によるものであること 

 

In most sports, the participation of the host country is guaranteed via reserved slots.  
However, athletes representing the host country still need to comply with all eligibility 
Requirements in order to enter the Tokyo 2020 Paralympic Games. 
 
多くの競技において、開催国の参加が別枠にて保証されている。しかしその場合でも、開催国代表 
選手は東京 2020 大会のエントリーに必要な参加基準を満たしていなければならない。 

 

The following qualification methods based on performance may be used: Methods 1.2 and 
3 are referred to as “direct slot allocations” as they reward performance at one competition 
directly with a qualification slot. 

パフォーマンスに基づく参加資格の割当て方式として、以下が適用される場合がある。１、２及び 
3 の方式については一つの競技会での結果によって付与されるものとして「直接割当枠」の部類と 
みなす。 

 

1. Placement at World Championships    

世界選手権での順位 

2. Placement at Regional/Zonal Championships or Regional Games   

地域選手権もしくは地域競技大会での順位 

3. Placement in other IF sanctioned Competitions or designated Paralympic qualifiers 

  その他 IF 公認大会もしくは指定されたパラリンピック出場選考大会での順位 

4. Rank on a World or Regional Ranking List 

  世界ランキングもしくは地域ランキングリスト上位者 

5. Rank on a specific Paralympic Qualification Ranking List 

  パラリンピック大会参加資格ランキングリスト上位者 

6. Achievement of a Minimum Qualification Standard (MQS) with or without subsequent 
Quota Allocation Formula 

   標準記録を突破した者 

7. Bipartite Commission Invitations (see page 8 of this section) 

  バイパルタイト招待枠  (本項原本 8 ページ参照) 

 



In addition, a small number of Universality Wild Cards will be awarded in the sole 
discretion of the IPC to athletes representing NPCs who have not been able to achieve entry 
into the Tokyo 2020 Paralympic Games via the above qualification methods (see page 9 of 
this Section). 
 
さらに、少数のユニバーサリティーワイルドカードが、 参加枠割当方式(本項原本 9 ページ参照) 
によって東京 2020 大会へのエントリー資格を得られなかった NPC の選手に対して、IPC 独自の 
裁量によって付与される予定である。 

 

In the event of any inconsistency between IF qualification methods for the Tokyo 2020  
Paralympic Games that are published elsewhere and the IF qualification methods listed in  
these Regulations, these regulations will prevail. 
 
本規定とは別に公表されている IF 参加資格割当方式と本規定に記載されている IF 参加資格割当方 
式との間に不一致が生じた場合は、本規定に従うものとする。 

 

Question and Updates  質問及び情報更新について 

For questions regarding sport-specific qualification issues please contact the respective IF. 
Question of a general nature can be addressed via email to the IPC Sports Department:  
Juergen.padberg@paralympic.org. Occasional updates to these Regulations may be  
necessary. Updates are recorded at the end of these Regulations.  
For the latest version of these Regulations (see date on front page) please visit  
www.paralympic.org/Tokyo-2020. 
 
各競技の参加基準に関する質問は、当該 IF へ問い合わせること。一般的な概要についての質問 
は、IPC スポーツデパートメント Juergen.padberg@paralympic.org：まで問い合わせのこと。 
このガイドは必要に応じて更新される場合がある。更新情報についてはこの規定の最終ページに 
記載される。最新版(表紙記載の日付を参照)は、次のウェブサイトから確認すること： 
www.paralympic.org/Tokyo-2020. 
 
 
At any given time the only valid version of these Regulations is the one published on the  
IPC website. 
 
いかなる場合においても、有効なものと認められる本規定は、IPC ウェブサイトに掲載されたもの 
のみとする。 

 

Official Language  公用語 

The official language of the IPC is English. If any organisation translates these Regulations  
for internal purposes the English version shall prevail in case of discrepancy. 
 
IPC の公式言語は英語である。各国の団体がこの文書を翻訳し、言語による解釈の相違が生じた場 
合は英語版を優先するものとする。 

 

Copyright (2018)  著作権 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted for 
commercial purposes by any process without prior written permission of the IPC 

このガイドの無断複写・転載を禁じる。また、IPC の事前の書面による許可なく商用目的での 
複製もしくは配布等をしてはならない。 
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Tokyo 2020 Paralympic Program Overview 

東京 2020パラリンピック競技大会 プログラム概要 

 

Athletes and Medal Event Quotas  選手枠数とメダル種目数 

 
The number of medal events and athlete slots by sport as approved by the IPC Governing  
Board are outlined in the following table: 

IPC 理事会により承認された各競技のメダル種目と選手数は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL IPC REGULATIONS ON ELIGIBILITY 資格基準に関する IPC 総則 

In addition to each IF’s athlete eligibility criteria, the IPC has established a set of general 
eligibility criteria that apply to all participants in the Paralympic Games. These general 
regulations are derived from the IPC Handbook. They ensure that the fundamental rights 
and obligations of the IPC and its membership are recognized and protected. The General 
IPC Regulations on Eligibility are as follows: 

各 IFの資格基準に加え、パラリンピック競技大会の全参加者へ適用される一連の条件を定めている。
それらの総則は IPCハンドブックによるもので、IPCとその加盟国の基本的権利と義務が認められ、
そして保護されることを保証するものである。資格基準に関する IPC 総則は以下の通りである。 

 

 



IPC Membership  IPC 加盟国 

Only NPCs in good standing with the IPC may enter duly qualified and eligible athletes in the 
Tokyo 2020 Paralympic Games. NPCs are reminded that NFs must ensure that their 
membership with their sport’s respective IF is in good standing during the qualification 
period and upon close of sports entries to the Paralympic Games so their athletes may 
participate. 

IPC と優良な状態にある NPC のみが、2020 東京パラリンピック競技大会への参加資格を満たして
いる選手をエントリーすることができる。各 NPC は、選手が大会に参加できるように、当該競技の
IF への登録を標準記録突破期間およびエントリー期限時に確実に行なっているよう留意すること。 

Separately, the IPC has the ability, at its sole discretion, to enter athletes as members of a 
refugee team into the Tokyo 2020 Paralympic Games, in accordance with article 3.1.3 of the 
IPC Athlete Nationality Policy and on such terms and conditions as may be specified by the 
IPC in its absolute discretion. 

また別途、IPCは独自の裁量にて難民選手団としての選手をエントリーする権利を有するものとし、
IPC 選手国籍に関する方針 3.1.3 に従って諸条件を IPC の絶対的な権限として明示することが出来
る。 

 

 

Compliance with IPC Athletes Nationality Code  国籍に関する IPC 規定の順守 

Any athlete in the Tokyo 2020 Paralympic Games must be a national of the country/territory 
of the NPC entering him/her and in compliance with the provisions of the Nationality Code as 
published in the IPC Handbook. 

