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STATUTES AND RELATED BYE-LAWS 

PART I – GENERAL PROVISIONS 

定款および関連細則 

第 1 章 一般規定 
Article 1 – Foundation, Name, Legal Status and Emblem 
1. With the objective of encouraging the development of the sport of rowing and of 

strengthening the bonds of friendship that unite those who practise it, the Adriatic, 
Belgian, French, Italian and Swiss Federations founded the Fédération 
Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) on 25 June 1892, in Turin. FISA was 
the first international sport federation to be established and rowing has been on the 
Olympic Programme since 1896, the first Olympic Games of the modern era. Para 
Rowing was integrated into the World Championships in 2002 and has been on the 
programme of the Paralympic Games since 2008.  

2. FISA is a non-governmental, not-for-profit, international organisation constituted 
pursuant to Art. 60 and following of the Swiss Civil Code. It is recognised by the 
International Olympic Committee (IOC) and it respects the Olympic Charter. 

3. World Rowing is the designation used operationally by FISA. Any reference to or 
use of the designation “World Rowing” in this Rulebook shall apply equally to FISA, 
Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron. 

4. The emblem of FISA is the five oars, side by side, which are, from left to right 
coloured blue, yellow, black, green and red with or without the letters F-I-S-A. The 
World Rowing Executive Committee (“Executive Committee”) may create additional 
emblems for specific goals, events or activities. Only the Executive Committee may 
authorise the use of the FISA emblems. 

定款第 1 項 設立、名称、法的地位、エンブレム 
1. 1892 年 6 月 25 日、アドリア海、ベルギー、フランス、イタリア、スイスの各連盟は、ローイ

ング競技の発展を奨励し、ローイング競技に携わる人々の友情の絆を深めることを目的

に、トリノで国際ボート連盟（FISA）を設立した。FISA は最初に設立された国際スポーツ連盟

で、ローイングは近代の最初のオリンピックである 1896 年からオリンピックプログラムに組み

込まれている。 

2. FISA は、定款第 60 項およびスイス民法に基づいて設立された非政府、非営利の国際組

織。FISA は国際オリンピック委員会（IOC）によって承認されており、オリンピック憲章を遵守

する。 

3. ワールドローイングは、FISA が運営上使用する呼称である。本ルールブックにおけるワール

ドローイングという呼称の言及または使用は、FISA（Fédération Internationale des Sociétés 

d’Aviron）にも同様に適用されるものとする。 

4. FISA のエンブレムは 5 本のオールを横に並べたもので、左から順に青、黄、黒、緑、赤とな

っており、F-I-S-A の文字がっているか入っていないかの違いがある。ワールドローイング常

任理事会は、特定の目的、大会または活動のために追加のエンブレムを作成することがで

きる。FISA エンブレムの使用を許可できるのは常任理事会のみである。 

Article 2 – Declaration of Principles 
1. Principles of Rowing 
Rowing as one of the oldest sports has developed and maintained strong positive traditions, 
values and characteristics which inspire and align its activities and decisions. They include the 
following: 

1.1 Development of the Individual - Individuals, through rowing, acquire experience 
in self discipline, determination, commitment, respect, teamwork, integrity and 
fair play.  

1.2 Inclusiveness - Rowing competitions and meetings are organised to provide 
friendly interaction between the participants and to contribute to a better 
understanding between people and nations. The rowing community forms a 
worldwide “family” based on the ideals of peace, friendship, fairness, 
understanding and solidarity. 

定款第 2 項 原則の宣言 
1.ローイングの原理 

最も古いスポーツの一つとしてのローイングは、その活動と決断を刺激し整合させる強く前向

きな伝統、価値観、特徴を発展させ、維持してきた。それは次のようなものとなる。 

1.1 個人の成⾧-個人は、競技を通じて、自己鍛錬、決意、コミットメント、敬意、チームワー

ク、誠実さ、フェアプレーの経験を身につける。 

1.2 包括性-ローイングの大会やミーティングは、参加者同士が友好的に交流し、人々や

国家間の理解を深めることに貢献するために開催される。ローイングコミュニティは、

平和、友情、公正、理解、連帯の理想に基づいた世界的な「家族」を形成している。 
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1.3 Lifetime Sport for All - Rowing promotes physical fitness, time honoured values and 
shared experiences from youth to old age. Rowing is a competitive and recreational 
activity for all. 

1.4 Environmental Responsibility - Rowing is a sport which requires, and is harmonious with, 
clean air and clean water. The rowing community is dedicated to the responsible and 
sustainable management of natural and physical resources especially where rowing is 
practised. 

2. World Rowing’s Governing Principles 
World Rowing is the international governing body for rowing and is the world association of 
member rowing federations (“Member Federations”). World Rowing governs rowing and 
upholds the following principles: 
2.1 Integral Part of World Sport - World Rowing is committed to the goals and values of the 

Olympic and Paralympic Movements and is an active contributor to the world of sport in 
cooperation with the other international federations and world sports organisations. 
World Rowing supports and promotes international competition, the inclusion of rowing 
in multi-sport international competitions and representation on international sports 
bodies. 

2.2 Independence & Autonomy - World Rowing endeavours to keep rowing free from political 
and commercial restraints and is committed to preserving the independence and 
autonomy of sport. 

2.3 Priority to Rowers and Rowing - World Rowing is committed to ensuring the well-being, 
health and interests of rowers and rowing, present and future, is central in all decisions 
of World Rowing. 

2.4 Integrity - World Rowing is committed to the highest ethical standards in all its activities 
and to ensuring that rowing is a safe, positive, respectful and inclusive environment, free 
from harassment and abuse. World Rowing is a recognised leader in the fight against 
doping and is committed to preventing the manipulation of competitions. 

2.5 Fairness and Equality of Opportunity - World Rowing is committed to the principles of 
fairness and equality of opportunity, both in competition and at all levels of the 
organisation. 

2.6 Non-Discrimination - World Rowing is committed to diversity, inclusion, accessibility and 
non-discrimination. The enjoyment of the rights and freedoms set forth in these Statutes 
shall be secured without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, sexual 
orientation, age, disability, language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, property, birth or other status. World Rowing seeks gender equality in all aspects 
of the sport. 

2.7 Sustainable Practices - World Rowing is committed to practices that respect and 
safeguard the communities and ecosystems in which the sport of rowing is conducted. 
World Rowing integrates responsible and sustainable practices into its own operations 
and in the planning and staging of its events. It strives to educate its communities on 
sustainability principles and to advocate for sound sustainability practices throughout 
the global rowing community. 

1.3 すべての人のための生涯スポーツ - ローイングは、若者から高齢者まで、フィジカル、伝統

的な価値観、経験の共有を促進する。ローイングはすべての人のための競技活動であり、レクリ

エーション活動でもある。 

1.4 環境への責任 - ローイングは、きれいな空気ときれいな水を必要とし、それらと調和するスポ

ーツ。ローイングコミュニティは、特にローイングが行われている場所の自然および物理的資源

を、責任を持って持続的に管理することに専念している。 

2.ワールドローイングの統治の原則 
ワールドローイングは、ローイングの国際的な統括団体であり、加盟ローイング連盟（以下、「加盟国

協会」という）の世界的な連合体。ワールドローイングは、ローイングを統括し、以下の原則を支持して

いる。 

2.1 世界的スポーツにおける不可欠の存在 - オリンピック・パラリンピックムーブメントの目

標と価値観にコミットし、他の国際連盟や世界のスポーツ組織と協力して、スポーツの

世界に積極的に貢献する。ワールドローイングは、国際競技会、マルチスポーツ国際

競技会へのローイングの参加、国際スポーツ団体への代表を支援し、推進している。 

2.2 独立性と自立性 - ワールドローイングは、ローイングという競技が政治的・商業的な制約を受

けないように努め、スポーツの独立性と自律性を維持することを約束している。 

2.3 漕手とローイングの優先事項 - ワールドローイングは、現在、そして未来の漕手とローイングの

幸福、健康、利益を確保することに努めている。 

2.4 誠実さ - ワールドローイングは、そのすべての活動において最高の倫理基準を守り、ロ

ーイングがハラスメントや虐待のない、安全で、前向きで、尊敬に満ちた、包括的な環

境であることを約束する。ワールドローイングは、ドーピング撲滅のリーダーとして知られ

ており、競技の操作を防ぐことに尽力している。 

2.5 大会における公正と機会均等 - ワールドローイングは、競技においても、組織のあらゆ

るレベルにおいても、公平正と機会の平等の原則を約束する。 

2.6 非差別 - ワールドローイングは、多様性、包括性、アクセス性、および非差別を約束す

る。この規約に定められた権利と自由の享受は、人種、肌の色、性別、性的指向、年

齢、障がい、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国民的または社会的出身、

財産、出生、その他の地位など、いかなる種類の差別もなしに確保されるものとする。

ワールドローイングは、スポーツのあらゆる面で男女平等を求めている。 

2.7 持続可能な活動 - ワールドローイングは、ローイングというスポーツが行われている地

域社会や生態系を尊重し、保護する活動に取り組んでいる。ワールドローイングは、責

任ある持続可能な活動を、自らの運営や大会の企画・開催に組み込んでいる。ワー

ルドローイングは、持続可能性の原則について地域社会を教育し、世界のローイング

コミュニティ全体に健全な持続可能性の実践を提唱するよう努めている。 

Article 3 – Objects 
The objects of World Rowing are: 
1. To establish and enforce World Rowing’s Statutes, Rules of Racing, Bye‑Laws and Event 

Regulations; 
2. To be the final authority for all international rowing competitions and, within the limits of its 

authority, at multi-sport competitions; 

定款第 3 項 目的 
ワールドローイングの目的は以下のとおりである。 

1. ワールドローイングの定款、競漕規則、細則および大会規則を制定し、施行する。 

2. すべての国際ローイング競技会、およびその権限の範囲内でマルチスポーツ競技会において最終的

な権限を持つこと。 
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3. To preserve the integrity of rowing by ensuring fair sporting competitions, a safe environment 
and the protection of clean athletes; 

4. To promote rowing in all its forms and encourage its universal development. To establish 
development programmes, organise training courses, stage events and develop public 
relations and media opportunities; 

5. To conduct World Rowing Championships, and other world-level rowing competitions, 
including those staged at Olympic, Paralympic, Youth Olympic, regional, and continental 
Games and multi-sport competitions. World Rowing may support rowing events at all levels 
for its recognised organisations. 

3.公正なスポーツ競技、安全な環境、クリーンなアスリートの保護を確保することで、ローイン

グの品位を保つこと。 

4.あらゆる形態のローイングを推進し、その普遍的な発展を奨励する。開発プログラムの確

立、トレーニングコースの開催、大会の開催、広報活動やメディアへの露出を行う。 

5. 世界選手権をはじめとする世界レベルのローイング競技会（オリンピック、パラリンピック、ユ

ースオリンピック、地域大会、大陸大会、マルチスポーツ競技会で行われるものを含む）を

開催すること。ワールドローイングは、認定された組織のために、あらゆるレベルのローイン

グ競技を支援することができる。 

Article 4 – No Demonstrations or Propaganda 
No demonstrations or political, religious or racial propaganda are permitted in any 
rowing venue or in connection with any rowing activity. 

定款第 4 項 デモやプロパガンダの禁止 
ローイング会場やローイング活動に関連して、デモや政治的、宗教的、人種的なプロパガンダ

を行うことは許されない。 
Article 5 – Headquarters 
The location of the World Rowing headquarters is decided by the World Rowing 
Council (“Council”). 
Bye‑Laws to Article 5 – Headquarters 
The headquarters are currently in Lausanne, Switzerland. 

定款第 5 項 本部 
ワールドローイング本部の所在地は、ワールドローイング理事会（以下「理事会」という）が決定

する。 

定款第 5 項（細則） 本部 
現在、本部はスイスのローザンヌにおく。 

Article 6 – Languages 
The official languages of World Rowing are French and English. In case of divergence, 
the English text prevails. The use of other languages may be authorised by the 
Executive Committee in Congress or by the chair of the meeting on other occasions. 

定款第 6 項 言語 
ワールドローイングの公用語はフランス語と英語です。差異が生じた場合には、英語の文章が

優先される。他の言語の使用は、総会では常任理事会が、それ以外では会議の議長が認可

することができる。 

Article 7 – Official Communications 
Any communications required under these Statutes or Rules shall be made by post, 
fax, email or other electronic means. All communications to World Rowing shall be 
addressed to the headquarters in one of the official languages. 

