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国内の競技会では『'08 中部フィギュアスケート選手権大会』から適用する。

09/09/2008 – スピン
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シングル・スケーティング

スピン

質問：ショート・プログラム / フリー・スケーティング “キャメル、シット、レイバック・スピンにおける回転速度の増加は難しいバリエーションである。
この特徴はある姿勢から別の姿勢に変わるときにもカウントされるか？”

回答：
いいえ、回転速度の増加は１つの基本姿勢内でのみカウントされる、または、１つの基本姿勢内でバリエー
ションへと変化するときにカウントされる。

SINGLE SKATING

Spins

Question: Short Program / Free Skating
“Increasing speed is a difficult variation in camel, sit and lay back spin. Does this feature counts also
when going from one position to another position?”

Answer:
No - increasing speed counts only in the basic position or while going within a basic position into its
variation.

09/09/2008 – スピン・コンビネーション
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スポーツ局および技術委員会からの明確化の記録

シングル・スケーティング

スピン・コンビネーション

質問：ショート・プログラム / フリー・スケーティング “スピン・コンビネーションの中のレイバック姿勢において、サイドからバックへの姿勢の変更はレベ
ルを上げるための特徴としてカウントされるか？”

回答：
はい。理にかなっており、レイバック・スピンの特徴と一致している。

SINGLE SKATING

Combination Spin

Question: Short Program / Free Skating
“Does a change from side to back in a layback position within a Spin Combination count as a feature?”

Answer:
Yes – logical and in line with the features in a layback spin.

09/09/2008 – ジャンプ・シークェンス
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シングル・スケーティング

ジャンプ・シークェンス

質問：フリー・スケーティング ジャンプ・シークェンスにおいてアクセル型ジャンプが最後に行われたジャンプであったが、失敗によりシー
クェンスとは見なされなくなり、結果として最後に行われたジャンプが無視されることになった。
フリー・スケーティングで要求されている要素として、このアクセルはプログラム全体を通じてカウントされる
か、あるいは、カウントされないか？

回答：
コールは“xxx (第一ジャンプ) ＋ アクセル無価値(no value) ＋ SEQ”となる。このコールにより、アクセ
ルはフリー・スケーティングでは要求された要素としてカウントされるが、得点は与えられない。

SINGLE SKATING

Jump Sequence

Question: Free Skating
“In a jump sequence an Axel type jump is the last performed jump, but the sequence got lost due to a
mistake with the consequence, that last performed jump will be ignored.
Does the Axel as a required element in Free Skating count or not count for the whole program?

Answer:
The call will be “xxx (first jump) – Axel no value – sequence”. With this call the Axel would count as a
required element in Free Skating, but no points would be given.

09/09/2008 – スピン
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シングル・スケーティング

スピン - ビールマンおよび類似姿勢

質問：ショート・プログラム / フリー・スケーティング “スピンのアップライト姿勢には、レイバック、ビールマン、および類似のバリエーションを含む。
類似とは何か？”

回答：
“類似” とは、フリー・レッグの位置が頭の高さを超えるが（ビールマン姿勢で要求されている）
頭上(回転軸近く)には達しない姿勢を意味し、スケーターはアップライト姿勢からそのような姿勢
を取ることができる。しかしながら、スケーターがキャメル姿勢からフリー・レッグを掴みその
ような姿勢に達した場合には、アップライトではなくキャメル姿勢のバリエーションであるとみ
なされる。

SINGLE SKATING

Spin – Biellmann and similar position

Question: Short Program / Free Skating
“Upright position in spins includes layback, Biellmann or similar variations. What is similar?”

Answer:
“Similar” means a position with the free leg higher than the head, but not above it which you can
reach from upright position. If, however, a skater reaches such a position from a camel by grapping
the free leg, this is considered a camel and not an upright variation.
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ペア・スケーティング

ペア・スピン・コンビネーション

質問：ショート・プログラム / フリー・スケーティング “スピンの最中に回転が止まったときは、どのような結果となるか？”

回答：
回転は連続していなければならず、足換えを伴う回転方向変更時の短い停止を除き、停止しては
ならない。 ジャッジは停止が長すぎるとみなした場合には GOE を減ずる。しかし、トウまたは
ブレードを用いて停止した場合には、それはスピンの終了となる．

PAIR SKATING

Pair Spin Combination

Question: Short Program / Free Skating
“Which are the consequences, when the rotation is stopped within the spin?

Answer:
The rotation must be continuous and no stop is permitted except a short stop when changing direction
together with change of foot. Judges will reduce the GOE if they consider the stop as too long. But if
there is a stop with the toe or blade, that will be the end of the spin.