2020 東京パラリンピック競技大会に参加するいかなる選手もエントリーされる NPC の国民である
こと。また、IPC ハンドブックに記述されている国籍に関する規定を順守していなければならない。 

 

 

Minimum Age Requirement  最低年齢制限 

No minimum age limit for athletes competing in the Paralympic Games in stipulated by the 
IPC on a general basis. However, NPCs should note that an age limit may be established by 
IFs through sport-specific athlete eligibility criteria. While the Paralympic Games welcomes 
the world’s Youth with impairment, NPCs are encouraged to send to the Tokyo 2020 
Paralympic Games only athletes adequately prepared for high performance competition. 

IPC 総則においては、東京 2020 パラリンピック競技大会に参加する選手の最低年齢制限を設けて
いない。しかし、各競技の IF の参加基準において年齢規定が定められている場合があるので、確認
をすること。パラリンピック競技大会は世界のユース選手の参加を歓迎するが、NPC においては検
討の上、ハイパフォーマンスレベルの競技大会へ十分な準備ができている選手のみを派遣すること
が求められる。 

 

 

 

Understanding and Agreeing to the Conditions of Participation 大会参加条件の理解と同意 

To be eligible for participation in the Tokyo 2020 Paralympic Games all athletes must sign, 
observe, comply with and abide by the rules and regulations outlined on the IPC Conditions 
of Participation Agreement. This agreement is part of the NPC registration process. 



東京 2020 パラリンピック競技大会への参加に当たり、全ての選手は IPC 大会参加条件への同意書
に署名をし、誓約書に記述されている各規則と規定を順守しなければならない。この同意書への署
名は、エントリー登録の一部とされる。 

 

NPC Selection Standards  NPC 選考基準 

The IPC recognizes and respects the right of NPCs to establish national selection standards 
for determining the qualification of an athlete or team to compete in the Tokyo 2020 
Paralympic Games. Such standards must be compliant with those established by the IPC as 
well as those of each respective IF. Any national selection standards must also align with 
confirmation dates and administrative deadlines of the Organising Committee of the Olympic 
and Paralympic Games (OCOG). All athletes and teams are equally subject to their 
respective NPC’s selection standards. 

the dates of confirmation and administrative deadlines defined in this Guide. All athletes and 
teams are equally subject to their respective NPC selection standards when applied. 

IPC は、各 NPC が東京 2020 パラリンピック競技大会に参加する選手とチームの決定に当たり、国
内の選考基準を設定する権利を認めている。但し、それらの基準は IPC 及び各 IF が定めているもの
に準じていなければならない。また、いかなる国内選考基準も、大会組織委員会(OCOG)が定める
手続き上の期限に合致したものでなければならない。NPC 選考基準が適用される場合は、全ての選
手とチームはそれに従うものとする。 

 

Compliance with Classification Rules   

クラス分け規則の順守 

Only qualified athletes that meet the sport-specific classification rules and have an 
appropriate classification status will be eligible for entry in the Tokyo 2020 Paralympic 
Games. It is the responsibility of each NPC to ensure that its athletes are appropriately 
classified in their respective sports prior to entry and that each athlete hold a sport class 
status that complies with the sport’s eligibility requirement as published in these 
Regulations. 

各競技のクラス分け規則を順守し、適切なクラス分けステータスを取得している選手のみが、東京
2020 パラリンピック競技大会へのエントリー資格を得るものとする。選手が適切に国際クラス分け
を受け、エントリーに先立って本規定に記載されている参加要件を満たす競技クラスステータスを
選手が保持していることについては、各 NPC の責任とする。 

 

 

BIPARTITE COMMISSION INVITATIONS    バイパルタイト招待枠 

As in previous Paralympic Games, the IPC has worked with the IFs to develop qualification 
methods which allow the top athletes in each sport to compete in the Tokyo 2020 
Paralympic Games, but which also respect the Paralympic Games Guiding Principles. The 
principles of excellence, diversity, universality, integrity and sustainability are fundamental 
and leading aspects in the objective of the IPC and each IF to deliver great competition at 
the Tokyo 2020 Paralympic Games. 

過去のパラリンピック競技大会において、IPC は東京 2020 大会において各競技のトップアスリー
トの出場を可能とする参加資格基準を展開すべく、IF との連携を図ってきた。しかし、それはパラ
リンピック競技大会の基本理念を尊重するものでもあった。卓越性、多様性、普遍性、一貫性そし
て持続性の理念は、東京 2020 大会で素晴らしい競技会を実現させるという IPC と各 IF の目的にお
いての基本でありそして主要な側面である。 

 



While the primary method in which the Paralympic Games Guiding Principles are respected 
is through the standard qualification methods, the IPC and IFs have also sought to provide 
targeted qualification slot allocations through the Bipartite Commission Invitation. Bipartite 
Commission Invitations are included in the overall athlete quotas of the relevant sports, are 
granted by the IPC in its sole discretion following engagement with the respective IF, and 
are typically allocated based on the following principles: 

パラリンピック競技大会の基本理念が尊重された規定の参加資格割当方式が順守されるが、IPC と
IF は目的に準じた参加枠として、バイパルタイト招待枠を採用する。バイパルタイト招待枠は各競
技の選手枠総数に含まれ、IF との連携に基づいて IPC の裁量によって付与される物である。以下の
指針に基づいて割り当てられる。 

 

・To ensure participation of top athletes who may have not had the opportunity to formally 
qualify through other methods due to extraordinary circumstances; 

 特別な事情により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 ensure the representation of athletes with a high support needs; 

 重度障害選手の参加を促すため 

・To ensure medal events will have sufficient representation for viability; and/or 

 メダル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 

 

The following sports offer Bipartite Commission Invitation slots: 

以下の競技に対してバイパルタイト招待枠が設けられる。 

Archery, Athletics, Badminton, Cycling, Equestrian, Judo, Powerlifting, Rowing, Shooting, 
Swimming, Table Tennis, Taekwondo, Triathlon, Wheelchair Fencing, Wheelchair Tennis. 

 

 

Timelines and Application Procedures  スケジュールと申請手続きについて 

The timeline for submission and acceptance of Bipartite Commission Invitation application is 
outlined in the respective section of each sport’s chapter of these Regulations, if applicable 
for that IF. All Bipartite Commission Invitation decisions by the IPC are final with no 
opportunity for protest or appeal. 