定款第 7 項 公式通信 
本定款または規則に基づいて必要とされる通信は、郵便、ファックス、電子メールまたはその

他の電子的手段によって行われるものとする。ワールドローイングへのすべての連絡は、公用

語のいずれかで本部に宛てて行うものとする。 
Article 8 – Interpretation 
The Executive Committee shall decide all questions of interpretation of the World 
Rowing Statutes, Rules of Racing, Bye‑Laws and Event Regulations. All references 
to the masculine in the Statutes, Rules of Racing, Bye‑Laws and Event Regulations 
and in all World Rowing documents, shall include the feminine and all references to 
“rowers” shall include scullers and coxswains unless the context otherwise requires. 

定款第 8 項 解釈 
常任理事会は、ワールドローイング定款、競漕規則、関連細則、大会規則の解釈に関するす

べての問題を決定する。定款、競漕規則、関連細則、大会規則、その他すべてのワールドロ

ーイングの文書において、男性的な表現はすべて女性的な表現を含むものとし、「漕手」とい

う表現は、文脈上他に要求されない限り、スカラーとコックスを含むものとする。 

Article 9 – Binding Authority 
World Rowing is bound by the signatures of two members of the Executive Committee, 
one of whom shall be the President. If the President is not able to sign, the President’s 
right shall pass first to the Vice President and, second, to the Treasurer. 

定款第 9 項 拘束力のある権限 
ワールドローイングは、常任理事会の 2 名のメンバーの署名によって拘束され、そのうちの 1

名は会長とする。会長が署名できない場合、会長の権利はまず副会長に移り、次に財務に移

るものとする。 
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PART II – MEMBERSHIP 第 2 章 メンバーシップ 
Article 10 – Members 
A Member Federation shall be a rowing federation which, in principle, includes the majority of 
the active rowing clubs in its country and covers the territory of a country that is recognised as 
such and as an independent state by the international community. This requirement does not 
apply to members that were affiliated before 25 January 1993. 
Bye‑Laws to Article 10 – Challenges to a Member Federation’s Eligibility (Appendix S1) 

定款第 10 項 メンバー 
加盟国協会は、原則として、その国で活動しているローイングクラブの過半数を含み、国際社

会から独立した国家として認められている国の領土をカバーするローイング連盟でなければな

らない。この要件は、1993 年 1 月 25 日以前に加盟していたメンバーには適用されない。 

定款第 10 項（細則） 加盟国協会の資格に対する異議申立て（附則 S1） 
Article 11 – Autonomy of Member Federations 
A Member Federation shall be autonomous; it shall be organised and governed in 
accordance with its Statutes. When World Rowing determines these principles are 
being compromised, it may take any appropriate measures. World Rowing shall 
otherwise respect the autonomy of Member Federations. 
Bye-Laws to Article 11 – Claims of External Interference (Appendix S2) 

定款第 11 項 加盟国協会の自主性 
加盟国協会は、自律的であり、その定款に従って組織され、統治される。これらの原則が損

なわれているとワールドローイングが判断した場合、ワールドローイングは適切な措置をとるこ

とができる。それ以外の場合は、ワールドローイングは加盟国協会の自主性を尊重する。 

定款第 11 項（細則） 外部干渉に対する加盟国協会の主張（附則 S2） 

Article 12 – Rights of Member Federations 
Member Federations have the following rights: 
1. To appoint delegates to take part and vote in Congress and other general meetings open to 

Member Federations; 
2. To submit proposals for inclusion in the agenda of Congress; 
3. To nominate candidates for election or appointment within World Rowing; 
4. To enter athletes for participation in competitions organised under the authority of World 

Rowing; and 
5. To exercise all other rights arising from these Statutes and other World Rowing Regulations.  
Member Federations have no responsibility for any financial liabilities of World Rowing. 

定款第 12 項 加盟国協会の権利 
加盟国協会は以下の権利を有する。 

1. 加盟国協会が参加できる大会やその他の総会に参加し、投票するための代表者を任命す

ること。 

2. 総会の議題に含めるための提案を提出すること。 

3. ワールドローイングにおける選挙または任命のために候補者を推薦すること。 

4. ワールドローイングの権限下で開催される競技会に参加するために選手をエントリーするこ

と。 

5.本定款およびその他のワールドローイングの規則から生じるその他すべての権利を行使す

ること。加盟国協会は、ワールドローイングのいかなる財務上の責任も負わない。 
Article 13 – Obligations of Member Federations 
Member Federations have the following obligations: 
1. To abide by and comply fully and at all times with: 

1.1 All duties and provisions of the World Rowing Statutes, Rules, Bye‑Laws and 
Regulations, including but not limited to: 
a. The World Anti-Doping Code;  
b. The World Rowing Safeguarding Policy and any supplementary guidance issued by 

World Rowing; 
c. The responsible organisation and management of activities with due regard to safety 

and safety guidance, policies or similar advice issued by World Rowing or other 
relevant safety advisory or regulatory bodies. 

1.2 All decisions taken by World Rowing. 
2. To accept as binding and final the decisions of the competent authorities within World Rowing 

and to recognise the Court of Arbitration for Sport in Lausanne as the only possible external 
judicial authority; 

3. To impose the obligations in paragraphs 1 and 2 upon its affiliated clubs and their members 
in all those areas in which World Rowing has authority; 

4. To be governed by statutes that are consistent with the principles of the Olympic Charter, to 
be recognised as a member by the National Olympic Committee (NOC), and to have the 
Member Federation president and executive board elections validated and recognised by 
their NOC; 

定款第 13 項 加盟国協会の義務 
加盟国協会は以下の義務を負う。 

1.以下の事項を遵守し、常に完全に順守する。 

1.1 ワールドローイングの定款、規則、細則のすべての義務と規定（以下を含むがこれに限

定されない）。 
a.世界アンチ·ドーピング規程 

b.ワールドローイングセーフガード方針およびワールドローイングが発行する補足ガイダンス。 

c.ワールドローイングやその他の関連する安全諮問機関や規制機関が発行した安全性や安全

ガイダンス、ポリシー、または同様のアドバイスを十分に考慮して、責任を持って活動を組織・

運営すること。 

1.2 すべての決定はワールドローイングが行う。 

2. ワールドローイング内の管轄当局の決定を拘束力のある最終的なものとして受け入れ、ロ

ーザンヌのスポーツ仲裁裁判所を唯一可能な外部の司法機関として承認すること。 

3. ワールドローイングが権限を持つすべての分野において、その所属クラブとその会員に第 1

項と第 2 項の義務を課すこと。 

4.オリンピック憲章の原則に沿った定款によって管理されていること、国内オリンピック委員会

（NOC）によってメンバーとして認められていること、加盟国協会の会長と執行部の選挙が

その NOC によって検証され認められていること。 
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5. To notify the World Rowing Executive Committee immediately of any material change made to its statutes, 
change of president and/or secretary general, its address and contact details, or of any other elements 
which affect its ability to fulfil its membership obligations, and to confirm that any such change does not 
negatively affect the Member Federation’s compliance with the requirements of World Rowing 
membership; 

6. In the event that a change in the registered design or the colours of its racing uniform or blades is desired, 
to make a request to the World Rowing Executive Committee at least three months prior to the first 
proposed use in competition; 

7. To manage their affairs in accordance with Art. 11 – Autonomy of Member Federations; and 
8. To pay an annual subscription no later than 31 March of each year. The amount of the subscription shall 

be determined each year in advance by the Congress. 

5. 加盟国協会の定款に重大な変更があった場合、会長や事務局長の交代、住所や連絡先の変更、

または会員としての義務を果たす能力に影響を与えるその他の要素についてなど、直ちにワールドロ

ーイング常任理事会に通知し、そのような変更により加盟国協会がワールドローイングの会員資格の

要件を遵守することに悪影響を与えないことを確認すること。 

6. 登録されているデザイン、レースユニフォームやブレードの色の変更を希望する場合は、最初に競技

会で使用する予定の 3 か月前までにワールドローイング常任理事会に申請すること。 

7. 定款第 11 項「加盟国協会の自治」に基づいて運営すること。 

8. 毎年 3 月 31 日までに、年間登録料を支払う。金額は、毎年事前に総会で決定される。 

Bye-Laws to Article 13 – Subscriptions 
1. Member Federations in their first three years of membership shall pay no subscription. 
2. The amount of the subscription payable by each Member Federation shall be determined by 

reference to its level of participation in major events during the previous four-year Olympic 
period in a formula proposed by the Council for approval at the Congress. 

3.The Executive Committee may waive past due subscriptions of inactive Member Federations. 

定款第 13 項（細則） 登録料 
1.加盟後 3 年目の加盟協国会は、登録料を支払わないものとする。 
2.各加盟国協会が支払うべき登録料の額は、過去 4 年間のオリンピック期間中の主要大会

への参加レベルを参考にして、理事会が提案して総会で承認される方式で決定される。 
3.常任理事会は、活動を休止している加盟国協会の期限切れの登録料を免除することがで

きる。 
Article 14 – Admission to Membership 
1. To become a member of World Rowing, a rowing federation shall submit a written application 

to the Executive Committee at least three months before the date of the next Congress. A 
new member is admitted by a vote of Congress, based on a recommendation from the 
Council. 

2. The application must include the following: 
2.1 A written undertaking in respect of all elements listed in Art. 13, paragraphs 1 

to 4; 
2.2 Provision of: 

a. A copy of its statutes with a certified translation in one of World Rowing’s official 
languages. A Member Federation’s statutes shall not be inconsistent with those of 
World Rowing; 

b. Details of the governance structure of the federation and names of the office 
bearers; 

c. A list of the clubs it represents, including addresses, and a detailed report on the 
activities of those clubs;  

d. A request for approval of the design and colours of its racing uniform and blades; 
e. Any other information as required by World Rowing. 

定款第 14 項 会員資格の取得 
1. ワールドローイングのメンバーになるためには、協会は次の総会の開催日の 3 か月前まで

に、書面による申請書を常任理事会に提出しなければならない。新規加盟は、理事会から

の推薦に基づき、総会の投票によって承認される。 

2.申し込みには以下の内容が必要となる。 

2.1 定款第 13 項 1 から 4 までに記載されたすべての要素に関する書面による誓約。 

2.2 以下の提供 

a. ワールドローイングの公用語のいずれかによる翻訳つきの当該申請国ボート協会の

定款を提出すること。加盟国協会の定款はワールドローイングの定款と矛盾しては

いけない。 

b.協会のガバナンス構造の詳細と、役員の名前。 

c.代表するクラブのリスト（住所を含む）と、それらのクラブの活動に関する詳細な報

告。 

d.レース用ユニフォームとブレードのデザインと色の承認を求めるもの。 

e.ワールドローイングが必要とするその他の情報。 
Article 15 – Sanctions, Suspensions and Expulsions 
1. If a Member Federation does not fully comply with its obligations, the Executive Committee 

may, after having given the Member Federation a warning including a deadline to adjust its 
status and correct its deficiency, take any of the following measures: 
1.1 Impose a financial penalty upon the Member Federation; 
1.2 Suspend the Member Federation from membership (totally or partially) for a 

fixed period or until a specified set of circumstances has changed or ceased 
to exist; 

1.3 Remove or deny accreditation to, or exclude a member’s athlete, official or 
representative from, any activities of World Rowing; 

1.4 Impose any other sanction it may deem to be appropriate. 

定款第 15 項 制裁措置、停止および除名処分 
1. 加盟国協会が義務を完全に遵守していない場合、常任理事会は加盟国協会に対し、その

地位を調整し、不備を是正するための期限を含む警告を与えた後、以下のいずれかの措

置をとることができる。 

1.1 加盟国協会に金銭的なペナルティを科す。 

1.2 1.2 一定期間、または特定の状況が変化するか消滅するまで、加盟国協会の（全体

的または部分的に）会員資格停止にする。 

1.3 ワールドローイングのいかなる活動からも、加盟国協会のアスリート、オフィシャル、また

は代表を排除し、認定を拒否すること。 

1.4 適切と思われるその他の制裁を課す。 
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2. The Executive Committee may also take appropriate measures against a Member Federation 
associated with a national organisation that has been sanctioned by the IOC, IPC, WADA, 
FISU or similar organisation. 

3. If a Member Federation does not fulfil the current conditions of membership of World Rowing 
and does not rectify the situation by a date fixed by the Executive Committee, or if there are 
other justifiable reasons, the Congress may expel that federation. 

