2014年度 ルール変更 対照表
競技名：フィギュアスケート
変更前の内容

変更後の内容
日本語版では、段落番号を変更せず、2012 年版
のままとしています。

セクションＡ－公式種目

セクションＡ－公式種目

3.ペアスケーティング（ペアレベル 1－2）

3.ペアスケーティング（ペアレベル 1－3）

4.アイスダンス（アイスダンスレベル 1－4）

4.アイスダンス（アイスダンスレベル 1－6）

セクション E－競技ルール

セクション E－競技ルール

1．シングルス競技

1．シングルス競技

a．レベルⅠ
3）レベルⅠフリースタイルプログラム

a．レベルⅠ
3） レベルⅠフリースタイルプログラム

c）これは、初心者のためのフリースタイ

c）これは、初心者のためのフリースタ

ルのプログラムであり、バランス、滑

イルのプログラムであり、バランス、

走動作の開始の出来映えに重点を置

滑走動作の開始の出来映えに重点を

き、バッジ 1～5 から選択されたエレ

置き、バッジ 1～5 から選択されたエ

メントを含むバランスの良いプログラ

レメントを含むバランスの良いプロ

ムである。なお、エレメントの選択は

グラムである。なお、エレメントの選

以下のものに限られる。

択は以下のもの、および１つまでの
ジャンプ（その場もしくは動きながら
両足ジャンプ）に限られる。

b．レベルⅡ

b．レベルⅡ

1）参加資格：レベルⅡ競技に参加するス

1) 参加資格：レベルⅡ競技に参加するス

ケーターはバッジ 1～10 が出来なけ

ケーターはバッジ 1～9 が出来なければ

ればならない。ただしそれ以上のバッ

ならない。ただしそれを超えるバッジは

ジは出来ないこととする。

出来ないこととする。

3）レベルⅡフリースタイルプログラム

3） レベルⅡフリースタイルプログラム

c）これは、上級初心者のためのフリース

c) これは、上級初心者のためのフリース

タイルのプログラムであり、滑走と

タイルのプログラムであり、滑走と

ターンに重点を置き、バッジ 1～10 か

ターンに重点を置き、バッジ 1～9 から

ら選択されたエレメントを含むバラン

選択されたエレメントを含むバランス

スの良いプログラムである。なお、エ

の良いプログラムである。なお、エレ

レメントの選択はレベルⅠで列挙され

メントの選択はレベルⅠで列挙されて

ているエレメントおよび以下のものに

いるエレメントおよび以下のもの、2

限られる。

つまでのシングルジャンプ（その場も
しくは動きながら両足ジャンプ、バ
ニーホップ）に限られる。

ホッケーストップ
フォアインスリーターン（左右とも）
フォアスパイラル

<削除>
<削除>
<削除>

・ 連続バッククロス（左右とも）

<削除>

h） バッジ 11 以上のエレメントをプロ

h) バッジ 10 以上のエレメントをプログ

グラムに含んではならない。違反した

ラムに含んではならない。違反した場

場合は、追加した各々のエレメントに

合は、追加した各々のエレメントに対

対し 0.2 点が必ず減点される。

し 0.2 点が必ず減点される。