バイパルタイト招待枠が設定される競技については、別途その申請手続きと受領についてのスケジ
ュールが設定されているので、本規定内の各競技のセクションにてその内容を確認すること。IPC
が下す全てのバイパルタイト招待枠に関する決定事項は最終的な決定であり、抗議や上訴はできな
い。 

 

REDISTRIBUTION OF VACANT QUALIFICATIONS SLOTS  欠員枠の再割当て 

Each IF confirms in writing to the NPCs the allocation of qualification slots their teams and 
athletes have obtained. The NPCs then must confirm acceptance of their allocated slots by 
the deadline established in each sport’s chapter of these Regulations. Any qualification slots 



not used by an NPC will be reallocated according to the method outlined in the respective 
sport’s chapter of these Regulations. Qualification slots that cannot be reallocated by the 
established deadlines or become vacant (following the reallocation deadline) may be 
redistributed at the sole discretion of the IPC to any sport on the programme and across 
gender categories. All redistribution decisions by the IPC are final with no opportunity for 
protest or appeal. 

各 IF は文書にて、NPC に対してそのチームと選手が獲得した参加枠の割当数を通知する。それに基
づき NPC は、本規定の各競技のセクションに記載されている期限までに割当枠を使用する旨の確認
の連絡をしなければならない。NPC によって使用されなかった枠については、規定に記されている
方式に従って再割り当てされる。所定の期日までに再割り当てできない、もしくは(再割り当て期限
後に)欠員となる枠については、IPC 独自の判断によって全ての競技と性別を対象に再配分をさる場
合がある。IPC が下す全ての再割り当てに関する決定事項は最終的な決定であり、抗議や上訴はで
きない。 

 

 

Universality Wild Cards   ユニバーサリティ ワイルドカード 

In each edition of the Paralympic Games, the IPC institute a slot allocation method to uphold 
the universality principle (of the Paralympic Games Guiding Principles) and to ensure 
representation of a maximum number of eligible member NPCs. This slot allocation is called 
the Universality Wild Card(UWC) method and is by IPC invitation only. No athlete or NPC is 
entitled to receive a UWC.UWC invitations may be extended by the IPC if an NPC has either 
been unable to qualify athletes or has only obtained one (1) qualification slot in any of the 
twenty-two (22) sports on the Games Programme. The UWC slot is allocated to an individual 
athlete, not to the respective NPC. If an NPC qualifies athletes via the regular qualification 
pathways after one (1) of its athletes has been granted a UWC, the UWC is revoked and the 
athlete who qualified via the regular qualification pathway obtains his/her slot instead. 

パラリンピック競技大会については開催ごとに IPC にて、ユニバーサリティーの原則(パラリンピッ
ク競技大会基本理念)と、参加資格を持つ NPC から選手が最大限参加できることを保証するための
参加枠割当て方法を設けている。この割当方法はユニバーサリティーワイルドカード方式(以下
UWC)と呼ばれ、IPC による招待に限られている。この招待枠は IPC によって、参加資格を獲得し
た選手がいない、もしくは実施 22 競技のうち 1 枠しか得られなかった競技の NPC に対して考慮さ
れることがある。UWC 枠は選手個人に対して付与されるもので、NPC に対しての割当てではない。
UWC が付与された後に、NPC がその選手を規定の方式にて参加資格を認めた場合はその UWC は
無効となり、その選手は通常の方式を通じて枠を得たものとされる。 

 

UWC slots fall outside the athlete and sport quotas published in these Regulations. For the 
Tokyo 2020 Paralympic Games the IPC will only consider granting UWCs in the following 
sports: 

UWC 枠は本規定に記載されている選手枠総数には含まれない。東京 2020 大会については、IPC は
以下の競技に限り UWC の付与を考慮する予定である。 

・Athletics   陸上競技 
・Swimming 水泳 

A maximum of one (1) male UWC slot and one (1) female UWC slot may be granted if an 
NPC has not otherwise obtained any qualification slot. A maximum of one (1) female UWC 
slot may be provided if a NPC has obtained only one (1) qualification slot (irrespective of 
gender). 

参加枠を獲得していない NPC がある場合に、最大で男子 1 枠、女子 1 枠が付与されることがある。
1 枠のみ(性別問わず)しか参加枠を獲得していない NPC に対して、最大で女子 1 枠の UWC 枠が付
与される場合がある。 



 

Criteria for Consideration  枠付与の検討基準 

In order to be considered for a UWC an athlete must meet the following criteria: 

UWC 付与の検討に際し、選手は以下の基準を満たしていなければならない。 

- Comply with the General IPC Regulations on Eligibility as published in these 
Regulations: 

本規定に記述されている IPC 総則の参加資格を順守していること 

- Meet all IF requirements for licensing and classification at the time the UWC is 
awarded; and 

UWCが付与された時点でライセンス登録やクラス分けに関する IF規定の必須要件を全
て満たしていること 

- Be on the “Accreditation Long List” as described under Key Dates below. 
アクレディテーションロングリストに名前が含まれていること 

 
 
Athletes who do not meet above criteria will not be considered for a UWC. 
上記の条件を満たしていない選手については、UWC 付与の対象として検討がされないものとする。 

 

Irrespective of the above criteria, the IPC Governing Board reserves the right, in its sole 
discretion, to award a UWC in any sport in exceptional circumstances. 

上記の基準を問わず、IPC 理事会は特別な状況下において、全ての競技を対象に独自の裁量にて
UWC を付与する権利を有するものとする。 

 

All UWC decisions by the IPC are final with no opportunity for protest or appeal. 
IPC が下す全ての UWC に関する決定事項は最終的な決定であり、抗議や上訴はできない。 

 

 

Application Process  申請手続について 

The IPC will announce the UWC application process circa (6) months prior to the Tokyo 2020 
Paralympic Games. (in the spring of 2021) 

申請手続については、東京 2020 大会開催の約 6 ヶ月前(2021 年春)に発表する予定である。 

 

 

KEY DATES  手続きに関わる重要日程 

The following dates and deadlines have been established by the IPC and the Tokyo 2020 
OCOG and need to be observed across all sports on the Games Programme: 

下記の日程と期限は、IPC 及び東京 2020 大会組織委員会によって設定されたものであり、全ての
実施競技において順守されなければならない。 

 



Beginning of Qualification Period: 01 January 2018  

標準記録突破期間の開始:2018 年 1 月 1 日 

Subject to the following, each IF may determine its own qualification period during which 
athletes and teams can attain results and rankings that count towards qualification for the 
Tokyo 2020 Paralympic Games.  

以下に従って、各 IF は独自に東京 2020 パラリンピック競技大会への参加資格取得の為の標準記録
突破期間を決定してもよい。 

a) No IF may establish a qualification period that beings prior to 01 January 2018, whereby 
direct slot allocations (as defined on page 4 of this section) are obtained by athletes or 
teams for the Tokyo 2020 Paralympic Games.   