09/09/2008 – ペア・スピン・コンビネーション
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ペア・スケーティング

ソロ・スピン・コンビネーション

質問： フリー・スケーティング “２回目の足換えが回転方向の変更を伴って行われた場合、レベルの特徴はいくつ与えられる
か？”

回答：
２回目の足換えが回転方向の変更を伴って行われた場合、レベルの特徴は１つのみ与えられる。

PAIR SKATING

Solo Spin Combination

Question: Free Skating
“If the second change of foot is performed together with change of direction, how many level features
will be awarded?”

Answer:
If the second change of foot is performed together with change of direction, only one Level feature will
be awarded.

09/09/2008 – スパイラル・シークェンス
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ペア・スケーティング

スパイラル・シークェンス

質問： ショート・プログラム “ISU Communication No. 1504 によると、 パートナーのうち少なくとも１人は常にスパイラル姿
勢 でなければならない という規定が削除された。しかしながら、ISU Communication No. 1494
のGOE減点のガイドラインには、“両者ともスパイラル姿勢では無い時があればGOEを-1減ず
る”とある。
この減点は正しいか?”

回答：
いいえ、 (Communication No. 1494 が公開された後に開催された) 第 52 回 ISU 総会で ショー
ト・プログラムではパートナーのうち少なくとも１人は常にスパイラル姿勢 でなければならな
い という要求は削除され、同様に上述の減点も削除された。

PAIR SKATING

Spiral Sequence

Question: Short Program
“According to the ISU Communication No. 1504 the requirement that at least one partner must always
be in a spiral position is deleted. However in the ISU Communication No. 1494 in the guidelines for
GOE reductions we have – 1 for no partner in spiral position at a time.
Is this reduction correct?”
Answer:
nd

No. As the 52 ISU Congress (which was held after the Communication No. 1494 was published)
deleted the requirement that in Short Program at least one partner must always be in a Spiral position,
the reduction mentioned above should be deleted as well.
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シングル・スケーティング

スピン - トウ・アラビアンを伴う足換え

質問：ショート・プログラム “トウ・アラビアン・ジャンプを伴って足換えを行うことは可能か?”

回答：
いいえ、この足換えはフリー・スケーティングにおいてのみ許され、難しい足換えとしてみなさ
れ、レベルを上げるための特徴としてカウントされる。ショート・プログラムで行った場合、そ
のような足換えは誤りとみなされ特徴としてカウントされず、 フリー・フットが氷面にタッチ
する”という ISU ガイドラインンに従い GOE は減ぜられる。

SINGLE SKATING

Spin – Change of foot with a toe-Arabian

Question: Short Program
“Can a change of foot be performed with a toe-Arabian jump?”

Answer:
No, this change of foot is allowed and will be considered as a difficult change of foot and will count as a
feature only in Free Skating. If performed in Short Program, such change of foot will be considered as
an error, will not count as a feature and the GOE will be reduced according to the ISU guidelines for
touching the ice with the free foot.
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シングル・スケーティング

スピン - スピン中のジャンプ

質問：ショート・プログラム / フリー・スケーティング “ISU Communication No. 1494によると、いかなるスピンにおいてもスピン中に同じ足で離着氷し
た明らかなジャンプは（ジャンプの前後に少なくとも２回転ずつある場合）には難しいバリエー
ションとみなされる。
ショート・プログラム / フリー・スケーティングとも、姿勢はジャンプの前後で同じでなければ
ならないか？
ショート・プログラム / フリー・スケーティングとも、要求される最小回転数の前にそのような
ジャンプを行っても構わないか？”

回答：
はい、ショート・プログラム / フリー・スケーティングとも、このジャンプは基本姿勢から同じ
基本姿勢へと行わなければならず、また、ショート・プログラム / フリー・スケーティングとも、
要求されている最小回転数を回りきる前であっても難しいバリエーションとみなされるためにこ
のジャンプを行ってよい。

SINGLE SKATING

Spin – Jump within a Spin

Question: Short Program / Free Skating
“According to the ISU Communication No. 1494 in any spin a clear jump within a spin started and
landed on the same foot (at least 2 revolutions before and after the jump) will be considered as a
difficult variation. In both Short Program and Free Skating must the positions before and after the
jump be the same? In both Short Program and Free Skating is it possible to perform such a jump
before the required minimum number of revolutions?”
Answer:
Yes, in both Short Program and Free Skating this jump must be done from a basic position into the
same basic position and in both Short Program and Free Skating can be performed even before the
required minimum number of revolutions in order to be considered as a difficult variation.