Bye‑Laws to Article 15 – Debts 
Member Federations that have subscriptions in arrears or that have unresolved debts to World 
Rowing or to an organising committee of a World Rowing event may be suspended by the 
Executive Committee or expelled by Congress. In any event, no member of that federation may 
stand for elections, their delegates shall forfeit their voting rights, and the Executive Committee 
may ban or suspend the federation’s teams, officials, umpires and Commission members from 
competitive and other World Rowing events. 

2. 常任理事会は IOC、IPC、WADA、FISU または同様の組織から制裁を受けた国内組織に関

連する加盟国協会に対して、適切な措置を取ることができる。 

3. 加盟国協会がワールドローイングの会員としての現在の条件を満たしておらず、常任理事

会が定めた期日までにその状況を是正しない場合、あるいはその他の正当な理由がある

場合、総会はその協会を除外することができる。 

定款第 15 項（細則） 負債 
登録料を滞納している加盟国協会、またはワールドローイングもしくはワールドローイングの大会の組織
委員会に対して未解決の債務を抱えている加盟国協会は、常任理事会によって資格を停止されるか、
または総会によって除名されることがある。いかなる場合でも、その協会のメンバーは選挙に立候補する
ことはできず、その代表者は投票権を失い、常任理事会は、その協会のチーム、オフィシャル、審判、
委員会委員を競技会やその他のワールドローイングのイベントから追放または停止することができるもの
とする。 

Article 16 – Resignation 
A Member Federation wishing to resign from membership of World Rowing shall give notice of 
resignation by registered post to the Executive Committee. The Executive Committee shall 
immediately inform the remaining Member Federations. 

定款第 16 項 辞任 
ワールドローイングから退会しようとする加盟国協会は、常任理事会に書留郵便で退会の通

知をしなければならない。常任理事会は、直ちに残りの加盟国協会に通知する。 

Article 17 – Obligations of Member Federations after Expulsion or Resignation 
A Member Federation having resigned from membership or having been suspended or expelled 
remains bound by any obligation or liability related to the time it was a member of World Rowing. 

定款第 17 項 除名または辞任後の加盟国協会の義務 
退会した加盟国協会、停止または除名された加盟国協会は、ワールドローイングのメンバーであった時

に関連する義務や責任に拘束され続ける。 
Article 18 – Continental Rowing Confederations 
1. A Continental Rowing Confederation is an association which, in principle, includes all the 

Member Federations of that continent. The continents shall be the five continents recognised 
by the IOC. 

2. Continental Rowing Confederations are the unique partners of World Rowing for continental 
rowing competitions and cooperation on common projects. 

3. To be recognised as a Continental Rowing Confederation, an application shall be submitted 
in accordance with Bye‑Laws to Art. 18 (Appendix S3). A Continental Rowing Confederation 
is recognised as such by a vote of Congress, upon recommendation by the Council.  

4. Continental Rowing Confederations shall have the following rights: 
4.1 To appoint up to three delegates to attend the World Rowing Congress, in accordance 

with Art. 22 as appropriate. The delegates can take part in the discussions but have no 
voting rights; 

4.2 To submit proposals for inclusion in the agenda of the Congress in accordance with Art. 
28 as appropriate; 

4.3 To attend other World Rowing events, including Member Federation conferences, on 
invitation by the World Rowing President. 

5. Continental Rowing Confederations shall have the following obligations: 
5.1 To submit an annual report of its activities for inclusion in the Congress agenda papers; 
5.2 To comply fully with all duties and provisions of the Statutes, Rules, Bye‑Laws and Event 

Regulations established by World Rowing and decisions taken by World Rowing; 
5.3 To provide for the World Rowing Continental Representative to be an ex-officio member 

of the Confederation’s Executive Board. 
6. Recognised Continental Rowing Confederations have no responsibility for any financial 

liabilities of World Rowing. 

定款第 18 項 大陸ローイング連盟 
1. 大陸ローイング連盟とは、原則として、その大陸のすべての加盟国協会を含む団体であ

る。大陸とは IOC が認めた 5 つの大陸のことである。 

2. 大陸ローイング連盟は、大陸でのローイング競技会や共通プロジェクトでの協力において、

ワールドローイングの大切なパートナーである。 

3. 大陸ローイング連盟として認められるためには、定款第 18 項（細則）（附則 S3）に従って

申請書を提出しなければならない。大陸ローイング連盟は、理事会からの推薦を受けて、

総会の投票により認められる。 

4. 大陸ローイング連盟は、以下の権利を有する。 
4.1 定款第 22 項に従い、最大 3 名のワールドローイングの総会出席者を任命すること。代表者は

会長の裁量をもって発言権を有するが投票権はない。 

4.2 定款第 28 項に従って、総会の議題に含めるための提案を提出すること。 
4.3 ワールドローイング会長の招待により、加盟国協会の会議を含むその他のワールドローイングの

イベントに出席すること。 

5. 大陸ローイング連盟は以下の義務を負う。 

5.1 総会の年次報告書に掲載するために、活動の年次報告書を提出すること。 
5.2 ワールドローイングの定款、競漕規則、細則および大会規則に記載されているすべての義務と

規定に従うこと。 

5.3 ワールドローイング大陸代表が職権上のメンバーとすること、連盟の職権上のメンバーとなること

を規定する。 

6. 承認された大陸ローイング連盟は、ワールドローイングのいかなる財務上の責任も負わな

い。 
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Bye‑Laws to Article 18 – Recognition of Continental Rowing Confederations 
(Appendix S3) 

定款第 18 項（細則） 大陸ローイング連盟の承認（附則 S3） 

Article 19 – Other Groupings of Member Federations 
1. A Grouping of Member Federations (“Member Grouping”) shall, in principle, include 

Member Federations that share a common objective, for example, to promote 
rowing in any of its forms or to stage an event. 

2. To be recognised as a Member Grouping, an application shall be submitted in 
accordance with Bye‑Laws to Art. 19 (Appendix S4). The Member Groupings are 
recognised as such by a vote of the Council. 

3. Member Groupings shall have the following rights: 
3.1 To appoint one delegate to attend the World Rowing Congress, in accordance 

with Art. 22 as appropriate. The delegate may take part in discussions at the 
discretion of the President but has no voting rights; 

3.2 To submit proposals to the Council to be considered for inclusion in the agenda 
of the Congress, in accordance with Art. 28, as appropriate; 

3.3 To attend other World Rowing events, including Member Federation 
conferences, on invitation by the World Rowing President. 

4. Member Groupings shall have the following obligations: 
4.1 To submit an annual report of its activities for inclusion in the Congress agenda 

papers; 
4.2 To comply fully with all duties and provisions of the Statutes, Rules, Bye‑Laws 

and Event Regulations established by World Rowing and decisions taken by 
World Rowing. 

5. Member Groupings have no responsibility for any financial liabilities of World 
Rowing. 

Bye‑Laws to Article 19 – Recognition of other Groupings of Member 
Federations (Appendix S4) 

定款第 19 項 その他の加盟国協会のグループ化 
1. 加盟国協会のグループ化（以下「メンバーグルーピング」）は、原則として、ローイングの普

及や大会の開催など、共通の目的を持つ加盟国協会を含むものとする。 

2. メンバーグルーピングとして認められるためには、定款第 19 項細則（附則 S4）に従い、申

請書を提出しなければならない。メンバーグルーピングは、理事会の投票により認定され

る。 

3. メンバーグルーピングは、以下の権利を有するものとする。 

3.1 定款第 22 項に則り、1 名の代表者をワールドローイング総会に出席させる権利。代

表者は、会長の裁量で議論に参加することができるが、議決権はない。 

3.2 定款第 28 項に則り、ワールドローイング理事会での議題に追加する案件の提案を行

う権利 

3.3 ワールドローイング会長の招待により、加盟国協会の総会に出席させる権利。代表者

は、会長の裁量で議論に参加することができるが、議決権はない。 

4. メンバーグルーピングは、以下の任務を負う。 

4.1 総会のアジェンダペーパーに掲載するために、活動の年次報告書を提出すること。 

4.2 ワールドローイングによって制定され定款、競漕規則、細則および大会規則のすべて

の任務と規定、およびワールドローイングが下した決定に完全に従うこと。 

5. メンバーグルーピングは、ワールドローイングのいかなる財務的負債に対しても責任を負わ

ない。 

定款第 19 項（細則） 他のグループ化された加盟国協会の承認（附則 S4） 
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PART III – GOVERNANCE 
Article 20 – Governance 
World Rowing shall be governed by: 
1. the Congress (Art. 21 to Art. 37); 
2. the Council (Art. 38 to Art. 47); 
3. the Executive Committee (Art. 48 to Art. 53). 

第 3 章 ガバナンス 
定款第 20 項 ガバナンス 
ワールドローイングは以下によって統治される。 

1. 総会（定款第 21 項～定款第 37 項） 

2. 理事会（定款第 38 項～定款第 47 項） 

3. 常任理事会（定款第 49 項～定款第 53 項） 
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PART III A. CONGRESS 第 III A 章.総会 

Article 21 – Congress 
1. The Congress is the supreme authority of World Rowing and is made up of the Member 

Federations. Its authority is set out by these Statutes.  
2. Member Federations in good standing may be represented at the Congress by up to three 

delegates, in accordance with Art. 22.  
3. Council members shall participate in the Congress but have no voting rights. 
4. The President is chair of the Congress or, if unable, the Vice President or another 

specific nominee of the President is chair.  

定款第 21 項 総会 
1. 総会はワールドローイングの最高機関であり、加盟国協会によって構成される。その権限はこの定款

で定める。 

2. 資格を満たしている加盟国協会は、定款第 22 項に従い、最大 3 名の代表者を総会に出席させるこ

とができる。 

3. 理事は総会に出席できるが、議決権はない。 

4. 会長が総会の議長を務めるが、それが不可能な場合は、副会長または会長が指名した別の人物が

議長を務める。 
Article 22 – Eligibility of Congress Delegates 
1. Each Member Federation has the right to accredit a maximum of three delegates, subject to 

the following:  
1.1 For a Member Federation to accredit more than one delegate to the Congress, both 

genders must be represented in the Member Federation’s delegation;  
1.2 Any delegate must be a citizen or bona fide resident of the country or territory of the 

applicable Member Federation. Member Federations may not be represented by a 
delegate who is the representative of another Member Federation nor by a member of 
the Council; 

1.3 The president of the Member Federation shall communicate the names of its federation’s 
delegates by the registration deadline; 

1.4 The delegates must meet the requirements in accordance with this Article; 
1.5 A Member Federation’s delegate may only be changed with the authorisation of the World 

Rowing President; 
1.6 The Executive Committee has the authority to determine the legitimacy of the proposed 

delegates and its decision shall be final. 

定款第 22 項 総会に出席する代表の資格 
1. 各加盟国協会は、以下の条件のもと、最大 3 名の代表を認定する権利を有する。 

1.1 加盟国協会が総会に 2 名以上の代表を認定するには、その加盟国協会の代表団に

両性を含めなければならない。 
1.2 各代表は、当該加盟国協会の国または地域の市民または真の居住者でなければならない。加

盟国協会は、他の加盟国協会の代表や理事会のメンバーを代表にすることはできない。 

1.3 加盟国協会の会長は、登録期限までにその加盟国協会の代表の名前を連絡しなけ

ればならない。 

1.4 代表者は、本項に従った要件を満たさなければならない。 

1.5 加盟国協会の代表は、ワールドローイング会長の許可を得た場合のみ変更することが

できる。 
1.6 常任理事会は、提案された代表者の正当性を判断する権限を持ち、その決定は最終的なもの

となる。 
Article 23 – Observers at the Congress 
Observers may attend in person part or all of the Congress with authorisation of the 
President.  

定款第 23 項 総会のオブザーバー 
会長の許可を得て、オブザーバーは、大会の一部または全部に直接出席することができる。 

Article 24 – Ordinary Congress 
Delegates shall meet annually as an Ordinary Congress to discuss items listed under 
Art. 26, preferably at a time and place at which a World Rowing Championship regatta 
is held. 

定款第 24 項 通常総会 
通常総会は毎年開催し、定款第 26 項に記載された事項を討議する。通常総会は世界シニ

ア選手権が開催される時期に同じ場所で開催することが望ましい。 

Article 25 – Convening Notice and Agenda 
1. Convening Notice – The Executive Committee shall send a convening notice to Member 

Federations at least four months before the date of an Ordinary Congress. The convening 
notice shall include a draft agenda. 

2. Final Agenda – The Executive Committee shall send out the final agenda for the Congress 
at least two months before the date of the Congress. 

3. Where possible, the various reports, any observations on the agenda items, the accounts, 
the financial report, and the proposed budget shall be sent out with the agenda. Subsequent 
written material may be circulated by the Executive Committee. 