各 IF は、(原本 4 ページに定義されている)東京 2020 大会参加枠の直接割当方式の獲得対象と 
なる標準記録突破期間の開始日を 2018 年 1 月 1 日より前に設定してはならない。 

b) An IF may rely on athlete ranking lists that incorporate competition results achieved at 
competition prior to 01 January 2018. However, subject to sub-clause c) below, no IF 
may rely on athlete performances that have occurred prior to during the Rio 2016 
Paralympic Games. 

IF は、2018 年 1 月 1 日より前の競技会で出された記録を含めたランキングリストを利用する
ことも可能であるが、下記 c) に従い、リオ 2016 大会以前のリザルトを参加枠割当の参照とし
てはならない。 

c) For those IFs joining the Paralympic programme for the first time at Tokyo 2020, no 
competition results achieved prior to 01 January 2016 may contribute to any rankings 
that qualify athletes for the Tokyo 2020 Paralympic Games. 

東京 2020 大会で初めてパラリンピック競技大会へ参加する IF については、2016 年 1 月 1 日
以前に達成されたリザルトを東京 2020 大会への参加資格条件となるいかなるランキングにも
含めてはならない。 

d) Participation in a competition during the qualification period may depend on results 
achieved prior to the beginning of the respective sport’s qualification period. 

各 IF が独自に定めた標準記録突破期間の開始に先立って達成されたリザルトは、記録突破対象
期間内に参加した大会であれば参照してもよい。 

 

Accreditation Deadline:14 May 2021  

アクレディテーション申請期限:2021 年 5 月 14 日 

 
Each NPC must submit to the Tokyo 2020 OCOG complete information about every potential 
delegation member it considers may attend the Tokyo 2020 Paralympic Games. This 
“Accreditation Long List” includes athletes (including, but not limited to, duly qualified, 
replacements, substitutes, bipartite candidates, UWC candidates), competition assistants 
(such as runners, tandem pilots, goalkeepers, Boccia assistants), coaches team physicians, 
administrators, physiotherapists, caretakers, press attachés, Paralympic attachés, Chef de 
Mission, NPC Presidents, NPC Secretaries General and accompanying guests. Only athletes 
who are accredited by 14 May 2021 can be entered into the Tokyo 2020 Paralympic Games 
by the sport entries deadline (see below). 
 
各 NPC は、東京 2020 パラリンピック競技大会へ参加する可能性があると想定される全ての人の情
報を大会組織委員会へ提出しなければならない。これは「アクレディテーションロングリスト」と
して、選手（参加資格獲得選手、交代要員、補欠、バイパルタイト枠候補者、UWC 候補者を含むが
これに限る物ではない）、競技パートナー(ガイドランナー、タンデムパイロット、ゴールキーパー、
ボッチャ競技アシスタント)、コーチ、チームドクター、スタッフ、理学療法士、介護者、プレスア



タシェ、パラリンピックアタシェ、団長、NPC 会長、NPC 事務局長及び同伴者がその対象として含
まれる。2021 年 5 月 14 日までにアクレディテーション申請を行った選手のみが、競技エントリー
最終期限までに東京 2020 大会へのエントリーが可能となる。 

 

Sport Entries Deadline:02 August 2021  

競技エントリー期限:2021 年 8 月 2 日 

 
Sport entries is the official registration process for qualified athletes selected to participate in 
the Paralympic Games. Any athlete an NPC may choose to enter must meet all eligibility 
criteria by the time the entry is made. The athlete must also be on the “Accreditation Long 
List” (see previous section). The last possible day to meet the eligibility criteria is 2 August 
2021. Sport entries will close at 23:59h, Tokyo time, on 02 August 2021. 
 
競技エントリーは、参加資格を得た選手がパラリンピック競技大会に参加するために必要な公式の
登録手順である。NPC により選考される選手は全員、エントリーの時点で必要とされる全ての参加
基準を満たしていなければならない。また、アクレディテーションロングリストに名前が含まれて
いなければならない(前項参照)。参加基準を満たす期限は 2021 年 8 月 2 日とし、競技エントリー
は同日 8 月 2 日の現地時間(東京)23 時 59 分を期限とする。 

 

 

ATHLETICS  陸上競技 ※原本 21-28 頁 

Medal Events メダル種目 

Male 男子 Female 女子 Mixed 混合 Total 合計 

93 73 １(ユニバーサルリレー) 167 

Detailed Medal Events List attached at the end of this chapter. 
メダル種目詳細については、この章の最後部を参照 

 
 

Athlete quota 選手枠数 

Male 男子 Female 女子 
Gender Free  

ジェンダーフリー 
Total 合計 

630 470 0 1100 

Allocation of Qualification Slots  参加枠の割当て 

An athlete may only obtain a maximum of one qualification slot. The qualification slot is 
allocated to the NPC not to the individual athlete. In the case of a Bipartite Commission 
Invitation the slot is allocated to the individual not to the NPC. 

参加枠は選手 1 名あたり最大 1 枠のみ獲得できるものとする。また、参加枠は NPC に対して割り当
てられ、選手個人に対して割り当てられるものではない。但し、バイパルタイト招待枠については、
選手個人に対してであり、NPC への割り当てではない。 



 

Maximum Quota Allocation   各 NPC への最大割当枠数 

An NPC can be allocated a maximum of forty-five (45) male qualification slots and thirty-five 
(35) female qualification slots. Exceptions may be granted through the Bipartite Commission 
Invitation Allocation method. If an NPC is unable to use all of the allocated qualification slots 
in a given gender, the unused slots cannot be transferred to the other gender. They will be 
reallocated in the respective gender to other NPCs through the Bipartite Invitation 
Commission Allocation method. 

各 NPC に対して割り当てられる枠数は、最大で男子 45 枠、女子 35 枠までである。但し、バイパ
ルタイト招待枠は例外とする。NPC が男女どちらかの性別の割当枠を全て使用できない場合、他方
の性別へその枠の使用を振替えることはできない。このような未使用枠については、バイパルタイ
ト枠の割当方式によって他の NPC へ再割当される。 

 

 

Athlete Eligibility 選手参加資格 

 

To be eligible for selection by an NPC, 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 World Para Athletics Athlete License for the 2021 season; 

  2021 シーズンの WPA ライセンスを取得していること。 

 

・ have achieved one (1) Minimum Entry Standard(MES) at a World Para Athletics 
Recognised Competition (IPC Competition, WPA Sanctioned Competition, or WPA 
Approved Competition) for each of their respective events between 01 October 2018 
and 01 August 2021 in accordance with the IPC Athlete Licensing Programme Policies 
valid for the 2018-2021 seasons – exceptions may be made via the Bipartite 
Commission Invitation Allocation method; and 

  WPA 公認大会において、実施種目のエントリー標準記録を突破している者(標準記録突破期間：
2018 年 10 月 1 日-2021 年 8 月 1 日)。また、2018-2021 シーズンで有効な IPC ライセンスプ
ログラムポリシー従っていること。但し、バイパルタイト招待枠割当方式については例外とする。 

 

・ be internationally classified with a ‘Confirmed’ sport class status or a ‘Review’ sport class 
status with a review date after 31 December 2021. 