c. レベルⅢ
2) レベルⅢコンパルソリーエレメントグ
ループ

c. レベルⅢ
2) レベルⅢコンパルソリーエレメント
グループ

ⅲ. スケーターは右のフォアインエッジ

ⅲ. スケーターは右のフォアインエッジ

から左のバックインエッジのオープ

から左のバックインエッジのオープン

ンモホークと左のフォアインエッジ

モホークを行う。

から右のバックインエッジのオープ
ンモホークを行う。
3) レベルⅢフリースタイルプログラム

3) レベルⅢフリースタイルプログラム

c）これは、中級者のためのフリースタイ

c）これは、中級者のためのフリースタイ

ルのプログラムであり、フローとキャ

ルのプログラムであり、フローとキャ

リンク（身のこなし）また、やや上級

リンク（身のこなし）また、やや上級

スキルレベルにも重点を置き、バッジ

スキルレベルにも重点を置き、バッジ

1～12 から選択されたエレメントを含

1～12 から選択されたエレメントを含

むバランスの良いプログラムである。

むバランスの良いプログラムである。

なお、エレメントの選択はレベルⅠと

なお、エレメントの選択はレベルⅠと

レベルⅡで列挙されているエレメント

レベルⅡで列挙されているエレメント

および以下のものに限られる

および以下のもの、3 つまでのシング
ルジャンプ（その場もしくは動きなが
ら両足ジャンプ、バニーホップ、スリー

ジャンプ、サルコウジャンプ、トウルー
プジャンプ）に限られる。
・ フォアスパイラル
片足スピン（最低 3 回転）

・ 片足スピン（最低 3 回転、アップラ
イトポジションに限る）
・ 連続バッククロス（左右とも）
・ フォアインスリーターン (左右とも)

フィールドムーヴズ（スパイラル、ラ

・ フィールドムーヴズ

ンジ等）

・ ホッケーストップ

d．レベルⅣ

d. レベルⅣ

2) レベルⅣフリースタイルプログラム

2) レベルⅣフリースタイルプログラム

c) これは、さらに上級者のためのフリー

c) これは、さらに上級者のためのフリー

スタイルのプログラムであり、スピン

スタイルのプログラムであり、スピン

とジャンプとフットワークに重点を置

とジャンプとフットワークに重点を置

き、フリースケーティング（自由演技）

き、フリースケーティング（自由演技）

のエレメントを含むバランスの良いプ

のエレメントを含むバランスの良いプ

ログラムである。なお、エレメントの

ログラムである。なお、エレメントの

選択はレベルⅠ、レベルⅡ、レベルⅢ

選択はレベルⅠ、レベルⅡ、レベルⅢ

で列挙されているエレメントおよび以

で列挙されているエレメントおよび以

下のものに限られる。

下のもの、4 つまでのハーフローテー
ション付きのシングルジャンプ 1 つの
コンビネーションジャンプ（サルコウ
／トウループ）
、2 つまでのスピンに限
られる。

• 両足スピンから外側の足を上げる

<削除>

（バックスピンから始める）
e. 2 種類以内のポジションでの片足スピ
ン – 足換え無し
f. アップライトバックスピン – どの姿
勢からでも開始できる。
• コンビネーション