定款第 25 項 開催通知および議題 
1. 開催通知‐常任理事会は通常、総会開催日の少なくとも 4 か月前までに、加盟国協会に

開催通知を送付する。開催通知には、議題の草案を含めるものとする。 

2. 最終議題‐常任理事会は、総会の最終議題を大会開催日の少なくとも 2 か月前までに送

付する。 

3. 可能であれば、各種報告書、議題に関する意見、会計報告、財務報告、予算案を議題と

一緒に送付する。その後、常任理事会は書面による資料を回覧することができる。 
Article 26 – Agenda for Ordinary Congress 
The agenda for an Ordinary Congress shall include: 
1. Mandatory items 

1.1 Opening of the session; 

定款第 26 項 通常総会の議題 
通常総会の議題は以下の通りとする。 

1. 必須事項 

1.1 総会の開会 
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1.2 Identification of the delegates and confirmation of their authority; 
1.3 Appointment of scrutineers for the period of Congress; 
1.4 Approval of the minutes of the last Congress; 
1.5 President’s report and reports from the Vice President, Treasurer and Executive 

Director; 
1.6 Reports of the Chairs of the specialist Commissions; 
1.7 Reports of the Continental Representatives and Co-opted Members; 
1.8 Presentation of the financial statements; 
1.9 Auditors report; 
1.10 Approval of the financial statements; 
1.11 Determination of entrance fee and annual subscription; 
1.12 Budget for the following year; 
1.13 Appointment of the external auditors 
1.14 Reports on future World Rowing events and Olympic and Paralympic regattas; 
1.15 Place and date of the next Congress; 
1.16 Attribution of future World Rowing Championships in accordance with Rule 5; 
1.17 Reports of Continental Rowing Confederations and other Member Groupings; 
1.18 Any other business.  

2. Additional items, as appropriate 
2.1 Reports on applications for affiliation and voting consequent thereon; 
2.2 Reconsideration or confirmation of decisions (ref. Art. 30) taken by the Council 

in accordance with the provisions of Art. 32 and paragraphs 3.2 and 3.3 of Art. 
45 or by the Executive Committee in accordance with the provisions of 
paragraph 3.4 of Art. 51; 

2.3 Council and Executive Committee elections in accordance with Art. 39 and Art. 49; 
2.4 Specific proposals to an existing agenda item from the Member Federations, the Council 

or the Executive Committee; 
2.5 Other additional agenda items proposed by the Member Federations, the 

Council or the Executive Committee. 
3. A matter which is not listed on the agenda of a Congress may be discussed (but not 

voted on) if one third of the Member Federations represented at the Congress so 
request or if the President authorises it. 

1.2 代表の特定とその権限の確認 

1.3 総会期間中の立会人の任命 

1.4 前回総会の議事録の承認 

1.5 会長の報告、副会長、財務、専務理事の報告 

1.6 専門委員会委員長の報告 

1.7 大陸代表および特任理事の報告 

1.8 財務諸表の説明 

1.9 監査報告 

1.10 財務諸表の承認 

1.11 入会金・登録料の決定 

1.12 次年度の予算 

1.13 社外監査役の選任 

1.14 今後のワールドローイングの大会やオリンピック・パラリンピックについての報告 

1.15 次回総会の開催場所と日程 

1.16 規則第 5 条に基づく将来の世界選手権の開催地 

1.17 大陸ボート連合およびその他のグループの報告 

1.18 その他の議題 

2. 必要に応じて追加する項目 

2.1 新規加盟申請とそれに伴う議決権行使についての報告 

2.2 定款第 32 項ならびに定款第 45 項 3.2 と 3.3 の規定に従って理事会が行った決定

（定款第 30 項参照）の再考または確認。または定款第 51 項 3.4 の規定に従って常

任理事会が行った決定の再検討または確認。 

2.3 定款第 39 項および第 49 項に基づいて行われる理事会および常任理事会の選挙。 

2.4 加盟国協会、理事会、常任理事会からの既存の議題に対する具体的な提案。 

2.5 加盟国協会、理事会、常任理事会が提案するその他の追加議題。 

3. 総会の議題に記載されていない事項については、総会に参加している加盟国協会の 3 分

の 1 が要求した場合、あるいは会長が許可した場合には、議論することができる（ただし、

投票はできない）。 

Article 27 – Reports 
The Executive Committee or the Congress may appoint individuals to report on 
matters brought before the Congress. The Congress may also require the Executive 
Committee to submit to it its views on questions to which it may wish to give further 
consideration. 

定款第 27 項 報告 
常任理事会または総会は、総会に提出された事項について報告する個人を任命することが

できる。また、総会は常任理事会に対して、さらに検討したい問題についての見解を総会に提

出するよう求めることができる。 

Article 28 – Specific Proposals and Additional Agenda Items from Member 
Federations 
1. Member Federations may submit a specific proposal to an existing agenda item as 

well as an additional agenda item, together with the reasoning behind the proposal 
or additional agenda item. 

2. Such submissions shall be made in writing in one of World Rowing’s official 
languages and shall be received by the Executive Committee at least three months 
before the date of the Congress. 

定款第 28 項 加盟国協会からの具体的な提案と追加議題 
1. 加盟国協会は、既存の議題に対する具体的な議案や追加の議題を、その理由とともに提

出することができる。 

2. そのような提案や議題は、ワールドローイングの公用語の一つによる文書で、総会開催日

の少なくとも 3 か月前までに常任理事会に提出しなければならない。 
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3. If these are received at the World Rowing headquarters by the due date they will be included 
in the agenda for that Congress. The Executive Committee will decide whether late proposals 
may be included in the agenda. 

3. これらが期日までにワールドローイング本部に届いた場合、その総会の議題に含める。期日

に遅れて提出された議案を議題に含めるかどうかは、常任理事会が決定する。 

Article 29 – Proposals from the Council or Executive Committee 
The Council or the Executive Committee may include on the agenda any proposal which they 
consider to be appropriate. Unless there are exceptional circumstances, such proposal shall be 
included in the agenda sent to the Member Federations in accordance with Art. 25. They may 
submit a proposal to the Congress at any time provided it relates to an item on the agenda. 

定款第 29 項 理事会または常任理事会からの提案 
理事会または常任理事会は、適切と思われる提案を議題に含めることができる。特別な事情

がない限り、定款第 25 項にしたがって、そのような提案は加盟国協会に送付される議題に含

まれる。加盟国協会は、議題に関連する提案であれば、いつでも総会に提出することができ

る。 
Article 30 – Reconsideration and Confirmation of Decisions of Council or the Executive 
Committee 
1. Requests to reconsider decisions of the Council in accordance with Art. 32 or the provisions of 

paragraphs 3.2 and 3.3 of Art. 45, or decisions of the Executive Committee in accordance with paragraph 
3.4 of Art. 51 shall be submitted to World Rowing and, unless there are exceptional circumstances, 
received at least three months before the date of Congress. Each decision may be submitted only once 
to the Congress for reconsideration and shall be submitted within one year of the date of taking effect. 
Any alteration of a decision by the Council/Executive Committee following a vote for reconsideration by 
the Congress, will not have retroactive effect unless the Council/Executive Committee so decides. 

2. The Council and/or the Executive Committee may, on its own initiative, seek confirmation by the next 
Congress of any of their decisions made within their own competence. If confirmed, this decision may not 
be submitted again to the Congress for reconsideration. 

定款第 30 項 理事会または常任理事会の決定の再考および確認 
1. 定款第 32 項または定款第 45 項 3.2 および 3.3 に基づく理事会の決定または定款第 51 項 3.4 の

規定に基づく常任理事会の決定の再考の要請は、特別な事情がない限り、総会開催日の少なくと

も 3 か月前にワールドローイングに提出し、受理されなければならない。各決定に対する再考要請

は、その決定の効力発生日から 1 年以内に一度だけ総会に提出することができる。理事会／常任

理事会による決定の変更は、総会での再考のための投票の後、理事会／常任理事会がそのように

決定しない限り、遡及して効力を持つことはない。 

2. 理事会および／または常任理事会は、自らの発意により、自らの権限の範囲内で行った決定につい

て、次の総会での確認を求めることができる。それが確認された場合、その決定の再考のために再

び総会に諮ることはできない。 
Article 31 – Extraordinary Congress 
1. Delegates shall meet as an Extraordinary Congress, to address one or more specific matters, 

when the annual Ordinary Congress or the Executive Committee shall so decide or when at 
least one-fifth of the Member Federations submit a request in writing to the Executive 
Committee giving reasons therefor. 

2. The Executive Committee shall send a convening notice to all Member Federations within 14 
days of deciding to hold an Extraordinary Congress or within two months of receiving a 
request, as mentioned above, to hold an Extraordinary Congress. The Extraordinary 
Congress shall be convened within two months of the date of the convening notice. 

定款第 31 項 臨時総会  
1. 年次通常総会または常任理事会が決定した場合、または 5 分の 1 以上の加盟国協会が

理由を付した書面による要請を常任理事会に提出した場合に、1 つまたは複数の特定の

事項を審議するために臨時総会を開催する。 

2. 常任理事会は、上記のように臨時総会の開催を決定してから 14 日以内に、臨時総会開

催の要請を受けてから 2 か月以内に、その開催通知を全加盟国協会に送付する。臨時

総会は、開催通知の日付から 2 か月以内に開催されなければならない。 
Article 32 – Alterations to the Statutes and Rules of Racing – Quadrennial Congress 
1. The Statutes and Rules of Racing may only be altered by a Congress convened for that 

purpose, every four years in the year following the staging of the Summer Olympic and 
Paralympic Games. Art. 25 shall apply regarding the convening notice and agenda. 

2. In the case of Force Majeure, a Congress may make an alteration at any time, and, if 
circumstances require it, the Council may make an alteration to take effect until the next 
Congress. 

定款第 32 項 定款と競漕規則の変更 4 年毎の総会 
1. 定款と競漕規則は、4 年に 1 度、夏季オリンピックとパラリンピックが開催された翌年に、そ

の目的のために招集された総会においてのみ、変更することができる。その開催通知と議

題については、定款第 25 項を適用する。 

2. 不可抗力の場合、総会はいつでも定款と競漕規則の変更を行うことができ、事情により必

要とされる場合には、理事会は次の総会まで有効な定款と競漕規則の変更を行うことが

できる。 
Article 33 – Auditing of Accounts  
1. World Rowing’s annual financial statements shall be audited each year by a professional 

external auditor. The auditors’ report shall be presented to the Ordinary Congress.  
2. The auditors are appointed each year by the Congress, based on a recommendation from 

the Executive Committee. 

定款第 33 項 会計監査 
1. ワールドローイングの年次財務諸表は、毎年、専門の外部監査人による監査を受けなければならな

い。監査人の報告書は通常総会に提出されなければならない。 

2. 会計監査は、常任理事会からの推薦に基づき、毎年総会において任命される。 

Article 34 – Quorum at Congress 
Subject to the provisions of Art. 67, no quorum is required and the decisions of Congress shall 
be valid, irrespective of the number of Member Federations represented. 

定款第 34 項 総会の定足数 
定款第 67 項の規定に従う。定足数は必要なく、出席している加盟国協会の数にかかわらず、総会の

決定は有効となる。 
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Article 35 – Voting at Congress 
1. Voting at Congress shall be by a show of official voting cards which indicate the 

number of votes to which each Member Federation is entitled. 
2. Voting shall be by secret ballot if the chair so decides, or if requested by a delegate 

supported by delegates of at least four other Member Federations. 
3. Voting may take place by electronic means if the Executive Committee so decides. 
4. Each Member Federation shall be entitled to one vote, irrespective of the number of 

delegates representing it. If a Member Federation fulfils the following conditions, it shall 
instead be entitled to three votes for a period of four years commencing 1 January of the year 
following the Summer Olympic and Paralympic Games: 
4.1 It has been a member of World Rowing for at least three years; 
4.2 It has competed at any of the following regattas with a total of at least 12 crews during 

the previous four-year Olympic period: 
a. World Rowing Championships; 
b. World Rowing Under 23 Championships; 
c. World Rowing Junior Championships; 
d. Olympic or Paralympic qualification regattas; 
e. Continental Games regattas recognised by World Rowing; 
and for all crews having competed in the above regattas during the previous four-year 
Olympic and Paralympic period, excluding mixed crews, at least 25% shall have been 
female crews and at least 25% shall have been male crews. 