  国際クラス分けステータスが “Confirmed” もしくは ”Review”で FRD が 2021 年 12 月 31 日 

以降であること。  

 

To be eligible for the relay event, athletes must:  

リレー種目のエントリー資格は以下の通りとする 

 

・be entered into an individual event. 

  個人種目にエントリーしている者 

 

 

Maximum Entry per NPC  各 NPC の最大エントリー数 

 



An NPC can enter a maximum of three (3) eligible athletes per Individual medal event 
provided each has achieve at least a MES performance in that event. 

NPC は一つの個人メダル種目に対し、その種目の MES を突破していることを条件に、最大 3 名ま
でエントリーが可能である。 

 

NPCs can enter a maximum of one (1) team in the relay medal event. 

リレー種目は最大 1 チームまでエントリーが可能である。 

 

NPCs may enter a maximum of six (6) eligible athletes in each marathon medal event. A 
maximum of three (3) athletes per NPCs may enter each marathon medal event as their 
only event. 

各マラソン種目については、NPC は最大 6 名までエントリーが可能である。マラソンのみ出場する
選手は、最大 3 名までエントリーすることが出来る。 

 

NPCs may enter an eligible athlete in an unlimited number of individual medal events as long 
as the athlete has achieved a MES performance in each respective event. 

選手は、エントリーする種目の標準記録を突破していれば、個人メダル種目の数に制限無くエント
リーする事が出来る。 

 

 

QUALIFICATION SYSTEM    参加資格の割り当て 

 

Qualification slots will be allocated as follow: 

参加資格枠は以下の方式にて割り当てられる。 

 

Method  方式 Qualification 参加資格 Total 合計 

2019 Marathon World 
Championships Allocation 
(tbd) 

 

2019 マラソン世界選手権
大会割当枠(ロンドン) 

The top four (4) ranked athletes at the 2019 World 
Para Athletics Marathon World Championships in 
each medal event on the Tokyo 2020 Paralympic 
Programme each obtain one (1) qualification slot 
for their respective NPC.  

2019WPAマラソン世界選手権にて、東京パラリンピッ
クで実施される種目の1位-4位までの選手のNPCにそれ
ぞれ1枠を割り当てる。 

In the case that fewer slots are allocated through 
this method than available in the quota, World Para 
Athletics will allocate the remaining slots via the 
Qualification Ranking Allocation method (see 
below) 

予定枠数(男子12/女子8)に達しない場合、残った枠はラ
ンキング出場枠方式に割り振る。(下記参照) 
 

男子 12 選手 

女子 8 選手 

2019 World Championships 
Allocation(tbd) 

 

2019 WPA 世界選手権大会 

割当枠(ドバイ) 

The top four (4) ranked athletes at the 2019 World 
Para Athletics Championships in each of the 
Individual medal events on the Tokyo 2020 
Paralympic Programme (excluding Marathon) will 
each obtain one (1) qualification slot for their 
respective NPC. 
 
東京パラリンピックの実施予定個人種目(マラソンを除
く)において、1 位-4 位までの選手の NPC にそれぞれ 1
枠を割り当てる。 
 

男子 360 選手 

女子 288 選手 



In the case that an athlete is ranked first to fourth 
in more than one medal event, the athlete can only 
obtain one (1) qualification slot for their NPC. 
 
同じ選手が複数の種目で 1 位-4 位となっても、その選
手に対しては 1 枠のみが NPC へ割り当てられる。 
 
Athletes who have obtained a qualification slot at 
the 2019 World Para Athletics Marathon World 
Championships cannot obtain an additional slot for 
their NPC through this allocation method or vice 
versa. 
 
2019WPA マラソン世界選手権にて参加枠を取得した
選手については、この方式で追加の枠を取得する事はで
きない。(また逆の場合も同じである。) 
 
In the case that fewer slots are allocated through 
this method than available in the quota, World Para 
Athletics will allocate the remaining slots via the 
Qualification Ranking Allocation method (see 
below). 

予定枠数(男子360/女子288)に達しない場合、残った枠
はランキング出場枠方式に割り振る。(下記参照) 
 

Qualification Ranking 
Allocation 

参加資格ランキング枠 

World Para Athletics will establish a 24-month 
Qualification Ranking from 1 April 2019 to 1 April 
2021 for each of the Individual medal events on the 
Tokyo 2020 Event Programme except for the 
Marathon medal events. 
 
WPA は 2019 年 4 月 1 日-2021 年 4 月 1 日の期間の東
京パラリンピック実施予定種目(マラソンを除く)の参
加資格ランキングを作成する。 
 
The Qualification Ranking will only recognize 
athletes who were licensed at the time they 
achieved the result in accordance with the IPC 
Athlete Licensing Programme Policies valid for the 
2019-2021 seasons and who hold an international 
sport class status of ‘Review’ or ‘Confirmed’ prior to 
1 April 2021. 
 
参加資格ランキングについては、記録を出した時点にお
いて 2019-2021 シーズンのライセンスプログラムに従
ってライセンスを取得済みであり、かつ国際クラス分け
ステータスが 2021 年 4 月 1 日以前に Review もしくは
Confirmed である選手のみを対象とする。 
The top six (6) ranked athletes of each Individual 
medal event will obtain one (1) qualification slot for 
their respective NPC. In the case that an athlete is 
eligible in more than one (1) medal event for slot 
allocation under this method, he/she can only 
obtain one (1) qualification slot for his/her NPC. 
 
各個人メダル種目におけるランキング 1 位-6 位までの
選手の NPC にそれぞれ 1 枠を割り当てる。 
この方式において同じ選手が複数の種目で資格を得た
場合でも、その選手に対しては 1 枠のみが NPC へ割り

男子 245 選手 

女子 163 選手 



当てられる。 
 
Athletes who have obtained a qualification slot 
through the aforementioned methods cannot 
obtain an additional slot for their NPC through this 
allocation method. 
前述の参加枠割当方式によって既に枠を獲得した選手
対しては、この方式での割り当ては無い。 
 
In the case that fewer slots are allocated through 
this method than available in the quota, World Para 
Athletics will allocate the remaining slots via the 
Representation Allocation method (see below). 