スリージャンプ／

<削除>

トウループジャンプ
e．レベルⅤ
１）レベルⅤコンパルソリーエレメントグ
ループ
c) ライト・フォア・アウトからインへ

e. レベルⅤ
1) レベルⅤコンパルソリーエレメントグ
ループ
c) ライト・フォア・アウトからインへ

エッジチェンジ（RFOI-CE）
→レフト・フォア・インスリーターン

エッジチェンジ（RFOI-CE）
→レフト・フォア・インスリーターン

（図# 3 参照）
d) ライト・フォア・インからアウトへ
エッジチェンジ（RFIO-CE）
→レフト・フォア・アウトスリーター

d) ライト・フォア・インからアウトへ
エッジチェンジ（RFIO-CE）
→レフト・フォア・アウトスリーターン）

ン（図# 4 参照）
e) レフト・フォア・アウトからインへ
エッジチェンジ（LFIO-CE）
→ライト・フォア・イン スリーターン

e) レフト・フォア・アウトからインへ
エッジチェンジ（LFIO-CE）
→ライト・フォア・イン スリーターン

（図#5 参照）
f)レフト・フォア・インからアウトへエッ
ジチェンジ（LFOI-CE）
→ライト・フォア・アウト スリーター

f) レフト・フォア・インからアウトへ
エッジチェンジ（LFOI-CE）
→ライト・フォア・アウト スリーターン

ン（図#6 参照）
2）レベルⅤフリースタイルルーティン

2) レベルⅤフリースタイルルーティン

c）これは上級のフリースタイルプログラ

c) これは上級のフリースタイルプログ

ムである。スピン、コンビネーション

ラムである。スピン、コンビネーショ

スピン、上級ジャンプ、コンビネーショ

ンスピン、上級ジャンプ、コンビネー

ンジャンプ、フットワークに重点を置

ションジャンプ、フットワークに重点

き、フリースケーティング（自由演技）

を置き、フリースケーティング（自由

のエレメントを含むバランスの良いプ

演技）のエレメントを含むバランスの

ログラムである。なお、エレメントの

良いプログラムである。なお、エレメ

選択はレベルⅠ、レベルⅡ、レベルⅢ、

ントの選択はレベルⅠ、レベルⅡ、レ

レベルⅣで列挙されているエレメント

ベルⅢ、レベルⅣ、レベルⅤおよび以

および以下のものに限られる。

下に列挙されているエレメント、5 つ
までのシングルジャンプと 2 つまでの
コンビネーションジャンプ（サルコウ+
トウループおよびスリージャンプ+ト
ウループ）に限られる。なお、ジャン
プはフルローテーション付きで行って
良い。

f．レベルⅥ
2) レベルⅥフリースタイルプログラム:
c）これは最も上級のフリースタイルプロ

f. レベルⅥ
2) レベルⅥフリースタイルプログラム
c) これは最も上級のフリースタイルプ

グラムである。レベルⅠ、レベルⅡ、レ

ログラムである。レベルⅠ、レベルⅡ、

ベルⅢ、レベルⅣ、レベルⅤおよび以下

レベルⅢ、レベルⅣ、レベルⅤおよび

に列挙されているエレメントを含む、バ

以下に列挙されているエレメント（こ

ランスの良いプログラムである。

れらはすべて行って良い）を含む、バ
ランスの良いプログラムである。

2．ペアスケーティング
b． レベルⅡペア

2. ペアスケーティング
b. レベルⅡペア

1）参加資格：この種目に参加するスケー

1) 参加資格: この種目に参加するスケー

ターは少なくともレベルⅣのシングルス

ターは少なくともレベルⅣのシングルス

スケーターでなければいけないが、レベ

ケーターでなければいけないが、レベル

ルⅦ以上のシングルススケーターであっ

Ⅵを上回るシングルスケーターであって

てはならない。

はならない。

3）レベルⅡペアフリースタイルプログラム

3) レベルⅡペアフリースタイルプログラ
ム

•リフトについては男性 1 1/2 回転、女
性は 2 回転までとする。
- 男性の両腕を完全に伸ばしきっては
ならない。

・リフトについては男性 1 回転、女性
は 1 と 1/2 回転までとする。
- 男性の両腕を完全に伸ばしきっては
ならない。

c. レベルⅢ ペア
1) 参加資格: この種目に参加するスケー
ターは少なくともレベルⅣのシングルス
ケーターでなければいけないが、レベル
Ⅵを上回るシングルスケーターであって
はならない。両スケーターのシングルス
レベルは同一でなくてもよいが、シング
ルスレベルⅣ、Ⅴ、Ⅵの範囲でなくては
ならない。チームは男性 1 名と女性１名、
あるいは男性 2 名、または女性 2 名のい
ずれかによるスペシャルオリンピックス
のアスリート 2 名で構成される。
2) レベルⅢコンパルソリーエレメントグ
ループ
a)スケーターはリンク上のどこからでも
演技を開始できる。
b) スケーターは審判から指示があった
時に演技を開始する。
c) スケーターには音楽なしで最長 1 分