5. By 31 December in the year of the Summer Olympic and Paralympic Games, the 
Council will notify all Member Federations of their voting entitlements. 

定款第 35 項 総会での議決権行使（投票） 

1. 総会での議決権行使（投票）は、加盟国協会が保有する票数を示す公式投票カードを提

示して行う。 

2. 投票は、議長がそのように決定した場合、または、少なくとも 4 つの他の加盟国協会に支

持されたある加盟国協会が要求した場合、無記名投票とする。 

3. 常任理事会が決定した場合には、電子的手段により投票を行うことができる。 

4. 加盟国協会は、出席している代表の数にかかわらず、一票の議決権を有する。加盟国協

会が以下の条件を満たしている場合、夏季オリンピック·パラリンピックの翌年 1 月 1 日か

ら 4 年間、3 票の投票権を持つことになる。 

4.1. 少なくとも 3 年間、ワールドローイングのメンバーであること。 

4.2. 過去 4 年間のオリンピック周期中に、以下の大会に合計 12 クルー以上出漕してい

ること。 
a.世界選手権; 

b.世界 U23 選手権; 

c.世界ジュニア選手権 

d.オリンピックまたはパラリンピック予選大会 

e. ワールドローイングが認定する大陸大会の大会 

また、過去 4 年間のオリンピック·パラリンピック周期中中に上記の大会に出漕したクルー（混

合クルーを除く）のうち、２５％以上が女子クルーで、２５％以上が男子クルーであること。 

5. 夏季オリンピック·パラリンピック開催年の 12 月 31 日までに、理事会は、すべての加盟国

協会にその加盟国協会に与えられる投票数を通知する。 
Article 36 – Majorities 
1. Decisions of Congress shall be taken on the basis of an absolute majority (more 

than 50%) of valid votes cast. For alterations to the Statutes and Rules of Racing 
(Art. 32), a majority of twothirds of valid votes is required. The majority required for 
Dissolution is explained in Art. 67. 

2. Abstentions and blank, incomplete or spoiled voting forms will not be considered 
“valid” votes. 

3. In the case of votes with more than two options, such as elections with multiple candidates 
or the attribution of a World Rowing Championship regatta, as long as the absolute majority 
is not reached, additional rounds of voting will be required. In this case, the candidate or 
option obtaining the smallest number of votes shall be eliminated from each round. 

4. In the case of a tie, a second round of voting shall be taken. If the vote is still tied after two 
rounds of voting, the Council shall immediately carry out an internal vote to determine the 
decision. 

5. In the case of an election with one single candidate, the absolute majority must 
nevertheless be reached. 

定款第 36 項 多数決 
1. 総会での議決は、有効投票数の過半数（50％以上）による。定款および競漕規則の変更

（定款第 32 項）については、有効投票の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。ワールドロ

ーイングの解散に必要な票数については、定款第 67 項に記載する。 

2. 棄権、白紙、不完全、破棄された投票用紙は「有効な」投票とはみなされない。 

3. 複数の候補者による選挙や、世界選手権の開催候補地など、2 つ以上の選択肢がある投

票の場合、過半数を獲得する候補または選択肢が得られなければ、追加の投票ラウンド

を実施する。この場合、各投票ラウンドにおいて最も少ない得票の候補者または選択肢

は、次の投票ラウンドから除外される。 

4. 得票が同数の場合には、2 回目の投票を行う。2 回の投票を行ってもなお同数の場合、理

事会は直ちに内部投票を行い、決定する。 

5. 一人の候補者による選挙の場合でも、当該候補者は過半数を得なければならない。 

Article 37 – Date of Taking Effect 
Elections and decisions of a Congress shall take effect from 1 January following that 
Congress unless Congress determines otherwise. 

定款第 37 項 効力発生日 
総会での選挙および議決は、総会が別に決めない限り、その総会の次の 1 月 1 日から有効

となる。 
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PART III B. COUNCIL 第 III B 章.理事会 

Article 38 – The Council 
1. The Council is responsible for all sport matters of World Rowing in accordance with 

the Statutes and the Rules, and under the managerial direction of the Executive 
Committee. 

2. The Council consists of: 
2.1 the President; 
2.2 the Vice President; 
2.3 the Treasurer; 
2.4 the non-voting Executive Director; 
2.5 the Chairs of the specialist Commissions; 
2.6 the Continental Representatives; and 
2.7 up to two Co-opted Member(s). 

3. The President is chair of the Council or, if unable, the Vice President or another 
specific nominee of the President is chair.  

4. Except for the President and the Executive Director, the Council members are not 
remunerated by World Rowing but may receive reimbursement of expenses. 

定款第 38 項 理事会 
1. 理事会は、定款と競漕規則に従い、常任理事会の経営上の指示のもと、ワールドローイン

グのすべてのスポーツ関連事項に責任を負う。 

2. 理事会は以下のメンバーで構成される。 
2.1 会長 

2.2 副会長 

2.3 財務 

2.4 投票権のない専務理事 

2.5 専門委員会委員長 

2.6 大陸代表 

2.7 最大 2 名の特任理事 

3. 理事会の議長は会長が務める。会長が議長を務められない場合は、副会長または会長が

指名する者が議長を代行する。 

4. 会長と専務理事を除き、理事はワールドローイングから報酬を受け取れないが、必要経費

は受け取れる。 
Article 39 – Election of Council Members  
1. The Council members, with the exception of the Executive Director, the Athletes’ Commission 

Chair, the Continental Representatives and the Co-opted Member(s), are elected for four-
year terms by the Congress. 

2. The elections for President, Vice President and Treasurer take place in the year following the 
Summer Olympic and Paralympic Games. 

3. The elections for the Chairs of the specialist Commissions take place in the second and third 
years after the Summer Olympic and Paralympic Games.  

4. The Athletes’ Commission Chair is appointed for a four-year term in accordance with the 
Athletes’ Commission Regulations & Election Procedures as set out in Appendix S5 and in 
the Bye‑Laws to Art. 39. 

Bye‑Laws to Article 39 – Election of Council Members  
1. The President, Vice President and Treasurer are elected at the Ordinary Congress in the 

year following each Summer Olympic and Paralympic Games. 
2. The Chairs of the following Commissions are elected in the second year after each Summer 

Olympic and Paralympic Games: 
2.1 Athletes’; 
2.2 Events; 
2.3 Competitive Rowing; 
2.4 Masters Rowing; 
2.5 Para Rowing; 
2.6 Umpiring. 

3. The Chairs of the following Commissions are elected in the third year after each 
Summer Olympic and Paralympic Games: 
3.1 Coastal Rowing; 
3.2 Equipment and Technology; 

定款第 39 項 理事の選出 
1. 理事は、専務理事、アスリート委員会委員長、大陸代表、特任理事を除いて、4 年の任期

で総会で選出される。 

2. 会長、副会長、財務の選挙は、夏季オリンピック・パラリンピックの翌年に実施する。 

3. 専門委員会委員長の選挙は、夏季オリンピック・パラリンピック終了後 2 年目と 3 年目に実

施する。 

4. アスリート委員会委員長は、附則 S5 および定款第 39 項細則に定められたアスリート委員

会規則および選挙手続に従い、4 年の任期で任命される。 

定款第 39 項（細則） 理事の選出 
1. 会長、副会長、財務は、夏季オリンピック·パラリンピックの翌年に開催される通常総会で選

出される。 
2. 以下の委員会の委員長は夏季オリンピック·パラリンピック後 2 年目に選出される。 

2.1 アスリート委員会 
2.2 イベント委員会 
2.3 競技ローイング委員会 
2.4 マスターズローイング委員会 
2.5 パラローイング委員会 
2.6 審判委員会 

3. 以下の委員会の委員長は、夏季オリンピック·パラリンピック後 3 年目に選出される。 
3.1 コースタルローイング委員会 
3.2 設備·技術委員会 
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3.3 Indoor Rowing; 
3.4 Sports Medicine; 
3.5 Women’s; 
3.6 Youth Rowing. 

4. Except for the Chair of the Athletes’ Commission, the Executive Committee shall give notice 
of those Council positions which are due for election at the time it sends the Convening Notice 
for the Congress. 
4.1 The notice will call for nominations for the positions to be elected by the Congress.  
4.2 The nomination must be made by the Member Federation of the candidate and shall 

include a completed World Rowing Nomination Form.  
4.3 The nomination must be received at World Rowing headquarters no later than three 

months before the date of the Congress. 
4.4 No later than one month after the closing date for nominations, World Rowing shall send to all 

Member Federations a list of all valid nominations received by the closing date. 
5. The appointment of the Chair of the Athletes’ Commission shall be held in 

accordance with the Athletes’ Commission Regulations & Election Procedures as 
set out in Appendix S5. 

3.3 インドアローイング委員会 
3.4 スポーツ医科学委員会 
3.5 女性委員会 
3.6 ユースローイング委員会 

4.常任理事会は総会の開催通知を送付する際に、アスリート委員会の委員長を除き、選挙
の対象となる理事の役職を通知する。 
4.1 通知では、総会で選出される役職の候補者を募集する。 
4.2候補者の推薦は、加盟国協会によって行われ、ワールドローイング指定の様式の推薦様式を添

付しなければならない。 
4.3 推薦状は、総会開催日の 3 か月前までにワールドローイング本部に届いていなければならな

い。 
4.4 ワールドローイングは推薦の締切日から 1 か月以内に、締切日までに受理した有効なすべての

被推薦者のリストを加盟国協会に送付する。 
5. アスリート委員会委員長の任命は、附則 S5 に記載されているアスリート委員会規定および

選挙手続に従って行われる。 
Article 40 – Appointment of the Executive Director 
The Executive Director is appointed by the Executive Committee. The Executive Director, who 
will also act as Secretary General, shall be supported by administrative staff. 

定款第 40 項 専務理事の任命  
専務理事は常任理事会によって任命される。専務理事は事務局長を兼任し、事務局スタッ

フによってサポートされる。 
Article 41 – Appointment of the Continental Representatives and Co-opted Members 
1. World Rowing shall have a Continental Representative for each of the following continents: 

Africa, Asia, Europe, Oceania, The Americas. The Continental Representatives shall 
represent World Rowing in their continent. The Continental Representatives shall be 
appointed by the Council, upon proposal by the Executive Committee. Before making these 
appointments, the Council may consult the Member Federations concerned. 

2. World Rowing may appoint up to two Co-opted Members to complement the skill set of the 
Council. The Co-opted Members shall be appointed by the Council, upon proposal by the 
Executive Committee. 

3. These Council members shall be appointed in the year of the Summer Olympic and 
Paralympic Games and in the second year after the Summer Olympic and Paralympic 
Games, for a two year term, and may be reappointed. 

定款第 41 項 大陸代表および特任理事の任命 

1. ワールドローイングは、次の各大陸に大陸代表を 1 名ずつ置く。アフリカ、アジア、ヨーロッ

パ、オセアニア、南北アメリカ。大陸代表はそれぞれの大陸でワールドローイングを代表す

る。大陸代表は常任理事会の提案に基づき、理事会によって任命される。理事会は大

陸代表を任命する前に、関係する加盟国協会に相談することができる。 

2. ワールドローイングは理事会の機能を補完するために、最大 2 名の特任理事を任命するこ

とができる。特任理事は常任理事会の提案に基づき理事会が任命する。 

3. 大陸代表と特任理事は、夏季オリンピック・パラリンピックの開催年および開催後 2 年目に

任命され、任期は 2 年で再任を可とする。 

Article 42 – Eligibility of Council Members 
1. Candidates for the position of President, Vice President and Treasurer must have participated 

a minimum of four times in total in any of the following events: 
1.1 a World Rowing Congress (as a delegate or Council Member); 
1.2 as a rower in the following events: 

a. World Rowing Championships, 
b. Olympic Games rowing regatta, 
c. Paralympic Games rowing regatta. 

2. Candidates for all Council positions must present skills and experience that are 
relevant to the Council position and the related duties as described in the Articles 
and Bye‑Laws. 

3. Council members, other than the Executive Director, are eligible for re-election or 
re-appointment, up to a maximum of 12 years in the same position. The 12-year 
period will commence from the Council member’s next election date after the 2017 
Extraordinary Congress in Tokyo, Japan. 