予定枠数に達しない場合、残った枠はﾘﾌﾟﾘｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ割当
方式に割り振る。(下記参照) 

Representation Allocation 

ﾘﾌﾟﾘｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ割当枠 

If an NPC has not qualified a minimum of one (1) 
slot in each gender via the aforementioned 
methods the NPC can earn up to one (1) male and 
one (1) female slot if the NPC has an 
athlete/athletes of that gender that has/have met a 
Minimum Entry Standard by the end of the 
24-month Qualification Ranking. 
 
上述の割当方式によって、各性別の枠を 1 枠も獲得しな
かった NPC に対して、男子 1 枠、女子 1 枠の参加枠が
割り当てられる。但し、2 年間(24 ヶ月)参加資格ランキ
ングの終了までに MESを突破した選手がいる NPC を対
象とする。 
 
Potential Representation Allocation Scenarios: 
ﾘﾌﾟﾘｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ枠の割り当て例 
 事前の獲得枠数     2020/4/1 までの    ﾘﾌﾟﾘｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ枠割当数 

MES 突破選手数    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In order to identify which athletes will be excluded 
from further allocation methods the Representation 
Allocation slots will be attributed to the highest 
ranked athlete per gender per NPC when an NPC 
has multiple athletes that have achieved an MES 
within the timeframe of the 24-month Qualification 
Ranking (1 April 2019 to 1 April 2021.) 
 
どの選手が以降の割当方式の対象から除外されるかを
明らかするために、リプリゼンテーション割当方式は当
該 NPC へ、2 年間(24 ヶ月)参加資格ランキング(2019
年 4 月 1 日から 2021 年 4 月 1 日)対象期間内に標準記

男子：未定 

女子：未定 



録を突破した選手が複数いる場合は、NPC の各性別で最
も高いランキングの選手に割り当てられる。 
  
 
In the case that fewer slots are allocated through 
this method than still available at this point, World 
Para Athletics will allocate the remaining slots via 
the High Performance Allocation method (see 
below). 

この方式での予定枠数に達しない場合、残った枠はハイ
パフォーマンス割当方式に割り振る。(下記参照) 

 

2021 World Para Athletics 

Marathon World Cup 
(tbd) or Marathon 
Qualification Ranking 

 

2021WPA マラソンワール
ドカップ(未定) 

もしくは 

マラソン参加資格ランキン
グ 

The two (2) highest ranked athletes in the Top 6 of 
each Marathon event on the Tokyo 2020 
Paralympic Programme who have achieved an MES 
at the 2021 World Para Athletics Marathon World 
Cup and have not otherwise obtained a qualification 
slot for their respective NPC will each obtain one (1) 
qualification slot for their NPC. 
 
東京パラリンピックの実施予定マラソン種目の 6 位ま
での選手の内、上位 2 名で、2021WPA マラソンワール
ドカップにおいて MES を突破し、そして参加資格枠を
獲得していない選手の NPC にそれぞれ 1 枠を割り当て
る。 
 
In the event that the 2021 World Para Athletics 
Marathon World Cup does not take place, WPA will 
instead employ a Marathon Qualification Ranking 
for each of the marathon events on the Tokyo 2020 
Event Programme. 
 
2021WPA マラソン W 杯が実施されない場合は、代わ
りとして WPA が東京パラリンピック実施予定マラソン
種目の参加資格ランキングを採用する。 
 
 
The Marathon Qualification Ranking will incorporate 
all WPA-recognised marathons from 1April 2019 to 
1 April 2021, except for races where the overall 
decrease in elevation between the start and the 
finish exceeds 1:1000, i.e. 1m per km. 
マラソン参加資格ランキングは、2019 年 4 月 1 日から
2021 年 4 月 1 日の期間で WPA 公認とされた全てのマ
ラソンレースが対象となる。但し、スタートとフィニッ
シュの 2 点間の標高の減少が 1:1000、すなわち 1km
あたり 1m を超えているレースを除く。 
 
 
The Marathon Qualification Ranking will only 
recognize athletes who were licensed at the time 
they achieved the result in accordance with the IPC 
Athlete Licensing Programme Policies valid for the 
2019-2021 seasons and who hold an international 
Sport Class Status of ‘Revew’ or ‘Confirmed’ prior to 
1 April 2021. 
 
マラソン参加資格ランキングへの反映されるのは、記録

Up to 6 male 

athletes 

男子:6 名 

 

Up to 4 female 

athletes 

女子：4 名 

 



を出した時点において 2019-2021 シーズンに有効なラ
イセンスを取得済みであり、かつ国際クラス分けステー
タスが 2021 年 4 月 1 日以前に Review もしくは
Confirmed である選手の記録のみである。 
 
 
The two (2) highest ranked athletes, according to 
the Marathon Qualification Rankingm in the top 6 of 
each Marathon events on the Tokyo 2020 Event 
Programme who have not otherwise obtained a 
qualification slot for their respective NPC will each 
obtain one (1) qualification slot for their NPC. 
 
東京パラリンピックのマラソン実施種目において、マラ
ソン参加資格ランキング 6 位までの選手で、未だ参加枠
を獲得していない上位 2 選手の NPC に対して 1 枠を割
り当てる。 
 
Whichever method of slot allocation is employed, in 
the case that fewer slots are allocated through this 
method that available in the quota, World Para 
Athletics will allocate theremaining slots via 
High-Prrformance Allocation method (see below). 
 
何れかの割り当て方式を適用し、そしてこの方式におい
ても予定枠数に達しない場合、残った枠はハイパフォー
マンス割当方式に割り振る。(下記参照) 
 

High Performance 

Allocation 

ハイパフォーマンス割当枠 

World Para Athletics will release a set of High 
Performance Standards by 29 November 2019. 
Athletes who achieved these Standards at a World 
Para Athletics Recognised Competition between 1 
October 2018 and June 2021(exact date tbd) but 
who have not obtained a qualification slot for their 
respective NPC through the aforementioned 
methods will be considered to determine the High 
Performance Allocation of slots. 
 
WPA は 2019 年 11 月 29 日までにハイパフォーマンス
標準記録を発表する予定である。WPA 公認大会におい
て 2018 年 10 月 1 日-2021 年 6 月(日付未定)までにこ
の標準記録を突破し、前述の割当方式で参加枠を獲得し
ていない選手が、このハイパフォーマンス割当枠の対象
とみなされる。 
 
The number of slots allocated via this method will 
be determined by the number of remaining slots 
available from the overall quota per gender 
following the conclusion of all aforementioned 
qualification methods. 
 