30 秒、次のスキルを演技する時間があ
る。
d) 求められるスキル: 円を描きながら
オープンモホーク(左右どちらのホー
ルドポジションで行っても良い)、 ス
トレートラインステップシークエン
ス、ポジション変更のある片足でのペ
アスピン、ピボットターン。
e) これらはどの順序で行っても良いが、
他のスキルを追加することはできな
い。
f) 他のエレメントを追加した場合、１つ
につき 0.2 点が必ず減点される。
g) スケーターはチーム（2 人）で各コン
パルソリーのエレメントを演じなけれ
ばならない。スケーターはこれらのエ
レメントを連続した動きとして音楽な
しで演じなければならない。
h) 各チーム 2 回ずつ演技することが出
来る。
i) 審判から高い合計得点を集めた方の
演技をそのスケーターの最終スコアと
し、もう一方の演技のスコアは考慮し
ない。
3) レベルⅢ ペアフリースタイル
プログラム
a) このプログラムは器楽演奏による音
楽に合わせて演じられなければならな
い（ボーカルは不可）
。ボーカルの使用
に対しては 0.2 点が必ず減点される。
b) 各チームは 2 分 30 秒±10 秒以内のプ
ログラムを演技する。
c) これはより上級のペアプログラムで
ある。
d) エレメントのスキルはどの順序で演
じても良い。
e) このプログラムは次のうち 10 のエレ
メントを行わなければならない。:
・ サイドバイサイドジャンプ（ジャン

プの種類は任意）
・ ポジションを変えながら行うサイド
バイサイドスピン１回
・ 片足でのペアスピン 1 回
・ ピボットターン 1 回
・ 男性 1 と 1/2 回転、女性は 2 回転
までのリフト１つ
– 男性は腕を完全に伸ばしきっては
ならない。
・コレオグラフィックシークエンス 1
つ（フィールド内での動作）、氷の表
面の半分以上を活用しペアの両者で
行う。
・バッジ 9-12 のエレメントを 3 つま
で
・ バッジ 5-8 のエレメントを 3 つまで
・より低いバッジのエレメントは評価
されないがエレメントの間をつなげ
るための使用は認める。
f) 次のエレメントはこのプログラムに
おいて実施を禁ずる。
・ 男性の両腕を完全に伸ばしきるオー
バーヘッドリフト
・ デススパイラル
・ スロージャンプ
3．アイスダンス

3. アイスダンス

a.レベルⅠ

a. レベル I

2）レベルⅠパターンダンス

2）レベルⅠファーストパターンダンス

3）レベル I 決勝－パターンダンス 2 回目

3) レベル I 決勝－セカンドパターンダン
ス

a) スケーターは次のシーズンの「パター

a) スケーターは次のシーズンの「ファー

ンダンス」として必要なダンスを演技

ストパターンダンス」となるダンスを

しなければならない。

演技しなければならない。ただし、世
界大会の翌年はこれをとばしローテー
ションされる。
【表】
年/ファーストパターンダンス/決勝-セカンド
パターンダンス

2013 年/スウィングダンス/フィエスタタンゴ
（世界大会）
2014 年/フィエスタタンゴ（飛ばす）
2014 年/ダッチワルツ/キャナスタタンゴ
2015 年/キャナスタタンゴ/リズムブルース
2016 年/リズムブルース/ダッチワルツ（世界大
会選考会の年）
2017 年/リズムブルース/ダッチワルツ（世界大
会）
2018 年/ダッチワルツ（とばす）
2018 年/キャナスタタンゴ/リズムブルース
b. レベルⅡ

b. レベルⅡ

2）レベルⅡパターンダンス

2) レベルⅡファーストパターンダンス

3）レベルⅡ決勝－パターン 2 回目

3) レベルⅡ決勝–セカンドパターンダンス

a)スケーターは次のシーズンの「パター

a) ス ケ ー タ ー は 次 の シ ー ズ ン の

ンダンス」として必要なダンスを演技

「ファーストパターンダンス」となる

しなければならない。

ダンスを演技しなければならない。た
だし、世界大会の翌年はこれをとばし
ローテーションされる。
【表】
年/ファーストパターンダンス/決勝-セカンド
パターンダンス
2013 年/スウィングダンス/フィエスタタンゴ
（世界大会）
2014 年/フィエスタタンゴ（とばす）
2014 年/チャチャ/スウィングダンス
2015 年/スウィングダンス/フィエスタタンゴ
2016 年/フィエスタタンゴ/チャチャ（世界大会
選考会の年）
2017 年/フィエスタタンゴ/チャチャ（世界大
会）
2018 年/チャチャ（とばす）
2018 年/スウィングダンス/フィエスタタンゴ