定款第 42 項 理事の資格 
1. 会長、副会長、財務の候補者は、以下のイベントに合計 4 回以上参加していなければなら

ない。 
1.1 ワールドローイング総会（代表者または理事として）。 

1.2 以下の大会（漕手として） 

a.世界選手権 

b.オリンピックのローイング競技 

c.パラリンピックのローイング競技 

2. 理事会のすべての役職の候補者は、定款および付則に記載されている理事会の役職とそ

の関連職務に関する技能と経験を示さなければならない。 

3. 専務理事を除く理事は再選または再指名が可能で、最長で 12 年間、同じ役職に就くこと

ができる。12 年の任期は、日本の東京で開催された 2017 年臨時総会後の理事の選挙

日から始まる。 
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4. Council members may hold office until 31 December of the year in which they reach 
the age of 70. 

4. 理事は 70 歳に達した年の 12 月 31 日まで在任することができる。 

Article 43 – Honorary Members 
1. Upon the proposal of Council, Congress may confer the title “Honorary Council Member” or 

another appropriate Honorary title on a retired Council member who has rendered 
distinguished service to international rowing. 

2. Honorary Council Members shall not, however, be entitled to participate in the work of Council 
or have voting rights. 

定款第 43 項 名誉理事 
1. 理事会の提案により、総会は、国際ローイングに対して顕著な貢献をして引退した理事に、

「名誉理事」その他の適切な名誉称号を与えることができる。 

2. ただし、名誉理事は理事会の業務に参加する権利や議決権を持たないものとする。 

Article 44 – Decisions of the Council 
Decisions of the Council are taken by a majority of the votes cast. In the case of a tie, 
the President, or in the absence of the President, the chair of the meeting, shall have 
a casting vote. Voting shall be by show of hands unless a secret ballot is requested or 
may take place by correspondence. Determination of a majority shall be in accordance 
with Art. 36. 

定款第 44 項 理事会の議決 
理事会の議決は投票数の過半数による。可否同数の場合は、会長、または会長不在の場

合は会議の議長が決定票を持つものとする。投票は無記名投票が要求されない限り挙手に

よるものとし、あるいは通信によるものとする。過半数の決定は、定款第 36 項に準拠する。 

Article 45 – Duties of the Council 
The authorities and responsibilities of the Council are: 
1. Strategic Direction 

1.1 To establish a strategic plan and take such steps as may be necessary to 
achieve the Objects laid down in Art. 3 of the Statutes; 

1.2 To ensure the execution of decisions taken by Congress;  
1.3 To assign duties to the Commissions. 

2. Events  
2.1 To ensure the maintenance of proper standards in the organisation of all World Rowing 

events, all events conducted under the authority of World Rowing in general, and, in 
particular, Olympic, Paralympic and Youth Olympic regattas; 

2.2 In accordance with Rule 5, to select the most suitable bids from candidate Member 
Federations for the organisation of World Championships and propose it (them) to 
Congress for approval and attribution; 

2.3 To attribute events based on the most suitable bids for World Rowing Cups, Coastal and 
Indoor Championships, and Masters Regattas. 

3. Governance 
3.1 To ensure the observance of the Statutes, Rules of Racing, Bye‑Laws and 

Event Regulations; 
3.2 To adopt and amend Bye‑Laws made under the Statutes and Rules of Racing; 
3.3 To adopt and amend Event Regulations. 

4. Membership 
4.1 In accordance with Art. 49, to propose three Council members to Congress to 

be elected to the Executive Committee; 
4.2 In accordance with Art. 41, to appoint Continental Representatives and Co-opted 

Members; 
4.3 In accordance with Art. 54, to appoint Commission members. 

5. Internal Audit Committee - The Council may appoint an Internal Audit Committee to provide 
an independent review of governance, processes and risk management. Membership and 
duties of the Internal Audit Committee shall be set out as Bye‑Laws. 

定款第 45 項 理事会の任務 
理事会の権限と責任は以下の通り。 

1. 戦略的方向性 

1.1 戦略的計画を策定し、定款第 3 項に定める目的を達成するために必要な措置を講

じること。 

1.2 総会で決定されたことを確実に実行すること。 

1.3 委員会に職務を割り当てること。 

2. イベント 

2.1 すべてのワールドローイングのイベント、一般的にワールドローイングの権限の下で行わ

れるすべてのイベント、特にオリンピック·パラリンピック、ユースオリンピックの大会の

開催·運営において適切な基準を維持すること。 

2.2 規則第 5 条に基づき、世界選手権の開催に向けて候補となっている加盟国協会か

ら最も適した候補地を選び、総会にその開催地を提案し承認を求めること。 

2.3 ワールドカップ、世界コースタル選手権、世界インドア選手権、世界マスターズレガッタ

の最適な候補地情報に基づいて、それらのイベントの開催地を決定すること。 

3. 統治 

3.1 定款、競漕規則、細則、大会規則の順守を徹底すること。 

3.2 定款と競漕規則に基づいて作成された細則を採択し、修正すること。 

3.3 大会規則を採択し、修正すること 

4. 人事 

4.1 定款第 49 項に基づいて、常任理事に選出される 3 名の理事を総会に提案するこ

と。 

4.2 定款第 41 項に基づいて、大陸代表および特任理事を任命すること。 

4.3 定款第 54 項に基づいて、専門委員会のメンバーを任命すること。 

5. 内部監査委員会-理事会は、統治、手順およびリスク管理の独立した評価を行うために、

内部監査委員会を任命することができる。内部監査委員会のメンバーと職務は、細則に

定める。 
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Bye‑Laws to Article 45 – Internal Audit Committee (Appendix S6) 定款第 45 項（細則） 内部監査委員会（附則 S6） 
Article 46 – Duties of the Council Members 
The duties of the Council members shall be set out as Bye‑Laws. 
Bye‑Laws to Article 46 – Duties of the Council Members (Appendix S7) 

定款第 46 項 理事の職務 
理事の職務を細則に定めた。 

定款第 46 項（細則） 理事の職務（附則 S7） 
Article 47 – Council Meetings 
1. The Council shall normally meet at least three times per year as decided by the 

Executive Committee or when at least seven Council members submit a request in 
writing to the Executive Committee giving the reasons therefor. It may also meet 
when so required by the President. The Council may make decisions by 
correspondence. 

2. The agendas for all meetings are established by the Executive Committee.  
3. Reports on Council meetings shall be circulated to all Member Federations and 

Council and Commission members within one month of the meeting. 

定款第 47 項 理事会 
1. 理事会は通常、年 3 回以上開催する。理事会は、常任理事会が開催を決定した場合、

理事 7 名以上が理由を付した書面で常任理事会に開催を要求した場合、あるいは会長

が開催を要請した場合に開催する。理事会は通信によって議決を下すこともできる。 

2. すべての理事会の議題は常任理事会によって決定される。 

3. 理事会の報告書は、会合後 1 ヶ月以内に、すべての加盟国協会と理事会および委員会

のメンバーに配布される。 
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PART III C. EXECUTIVE COMMITTEE 第 III C 章.常任理事会 
Article 48 – Executive Committee 
1. The Executive Committee has oversight responsibility for the management, 

administration, finances and governance of World Rowing, and, when necessary, 
has the authority to make urgent decisions, including regarding sport related 
matters in accordance with the Statutes and Rules. It guides the activities of the 
Council, Commissions and Working Groups. 

2. The Executive Committee consists of: 
2.1 the President; 
2.2 the Vice President; 
2.3 the Treasurer; 
2.4 the non-voting Executive Director;  
2.5 the three Council members (elected according to Art. 49); and 
2.6 the Athletes’ Commission Chair. 

3. The President is chair of the Executive Committee or, if unable, the Vice President 
or another specific nominee of the President is chair. 

定款第 48 項 常任理事会 
1. 常任理事会は、ワールドローイングの経営、管理、財務、統治を監督する責任を持ち、必

要に応じて、定款と競漕規則に基づいてスポーツ関連事項を含む緊急の決定を行う権

限を持つ。また、理事会、委員会、ワーキンググループの活動を指導する。 

2. 常任理事会は以下のメンバーで構成される。 

2.1 会長 

2.2 副会長 

2.3 財務 

2.4 投票権のない専務理事 

2.5 3 名の理事（定款第 49 項に基づいて選出）、および 

2.6 アスリート委員会委員長 

3. 会長が常任理事会の議長を務めるが、議長を務めることができない場合は、副会長また

は会長が指名した別の人物が議長を務める。 

Article 49 – Election of the three Council Members to the Executive Committee 
1. At the Ordinary Congress in the year following each Summer Olympic and 

Paralympic Games, three Council members shall be elected individually to the 
Executive Committee based on a proposal from the Council. 

2. The following Council Members are eligible for this election: 
2.1 Chairs of the specialist Commissions 
2.2 Continental Representatives 
2.3 Co-opted Members 

3. Candidates for these three positions on the Executive Committee shall have been 
in a Council role since 1 January of the year of this election. 

4. If one or more of the proposed candidates does not receive a majority according to 
Art. 36, there will be additional rounds of voting where all interested and eligible 
Council members shall be eligible to stand for election to the unfilled position(s). 

定款第 49 項 理事 3 名の常任理事会への選出 
1. 夏季オリンピック・パラリンピックの翌年の通常総会において、理事会の提案に基づき、3 名

の理事を個別に常任理事に選出する。 

2. この 3 名の常任理事に選出される資格を有するのは以下の理事である。 

2.1 専門委員会の委員長 

2.2 大陸代表 

2.3 特任理事 

3. 常任理事会のこれら 3 つのポジションの候補者は、当該選挙の年の 1 月 1 日以降、理事

を務めていなければならない。 

4. 提案された候補者のうち 1 人以上が定款第 36 項で規定する過半数を得られなかった場

合、追加の投票が行われ、関心を持ち資格を有するすべての理事会メンバーが、未充足

のポジションに立候補することができる。 
Article 50 – Decisions of the Executive Committee 
Decisions of the Executive Committee are taken by a majority of the valid votes cast. 
In the case of a tie, the chair of the meeting shall have a casting vote. Voting shall be 
by show of hands unless a secret ballot is requested or may take place by 
correspondence. Determination of a majority shall be in accordance with Art. 36. 

定款第 50 項 常任理事会における議決 
常任理事会における議決は、有効投票数の過半数による。可否同数の場合は、議長が決定

票を行使する。投票は、無記名投票が要求されていない限り挙手によるものとし、通信による

投票も可とする。過半数の決定は、定款第 36 項の規定によるものとする。 
Article 51 – Duties of the Executive Committee 
The authorities and responsibilities of the Executive Committee are (inter alia): 
1. Management  

1.1 To oversee the overall directional guidance of World Rowing’s activities with the relevant 
Council members, Commission members, Working Group members, organising 
committees and Member Federations; 

1.2 To manage World Rowing administratively and financially. To this end, the Executive 
Committee may establish administrative offices with remunerated personnel; 

定款第 51 項 常任理事会の任務 
常任理事会の権限と責任は（特に）以下の通り。 

1. 運営 

1.1 関連する理事、委員、ワーキンググループメンバー、組織委員会、加盟国協会ととも

に、ワールドローイングの活動の全体的な方向性を監督すること。 

1.2 ワールドローイングを管理し、その財政を司ることによって運営する。この目的のため

に、常任理事会は有給職員を雇用して管理事務所を設立することができる。 
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2. Governance  
2.1 To decide all questions of interpretation of the Statutes, Rules of Racing, Bye‑

Laws and Event Regulations; 
2.2 In the case of a breach of the Statutes, Rules, Bye‑Laws or Event Regulations, 

or in the case of negligent or inappropriate behaviour, to decide sanctions, at 
any time, as provided for in Art. 64, on Member Federations, clubs or 
individuals; 

3. General 
3.1 To convene Congresses and Council meetings, prepare the agendas and supporting 

documentation; 
3.2 To keep Member Federations informed of World Rowing’s activities; 
3.3 To perform all other duties of the Executive Committee as established in World Rowing’s 

Statutes, Rules of Racing, Bye‑Laws and Event Regulations; 
3.4 To make any decisions appropriate to the circumstances in the interests of the sport of 

rowing; 
3.5 To assume all responsibilities which are not expressly attributed to another entity within 

World Rowing. 
4. Finance Committee - The Executive Committee may establish a Finance 

Committee to oversee the financial management of World Rowing on behalf of the 
Executive Committee. Membership and duties of the Finance Committee shall be 
set out as Bye‑Laws. 