この方式で配分される枠数は、前述されている全ての割
当方式の結果に基づいて、性別ごとの総数からの残数と
して決定される。 
 
High Performance Standards are only recognized 
for athletes who were licensed at the time they 
achieved the result and hold an international sport 
class status of ‘Review’ or ‘Confirmed’ prior to June 
2021. 

男子：未定 

女子：未定 



 
ハイパフォーマンス標準は、記録を出した時点において
ライセンスを取得済みであり、かつ国際クラス分けステ
ータスが 2021 年 6 月(日付未定)より前に Review もし
くは Confirmed である選手の記録のみが公認される。 
 
If more athletes have achieved a High Performance 
Standard than the total number of qualification 
slots available under this method, then the 
qualification slots will be allocated as follows: 
 
この方式での割当予定枠数よりも多くの選手がハイパ
フォーマンス標準記録を突破した場合、以下の基準に従
って枠の配分を行う。 
 
 
Male Allocation *: A x (B÷C)      男子の割当枠数 
Female Allocation *: A x (B÷C)    女子の割当枠数 
 
A – Number of athletes** with a high performance 
per gender per NPC 

各 NPC の性別ごとのハイパフォーマンス突破選手数 
 
B – Total number of available qualification slots per 
gender 

性別ごとの割当枠総数 
 
C – Total number of athletes**with a high 

performance per gender for all NPCs 
  全 NPC の性別ごとのハイパフォーマンス突破選手総数 
 
*World Para Athletics reserve the right to round  
up or down in order to achieve the required 
allocation of qualification slots per gender. 
WPA は性別ごとの必要枠数の調整のため、数字の 
少数点以下第一位を切り上げもしくは切り捨てる権利 
を持つ。 

 
**Only athletes who have not obtained a slot via  

the aforementioned qualification methods will 
be considered for the High Performance 
Allocation. 

 
前述の割当方式で参加枠を獲得していない選手が、 
このハイパフォーマンス割当枠の対象とみなされる。 
 
If more qualification slots are available in a gender 
than the number of eligible athletes who have 
achieved an HPS, the remaining slots will be 
allocated via the Bipartite Commission Invitation 
method. 
 
割当枠数がハイパフォーマンス標準を突破した選手の
数よりも多い場合、残った枠はバイパルタイト招待枠に
振り分けられる。 
 

Bipartite Commission 

Invitation Allocation 

バイパルタイト招待枠 

Seven (7) eligible male athletes and seven (7) 
eligible female athletes will be considered by IPC 
and World Para Athletics for Bipartite Commission 
Invitation qualification slots. Some or all of these 

男子：7 選手 

女子：7 選手 



slots may be used to protect the viability of certain 
medal events. 
 
IPC 及び WPA は、男子 7 選手、女子 7 選手に対してバ
イパルタイト招待枠を割り当てる予定である。また、こ
れらの枠の一部、もしくは全てがメダル種目の成立基準
を満たすために使用される場合がある。 
 
To be considered for a Bipartite Commission 
Invitation slot, NPCs must submit an official 
application in writing to World Para Athletics by 
1 June 2021. 
 
バイパルタイト招待枠を希望する場合、2021 年 6 月 1
日までに WPA へ正式に申請を行わなければならない。 
 

Total  

合計 

 男子：630 選手 

女子：470 選手 

 

 

 

Universal Relay Entry Conditions 

ユニバーサルリレーエントリー条件 

 

A maximum of sixteen (16) NPCs will be able to each enter one (1) team for the Universal 
Relay medal event. 

ユニバーサルリレー種目は、最大 16 ヶ国の NPC が各 1 チームをエントリーすることが出来る。 

 

The top four (4) ranked NPCs in the Universal Relay event at the 2019 World Para Athletics 
Championships each obtain one (1) team entry. 

2019WPA 世界選手権大会でのユニバーサルリレーにおいて上位 4 チームとなった NPC は、各々1
チームのエントリー資格が得られる。 

 

World Para Athletics will establish a Universal Relay Qualification Ranking from 1 October 
2018 to 1 August 2021 for the Universal Relay medal event. The twelve (12) highest ranked 
teams in the Universal Relay ranking (not yet eligible) at the end of the period to achieve 
performances will each obtain one (1) team entry. 

WPA は 2018 年 10 月 1 日から 2021 年 8 月 1 日の期間におけるユニバーサルリレー参加資格ラン
キングを作成する。上記の期間終了後、ランキング上位 12 チーム(未だ出場枠を獲得していない)
に対して、1 チームのエントリー資格が与えられる。 

 

No additional athlete qualification slots will be allocated for the Universal Relay medal event. 
All relay teams must comprise of athletes already entered into an individual event and the 
composition of the team will be subjected to the relevant World Para Athletics competition 
rules. 

ユニバーサルリレー種目の参加枠の追加は無い。チームメンバーは全員、個人種目にエントリーを
している選手でなければならない。また、チーム構成については WPA 競技規則に準じること。 

 

 

 

  

Time Line  スケジュール 

 



1 October 2018 

2018 年 10 月 1 日 

World Para Athletics publish the Minimum Entry Standards (MES) for 
the Tokyo 2020 Paralympic Games 

エントリー標準記録の発表 

1 October 2018 

2018 年 10 月 1 日 

Start of the period for athletes to achieve MES and High 
Performances 

エントリー標準記録及びハイパフォーマンス標準記録突破期間の開始 

1 October 2018 

2018 年 10 月 1 日 

Start of the period for teams to achieve results towards the Universal 
Relay Qualification ranking 

ユニバーサルリレー参加資格ランキング対象期間の開始 

1 April 2019 

2019 年 4 月 1 日 

Start of the period for athletes to achieve results towards the 
Qualification Ranking Allocation and Representation Allocation 

参加資格ランキング枠及びﾘﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ割当枠の対象期間の開始 

28 April 2019 

2019 年 4 月 28 日 

2019 World Para Athletics Marathon World Championships 

2019WPA マラソン世界選手権大会 

7-15 Nov. 2019 

2019 年 11 月 7-15 日 

2019 World Para Athletics Championships, Dubai, UAE 

2019WPA 世界選手権大会 

29 November 2019 

2019 年 11 月 29 日 

World Para Athletics publish the High Performance Standards for the 
Tokyo 2020 Paralympic Games 

ハイパフォーマンス標準記録の発表 

4 December 2019 

2019 年 12 月 4 日 

World Para Athletics confirm in writing to the NPCs the allocation of 
direct allocation slots obtained through the 2019 World Para 
Athletics Championships and 2019 World Para Athletics Marathon 
World Championships. 