c.レベルⅢ

c. レベルⅢ

2）レベルⅢパターンダンス

2) レベルⅢファーストパターンダンス

3）レベルⅢ決勝－パターンダンス 2 回目

3) レベルⅢ決勝–セカンドパターンダン

ス
a) スケーターは次のシーズンの「パター

a) スケーターは次のシーズンの「ファー

ンダンス」として必要なダンスを演技

ストパターンダンス」となるダンスを

しなければならない。

演技しなければならない。ただし、世
界大会の翌年はこれをとばしローテー
ションされる。
4）ダンスローテーション
a) スケーターはテンフォックス、ウィ
ローワルツ、ヒッコリーホーダウンを
以下のローテーションでスケジュール
に従って演技しなければならない。
【表】
年/ファーストパターンダンス/決勝-セカンド
パターンダンス
2013 年/テンフォックス/ウィローワルツ（世界
大会）
2014 年/ウィローワルツ(とばす)
2014 年/ヒッコリーホーダウン/テンフォック
ス
2015 年/テンフォックス/ウィローワルツ
2016 年/ウィローワルツ/ヒッコリーホーダウ
ン（世界大会選考会の年）
2017 年/ウィローワルツ/ヒッコリーホーダウ
ン（世界大会）
2018 年/ヒッコリーホーダウン（とばす）
2018 年/テンフォックス/ウィローワルツ

d.レベルⅣ

d. レベルⅣ

1）レベルⅣパターンダンス

1）レベルⅣファーストパターンダンス

2）レベルⅥ 決勝－パターン 2 回目

2) レベルⅣ 決勝–セカンドパターンダン
ス

a) スケーターは次のシーズンの「パター

a) スケーターは次のシーズンの「ファー

ンダンス」として必要なコンパルソ

ストパターンダンス」として必要なダ

リーダンスを演技しなければならな

ンスを演技しなければならない。ただ

い。

し、世界大会の翌年はこれをとばし
ローテーションされる。

【表】
年/ファーストパターンダンス/決勝-セカンド
パターンダンス
2013 年/ヨーロピアンワルツ/フォックスト
ロット（世界大会）
2014 年/フォックストロット（とばす）
2014 年/フォーティーンステップ/ヨーロピア
ンワルツ
2015 年/ヨーロピアンワルツ/フォックスト
ロット
2016 年/フォックストロット/フォーティーン
ステップ（世界大会選考会の年）
2017 年/フォックストロット/フォーティーン
ステップ（世界大会）
2018 年 /フォーティーンステップ（とばす）
2018 年 /ヨーロピアンワルツ/フォックスト
ロット

e. レベル V
1) スケーターはシルバーダンス級の課題
すべてに合格していてはならない。
2) ダンスローテーション
2012/7/1–2016/6/30 パソドブレ＆スター
ライトワルツ
2016/7/1–2020/6/30 スターライトワルツ
＆キリアン
2020/7/1–2024/6/30 キリアン＆ブルース
f. レベル VI
1) スケーターはゴールドダンス級の課題
すべてに合格していてはならない。
2) ダンスローテーション
2012/7/1–2016/6/30 ヴ ィ ニ ー ズ ワ ル ツ
＆アルゼンチンタンゴ
2016/7/1–2020/6/30 アルゼンチンタンゴ
＆クイックステップ
2020/7/1–2024/6/30 クイックステップ
＆サンバ