Bye‑Laws to Article 51 – Finance Committee (Appendix S8) 

2. 統治 

2.1 定款、競漕規則、細則、大会規則の解釈に関するすべての問題を決定する。 

2.2 定款、競漕規則、細則、大会規則に違反した場合、あるいは過失や不適切な行為が

あった場合には、加盟国協会、クラブ、個人に対していつでも定款第 64 項に定める

罰則措置を決定できる。 

3. 一般 

3.1 総会と理事会を招集し、議題と資料を準備すること。 

3.2 加盟国協会にワールドローイングの活動を知らせること。 

3.3 ワールドローイング定款、競漕規則、細則、大会規則で定められた常任理事会の他

のすべての職務を遂行すること。 

3.4 ローイングというスポーツの利益のために、状況に応じて適切な決定を下すこと。 

3.5 ワールドローイング内の他の組織が明確に負うことになっていないすべての責任を負う

こと。 

4. 財務委員会-常任理事会は常任理事会に代わって、ワールドローイングの財務管理を監

督するために、財務委員会を設置することができる。財務委員会のメンバーと任務は、細

則に定める。 

定款第 51 項（細則） 財務委員会（附則 S8） 

Article 52 – Executive Committee Meetings 
The Executive Committee shall normally meet at least three times per year as decided by the 
President or when at least three Executive Committee members submit a request in writing to 
the President giving the reasons therefor. The Executive Committee may make decisions by 
correspondence. The agendas for all meetings shall be established in advance by the chair of 
the meeting. Minutes of Executive Committee meetings shall be circulated to all Council 
members within one month of the meeting. 

定款第 52 項 常任理事会 
常任理事会は通常、年 3 回以上開催する。常任理事会は会長が決定した場合、または 3

名以上の常任理事が理由を付した書面で会長に要請した場合に開催する。常任理事会は、

通信により決定することができる。常任理事会の議題は会議の議長が事前に定める。常任理

事会の議事録は、会議開催後 1 か月以内にすべての理事に配信される。 

Article 53 – Casual Vacancies 
In case of a casual vacancy in the Council or the Executive Committee, the Executive 
Committee may replace the member concerned until the next Congress. 

定款第 53 項 予期せぬ欠員 
理事会または常任理事会に予期せぬ欠員が生じた場合、常任理事会は次の総会まで当該

役職に代理者を就かせることができる。 
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PART III D. COMMISSIONS 第 III D 章. 委員会 
Article 54 – Commissions 
1. The Council may establish specialist Commissions to advise on and undertake 

sport related activities as required and on terms defined by the Council.  
2. Subject to paragraph 6 below and except for the Athletes’ Commission, the 

Commissions shall consist, in principle, of four to eight members in addition to the 
Chair. The Chair shall be a member of the Council. The Council shall determine 
from time to time the size of each Commission.  

3. Except for the elected members of the Athletes’ Commission, the Commission 
members are appointed by the Council for a term of four years which may be 
renewed.  

4. The Council shall seek to appoint the most qualified people to each Commission having 
regard also to the desirability of achieving gender and geographical representation. 

5. Commission members may serve on the Commission until 31 December of the year in which 
they reach the age of 70. 

6. Cross Commission members are drawn from Council and/or other relevant Commissions. 
Cross Commissions are chaired by an elected Chair who shall be a member of Council and 
shall not necessarily be a member of another Commission. 

7. The Council may also create Working Groups for specific tasks and may entrust assignments 
to non-members of the Council. 

Bye‑Laws to Article 54 – Commissions  
1. World Rowing Commissions 
The Council has established the following specialist Commissions: 

1.1 Discipline Commissions - experts on the competition and training aspects of the 
disciplines of the sport: 
a. Competitive Rowing  
b. Coastal Rowing 
c. Indoor Rowing 

1.2 Technical Commissions - experts on the specific subjects or categories of 
competition that take part in the disciplines of the sport listed above: 
a. Athletes’ 
b. Coaching Development Cross Commission (the chair shall be the Chair of the 

Competitive Rowing Commission) 
c. Equipment and Technology 
d. Events 
e. Masters Rowing 
f. Para Rowing 
g. Sports Medicine 
h. Umpiring 
i. Women’s Cross Commission  
j. Youth Rowing 

2. Appointments to Commissions (except Athletes’ Commission)  
2.1 For all Commissions, except Cross Commissions, the Executive Committee will 

call for nominations for Commission membership in the year of election of the 
Commission Chair. 

定款第 54 項 委員会 
1. 理事会は必要に応じて、理事会が定めた条件に基づいて、スポーツに関連する活動につ

いて助言し実務を担当する専門委員会を設置することができる。 

2. 委員会は、下記 6 号に従い、アスリート委員会を除き、原則として、委員長の他に 4 名か

ら 8 名の委員で構成される。委員長は理事会のメンバーとなる。理事会は、随時、各委

員会の規模を決定する。 

3. 選挙で選ばれるアスリート委員会の委員を除き、委員会の委員は理事会によって任命さ

れ、任期は 4 年で、更新されることがある。 

4. 理事会は各委員会に最も適格な人材を任命するよう努めるものとし、性別および地理的

なバランスも考慮することが望ましい。 

5. 委員は、70 歳に達した年の 12 月 31 日まで委員を務めることができる。 

6. クロス委員会のメンバーは理事会または他の関連委員会から選出される。クロス委員会の

委員長は理事会のメンバーであり、他の委員会のメンバーである必要はない。 

7. 理事会は特別な任務のためにワーキンググループ設置し、理事会のメンバーではない人に

その任務を委託することもできる。 

定款第 54 項（細則） 委員会 
1. ワールドローイング委員会 
理事会は以下の専門委員会を設置した。 

1.1 種目委員会-ローイングの種別ごとに、その競技とトレーニングについての専門家集
団。 
a.競技ローイング 
b.コースタルローイング 
c.インドアローイング 

1.2 技術委員会-上記のローイングの種目についての特定の主題または競技カテゴリーの
専門家集団。 
a.アスリート 
b.コーチング向上クロス委員会（委員長は競技ローイング委員会の委員長とする。） 
c.設備・技術 
d.大会 
e.マスターズローイング 
f.パラローイング 
g.スポーツ医科学 
h.審判 
i.女性クロス委員会 
j.ユースローイング 

2. 委員（アスリート委員を除く）の任命 
2.1 クロス委員会を除くすべての委員会について、常任理事会は委員長が選出された年

に委員の推薦を求める。 
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Candidates, including current Commission members seeking reappointment, must be 
nominated in writing by their Member Federations no later than the end of the Congress 
of that year. 

2.2 Appointments of Commission members are made by the Council on the recommendation 
of the newly elected Commission Chair.  

3. Athletes’ Commission – Appointments & Elections  
The Athletes’ Commission shall consist of elected and appointed members. Elections and 
appointments of the members of the Athletes’ Commission and the election and appointment 
of the Athletes’ Commission Chair shall take place in the same year, in accordance with the 
Athletes’ Commission Regulations & Election Procedures (see Appendix S5). 

4. Member Federations nominating candidates are required to commit to provide 
financial support for the travel and work of the Commission members, if they are 
appointed.  

5. Exceptionally, a current Commission member may be nominated for reappointment 
by the Executive Committee. 

6. In case of a casual vacancy in a Commission, the Executive Committee may 
replace the member concerned. Any member thus appointed shall serve out the 
term of office of the replaced member. 

再任を希望する現役委員を含め、委員の候補者はその年の総会終了時までに所属
する加盟国協会から書面で推薦されなければならない。 

2.2 委員の任命は、新たに選出された委員長の推薦に基づき、理事会が行う。 
3. アスリート委員会-任命と選挙 

アスリート委員会は、選挙で選ばれた委員と任命による委員とで構成される。アスリート委
員の選挙と任命ならびにアスリート委員長の選挙と任命は、アスリート委員会規定および選
挙手続（附則 S5 参照）に従い、同じ年に行われる。 

4. 委員の候補者を指名した加盟国協会は、その候補者が委員に任命された場合、その旅
費や活動費の支援を約束しなければならない。 

5. 例外的に常任理事会によって、現在の委員会メンバーが再任のために推薦されることがあ
る。 

6. 委員会に予期せぬ欠員が生じた場合、常任理事会は代わりの委員を指名することができ
る。その場合、新たに任命された委員は、前の委員の残りの任期を務めるものとする。 

Article 55 – Duties of the Commissions and Working Groups 
The duties, authority and field of activity of each Commission and Working Group shall 
be set out in the Bye‑Laws. 
Bye‑Laws to Article 55 – Duties of the Commissions and Working Groups 
(Appendix S9) 

定款第 55 項 委員会とワーキンググループの任務 
各委員会およびワーキンググループの任務、権限、活動分野は細則に定めるものとする。 

定款第 55 項（細則） 委員会およびワーキンググループの任務（附則 S9） 
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PART IV – INDIVIDUAL OBLIGATIONS 第 4 章 個人の義務 
Article 56 – Commitment 
Any party that deals with World Rowing, is a member of World Rowing or shares in its activities 
including a party which: 
1. Participates in an event under the authority of World Rowing; 
2. Acts as an official (trainer, coach, team manager, delegate, representative or other related 

party) of a team, a club, a Member Federation, Continental Rowing Confederation or other 
Member Grouping; 

3. Officiates as an international umpire or in a similar role; 
4. Organises or participates in a competition which is placed under World Rowing’s authority, 

according to the Statutes and Rules of Racing; 
5. Assumes any role within World Rowing, within its Council, its Executive Committee, one of 

its Commissions or another Committee or Working Group; recognises and accepts the 
following, subject to paragraph v: 
i. The World Rowing Statutes, Rules of Racing, Bye‑Laws and Event Regulations; 
ii. World Rowing’s authority on all matters concerning international rowing; 
iii. The mandatory nature of the Statutes, the Bye‑Laws and other Rules regulating World 

Rowing, in their current version and as amended from time to time; 
iv. World Rowing’s jurisdiction to make any decision or impose any sanction within its field of 

competence; 
v. The Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne as the only competent judicial 

authority external to World Rowing, to the exclusion of any ordinary court of law, any civil 
judicial authority of any country and any other arbitration body: 

a. Subject to Art. 60, to settle any dispute which directly involves World Rowing, one of its 
bodies, one of its Executive Committee members, any person acting on its behalf 
(Council and Commission members, umpires, and any others), one of its members or 
an organising committee of a World Rowing event run under World Rowing’s authority 
(see Art. 65); 

b. To review any decision alleged to violate any relevant law, any fundamental legal 
principles or World Rowing statutory clause (see Art. 65); 

c. To rule on any appeals from disciplinary sanctions or penalties of any kind, made by 
World Rowing or one of its bodies (see Art. 66). 

vi. The final and without appeal status of the decisions made by the CAS; 
vii. The requirement to abide by the decisions of World Rowing and CAS without attempting 

to hinder their application; 
viii. The application of Swiss law and the rules of Swiss federal procedure supplemental to 

World Rowing and CAS rules and regulations with Lausanne as the only place and seat 
of the arbitration. 

定款第 56 項 コミットメント  
ワールドローイングと取引する者はワールドローイングのメンバーである。また、以下の活動を行う者もワ

ールドローイングのメンバーである。  

1. ワールドローイングの権限下で開催されるイベントに参加する者。  

2. チーム、クラブ、加盟国協会、大陸ローイング協会、その他加盟国協会のオフィシャル（トレーナー、

コーチ、チームマネジャー、デリゲート、代表者、その他関係者）として活動する者。  

3. 国際審判またはそれに準ずる役割を担っている者。  

4. ワールドローイングの権限下におかれている競技会を、定款および競漕規則に従い、開催または参加

すること。  

5. ワールドローイング内、理事会、常任理事会、委員会、その他の委員会やワーキンググループで何ら

かの役割を担うこと。 

上記、ワールドローイングのメンバーは、第 5 章を条件として、以下の条項を承認し、受け入れる。 

i. ワールドローイングの定款、競漕規則、関連細則および大会規則  

ii. 国際的なローイングイベントに関するすべての事項に対する、ワールドローイングの権限；  

iii. ワールドローイングの定款、関連細則、ワールドローイングに関するその他の規則について、現行版

およびその後適宜改正された版が強制的に適用されること。 

iv. ワールドローイングが、その専門分野において、決定を下したり、制裁を課したりすることのできる司

法管轄権。 

v. ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所（CAS）がワールドローイングの外部にある唯一の有効な司法機