2019WPA 世界選手権及びマラソン世界選手権における獲得枠数の確認
(WPA→NPC) 

16 December 2019 

2019 年 12 月 16 日 

Deadline for NPCs to confirm the use of direct qualification slots 
obtained through the 2019 World Para Athletics Championships and 
2019 World Para Athletics Marathon World Championships 

2019WPA 世界選手権及びマラソン世界選手権において割り当てられた出
場枠数の使用確認期限(NPC→WPA) 

1 April 2021 

2021 年 4 月 1 日 

End of the period for athletes to achieve results towards the 
Qualification Ranking Allocation and Representation Allocation 

ランキング出場枠及びﾘﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ割当枠の対象期間の終了 

2021, tbd 

2021 年(未定) 

2021 World Para Athletics Marathon World Cup 

2021WPA マラソンワールドカップ 

1 May 2021 

2021 年 5 月 3 日 

Start of the Bipartite Commission Invitation application process 

バイパルタイト招待枠の申請開始 

5 May 2021 

2021 年 5 月 5 日 

World Para Athletics confirm in writing to NPCs the allocation of the 
Qualification Ranking Allocation and Representation Allocation slots 

ランキング出場枠及びﾘﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ割当の獲得枠数の確認(WPA→NPC) 

May 2021, tbd 

2021 年 5 月(未定) 

World Para Athletics confirm in writing to NPCs the allocation of the 
direct allocation slots obtained through the 2021 World Para 
Athletics Marathon World Cup or Marathon Qualification Ranking 

2020 マラソンワールドカップ又はマラソン参加資格ランキングにおける
獲得枠数の確認(WPA→NPC) 

14 May 2021 

2021 年 5 月 14 日 

Deadline for Tokyo 2020 Organising Committee to receive 
accreditation application forms submitted by NPCs (“Accreditation 



Long List”) 

東京 2020 アクレディテーション(ロングリスト)申請期限(NPC→LOC) 

19 May 2021 

2021 年 5 月 19 日 

Deadline for NPCs to confirm the use of direct qualification slots 
obtained through the Qualification Ranking Allocation and 
Representation Allocation 

ランキング出場枠及びﾘﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ割当において割り当てられた出場枠
数の使用確認期限(NPC→WPA) 

May 2021, tbd 

2021 年 5 月(未定) 

Deadline for NPC to confirm the use of direct qualification slots 
obtained through the 2021 Marathon World Cup or Marathon 
Qualification Ranking 

2021 マラソンワールドカップ又はマラソン参加資格ランキングにおいて
割り当てられた出場枠数の使用確認期限(NPC→WPA) 

1 June 2021 

2021 年 6 月 1 日 

Deadline for NPCs to submit application for Bipartite Commission 
Invitations 

バイパルタイト招待枠の申請期限(NPC→WPA) 

June 2021 tbd 

2021 年 6 月(未定) 

End of the period for athletes to achieve High Performances for 
calculating the qualification slots allocated through the High 
Performance Allocation method. 

ハイパフォーマンス標準記録突破期間の終了 

June 2021 tbd 

2021 年 6 月(未定) 

World Para Athletics notify in writing to the NPCs the allocation of 
slots through the High Performance Allocation 

ハイパフォーマンス割当方式における割当枠数の通知(WPA→NPC) 

23 June 2021 

2021 年 6 月 23 日 

World Para Athletics confirm in writing the awarding of Bipartite 
Commission Invitation slots 

バイパルタイト招待枠数の通知(WPA→NPC) 

6 July 2021 

2021 年 7 月 6 日 

NPCs confirm in writing to World Para Athletics the use of allocated 
qualification slots through the High Performance Allocation 

ハイパフォーマンス割当枠の使用確認期限(NPC→WPA) 

6 July 2021 

2021 年 7 月 6 日 

NPCs confirm in writing to World Para Athletics the acceptance of 
Bipartite Commission Invitation slots 

バイパルタイト招待枠の使用確認期限(NPC→WPA) 

14 July 2021 

2021 年 7 月 14 日 

World Para Athletics confirm in writing the reallocation of any 
unused qualification slots 

WPA による未使用枠の再割り当て 

1 August 2021 

2021 年 8 月 1 日 

End of the period for athletes to achieve MES performances for entry 
to the Tokyo 2020 Paralympic Games 

東京 2020 パラリンピック競技大会標準記録突破期間の終了 

1 August 2021 

2021 年 8 月 1 日 

End of the period for teams to achieve results towards the Universal 
Relay Qualification ranking 

ユニバーサルリレー参加資格ランキング対象期間の終了 

2 August 2021 

2021 年 8 月 2 日 

Deadline for Tokyo 2020 Organising Committee to receive sport 
entry forms submitted by NPCs 

競技エントリー提出期限(NPC→LOC) 

 

 

 

CONFIRMATION PROCESS OF ALLOCATED SLOTS 



参加資格枠の使用確認に関する連絡について 

 

By the dates published herein each qualified NPC must confirm to World Para Athletics in 
writing (fax and email are accepted) if they wish to use their slots allocated through the 
qualification slot allocation methods. NPCs that have not responded by the respective dates 
will lose their qualification slots, and World Para Athletics may reallocate these slots. 

 

参加資格枠を割り当てられた各 NPC が、その枠の使用についての確認を、FAX 又は E メールにて、
WPA へ連絡をしなければならない。定められた期日までに連絡を行わなかった NPC についてはそ
の参加枠を失い、WPA によりその枠が再配分される場合がある。 

 

By 14 July 2021 World Para Athletics confirms in writing the reallocation of unused 
qualification slots. 

2021 年 7 月 14 日までに、WPA は未使用枠の割り当てについての確認を行う。 

 

By 14 July 2021 it is officially declared that the respective NPCs will use the allocated slots for 
the Tokyo 2020 Paralympic Games. Any NPC that does not use its allocated slots may be 
subject to sanctions by World Para Athletics or by the IPC. 

 

2021 年 7 月 14 日までに、NPC は割り当てられた枠を使用することを正式に申告することとする。
その後、割当枠を使用しない場合は、WPA により何らかの制裁を課せられる場合がある。 

 

 

 

REALLOCATION OF UNUSED QUALIFICATION SLOTS 

未使用枠の再配分について 

 

Any qualification slots allocated and not used by the respective NPC will be reallocated via 
the Bipartite Invitation Commission Allocation method. 

 

NPC によって使用されない参加枠については、バイパルタイト招待枠方式により再割り当てされる。 

 

 

※メダル種目プログラム及びエントリー標準記録は原本参照 