関であり、通常の裁判所、すべての国の民事司法機関、その他の仲裁機関は排除されること。 

a. ワールドローイング、その機関の一つ、その常任理事会のメンバーの一人、ワールドローイングに

代わって活動する者（理事会や委員会のメンバー、審判、その他の者）、ワールドローイングの

権限の下で運営されるワールドローイングによる大会の組織委員会が直接関与する紛争を定

款第 60 項に従い解決すること（定款第 65 項参照） 

b. 関連する法律、基本的な法的原則、またはワールドローイングの定款（第 65 項参照）に違反し

ていると申し立てられた決定を審査すること（定款第 65 項参照） 

c. ワールドローイングまたはその組織の一つによってなされた、あらゆる種類の懲戒処分または罰

則に対する不服申立を裁定すること（定款第 66 項参照） 

vi. CAS が下した決定は、最終的なものであり、上訴することはできない。  

vii. ワールドローイングと CAS の決定に従うこと、その適用を妨げようとしないこと。 

viii.ローザンヌを唯一の仲裁地および仲裁手続きの地とし、ワールドローイングとCAS の規則を補足す

るものとして、スイス法およびスイス連邦手続規則を適用すること。 

Article 57 – Individual and Written Confirmation of Commitments 
1. Although the commitment set out in Art. 56 is mandatory and automatic, World 

Rowing may, in addition, request individual and written confirmation of any 
commitment from the following individuals or entities, in accordance with the 
appropriate forms appended to these Statutes: 
1.1 Any Member Federation or any rowing federation which wishes to become a 

member; 

定款第 57 項 個別かつ書面によるコミットメントの確認  
1. 定款第 56 項に定められたコミットメントは、強制的かつ自動的なものであるが、加えて、ワ

ールドローイングは、本定款に添付された適切な書式に従い、以下の個人または団体か

ら、個別かつ書面によるコミットメントの確認を求めることができる。  

1.1. あらゆる加盟国協会、または加盟国協会になることを希望するあらゆるローイング協

会 
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1.2 Any rower, club, official or international umpire likely to participate in an event 
or activity under World Rowing’s authority; 

1.3 An organising committee or its members of any event under World Rowing’s 
authority. 

2. These confirmations are valid unless and until they have been formally revoked in 
writing and this written revocation has reached the World Rowing headquarters. 
Such revocation shall not be retroactive and therefore does not affect acts 
committed or liabilities incurred before the written revocation is communicated. 
Such revocation shall only be valid if the individual or entity has ceased all activities 
or relationships to which the commitment refers. 

Bye‑Laws to Article 57 – Commitment Forms (Appendix S10) 
If a rower is not able to provide consent for the commitment form by reason of age, 
physical impairment or mental impairment then a parent or guardian must provide 
consent by signing the commitment form on behalf of the rower. 

1.2 ワールドローイングの権限下で行われる競漕会や活動に参加する可能性のある漕

手、クラブ、大会役員または国際審判員  

1.3 ワールドローイングの権限下にあるあらゆる競漕会の組織委員会またはそのメンバー  

2. これらの確認は、書面で正式に取り消され、その書面がワールドローイング本部に到達しな

い限り、それまでの間有効である。このような取消しは遡及せず、したがって、書面による

取消しが通知される前に行われた行為や発生した負債には影響を与えない。このような

取消しは、個人または団体がコミットメントで触れているすべての活動または関係を停止し

た場合にのみ有効となる。 

定款第 57 項（細則） コミットメントに関する誓約書（附則 S10） 
年齢、身体的障がい、精神的障がいなどの理由で誓約書に同意できない場合は、親または
後見人が代理して署名し、同意しなければならない。 
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PART V – INTEGRITY OF THE SPORT 第 5 章 スポーツの誠実さ 
Article 58 – Ethical Principles and Integrity 
1. Any party which deals with World Rowing and/or shares in its activities, notably 

those referred to in Art. 56, commits to act in a manner prescribed in the relevant 
Bye‑Laws (Bye‑Laws to Art. 58 – World Rowing Code of Ethics, Appendix S11) and 
according to all generally recognised ethical principles including the principles of 
the IOC’s Code of Ethics. 

2. Taking into consideration the overall interests of World Rowing and its members, 
only individuals of high moral character and integrity may be nominated by Member 
Federations for elected or appointed positions. The Executive Committee has the 
sole discretion to make the final determination.  

Bye‑Laws to Article 58 – World Rowing Code of Ethics (Appendix S11) 

定款第 58 項 倫理的原則および誠実さ  
1. ワールドローイングと取引をし、ワールドローイングの活動（特に第５６項で言及されているも

の）に参加する者は、関連する細則（定款第５8 項細則ワールドローイング倫理規程（附

則 S11）や、IOC 倫理規程の原則を含め、一般に認めされているすべての倫理原則に従

って行動することを誓うものとする。 

2. ワールドローイングとそのメンバーの全体的な利益を考慮し、高い道徳性と誠実さをもつ個

人のみが、選出または任命される役職に、加盟国協会によって推薦される。常任理事会

が最終的な決定に関する唯一の裁量権を有する。 

定款第 58 項（細則） ワールドローイング倫理規程（附則 S11） 

Article 59 – Integrity in Competition 
Any party which deals with World Rowing and/or shares in its activities, notably those 
referred to in Art.56, shall be bound by, and be required to comply with the Bye‑Laws 
relating to Manipulation of Competition and Betting by virtue of such participation or 
assistance (Appendix S12). 
Bye‑Laws to Article 59 – Manipulation of Competition and Betting (Appendix S12) 

定款第 59 項 競技における誠実さ  
ワールドローイングと取引をし、その活動（特に第 56 項で言及されているもの）に参加する当

事者は、そのような参加または支援をすることによって、競技の操作と賭博に関する細則に

拘束されるとともに、これを遵守することが求められる。（附則 S12） 

定款第 59 項（細則）競技の操作と賭博（附則 S12） 

Article 60 – Right of Complaint 
1. Any party claiming to have a valid complaint in relation to Art. 58 and Art. 59 

concerning a party mentioned in Art. 56 may submit it to the World Rowing President 
or, in a case involving a member of the Executive Committee, to the IOC Ethics 
Commission. 

2. The Executive Committee has the authority to make decisions on all cases except 
cases involving members of the Executive Committee, in which case the IOC Ethics 
Commission has the authority to decide. 

3. The relevant authority may make any decision it deems appropriate and the 
decision may be published. 

定款第 60 項 苦情を申し立てる権利  
1. 定款第 58 項および第 59 項に関連して、有効な苦情があると主張するすべての当事者。

定款第 58 項および第 59 項に関連して第 56 項に記載された当事者に関して、定款第

58 項および第 59 項に関連して有効な苦情があると主張する当時者は、ワールドローイン

グ会長に、または常任理事会のメンバーが関係する場合には IOC 倫理委員会に提出する

ことができる。第 56 項に記載された当事者に関して、第 58 項および第 59 項に関して有

効な苦情があると主張する当事者は、ワールドローイング会長に、または常任理事会のメン

バーが関係する場合には IOC 倫理委員会に、その苦情を提出することができる。 

2. 常任理事会は、常任理事会のメンバーに関する案件を除くすべての案件について決定権

をもつ。常任理事会メンバーに関する案件については、IOC 倫理委員会が決定権をもつ。  

3. 関連当局は、適切と思われる決定を行い、その決定を公表することができる。 

Article 61 – Applicable Procedural Rules 
The Executive Committee and the IOC Ethics Commission shall respect the principles 
stipulated in  
Art. 63. 

定款第 61 項 適用される手続規則  
常任理事会と IOC 倫理委員会は、定款第 63 項に規定されている原則を尊重する。 
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PART VI – JUDICIAL PROVISIONS 第 6 章 司法上の規定 
Article 62 – Judicial Bodies of World Rowing 
1. The following bodies of World Rowing have judicial powers in accordance with the 

Statutes and related Bye‑Laws: 
1.1 the Congress; 
1.2 the Council; 
1.3 the Executive Committee; and 
1.4 the Ethics Panel (Bye‑Laws to Art. 58). 

2. With the exception of the Ethics Panel, the body concerned may delegate its power 
to a smaller number of its members to undertake any investigation, hearing or 
imposition of penalty. In all cases, the provisions of Art. 63 and Art. 64 shall be 
followed. 

定款第 62 項 ワールドローイングの司法組織  
1. ワールドローイングの以下の組織は、定款と細則に基づき、司法権を有する。 

1.1 総会  

1.2 理事会 

1.3 常任理事会、および  

1.4 倫理諮問委員会（定款第５8 項（細則）） 

2. 倫理諮問委員会を除き、関係組織は、調査、審問、罰則の適用を行う権限を、より少数の

関係組織メンバーに委ねることができる。いずれの場合も、定款第 63 項および第 64 項

の規定に従うものとする。 

Article 63 – Procedural Rules Applicable to the Judicial Bodies of World Rowing  
1. The judicial bodies of World Rowing shall provide due process to all parties involved 

and shall respect their fundamental rights. They recognise in particular: 
1.1 That a person who may have a conflict of interest shall not be a member of the decisionmaking body;  
1.2 The right of the person charged to know the charge and to examine their file; 
1.3 The right to know the penalties which might be imposed; 
1.4 The right to be heard, to present a defence to produce evidence and to be assisted by counsel; 
1.5 The right to receive a written decision from World Rowing with reasons for that decision. 

2. The procedural rules applicable to objections, protests and appeals relating to 
rowing competitions are covered in the Rules of Racing and related Bye‑Laws.  

3. For all situations not covered by the Statutes, Rules, Bye‑Laws and Event 
Regulations, the judicial bodies of World Rowing shall apply Swiss law and the rules 
of Swiss federal procedure. 

定款第 63 項 ワールドローイングの司法組織に適用される手続上の規則  
1. ワールドローイングの司法組織は、すべての関係者に適正な手続きを提供し、その基本的

な権利を尊重しなければならない。それらの司法組織は以下の点を特に認識している  
1.1 利益相反の可能性がある者は、裁定決定機関のメンバーであってはならないこと。  

1.2 告発された者が、起訴内容を知り、自分の記録を調べる権利。  

1.3 課せられる可能性のある罰則を知る権利。  

1.4.主張を聞いてもらう権利、弁護活動を行う権利、証拠を提出する権利、弁護士の支援を受ける

権利。 

1.5 ワールドローイングから、その理由を記した決定を書面により受領する権利。 

2. 競漕会に関する異議申立て、提訴、不服申立てに適用される手続上の規則は、定款、競

漕規則および関連細則、大会規則に記載されている。 

3. 定款、競漕規則および細則、大会規則でカバーされていないすべての状況に関し、ワール

ドローイングの司法組織は、スイス法およびスイス連邦手続規則を適用する。 
Article 64 – Sanctions and Financial Compensation 
1. The judicial bodies of World Rowing have the power to make decisions and impose sanctions 

in their areas of responsibility set out in the Statutes and Bye‑Laws. They can impose 
sanctions including but not limited to the following: 
1.1 Reprimand, which may be a public reprimand; 
1.2 Ban from competition; 
1.3 Fine; 
1.4 Expulsion (according to Art. 15); 
1.5 Any other appropriate measure. 

2. If appropriate, the judicial body concerned may take the following actions: 
2.1 Suspend for a definite period, in part or in whole, either the ban from competition or the 

payment of the fine on such conditions as it considers appropriate; and, or, 
2.2 Order payment of money as financial compensation or fine against those (in particular 

Member Federations, clubs, rowers, or officials) who have been found to have acted in 
a negligent or inappropriate manner including where such conduct has caused financial 
loss or damage to another party or breached these Statutes and Bye‑Laws; and, or, 

定款第 64 項 制裁および金銭的補償 
1. ワールドローイングの司法組織は、定款と細則に定められたそれぞれの責任分野におい

て、決定を下し、制裁を課す権限を持つ。司法組織は以下のような制裁を科すことができ

るが、これに限定されるものではない。 
1.1 指導、これは公開された指導の場合もある 

1.2 競漕会からの排除 

1.3 罰金 

1.4 除名（定款第 15 項による） 

1.5 その他の適切な措置 

2. 適切と考える場合、当該司法組織は以下の措置を採ることができる。 
2.1 適切と思われる条件で、競漕会からの排除または罰金の支払の一部または全部を一定期間

停止すること。 

2.2 過失または不適切な方法で行動したことが判明した者（特に加盟国協会、クラブ、漕手、また

はオフィシャル）に対して、金銭的補償または罰金として金銭の支払いを命じること。 
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2.3 Direct that all or part of a fine imposed by the judicial body be paid to the 
aggrieved or injured party not as compensation for loss but to reflect the judicial 
body’s disapproval of the offending party’s conduct. 

2.3 司法組織が課した罰金の全部または一部を、損失の補償としてではなく、違反者の

行為を司法組織が許容しないという考えを反映して、被害者または負傷者に支払う

ことを指示すること。 
Article 65 – Ordinary Arbitration Proceedings 
Any party who alleges that a decision made by a World Rowing judicial body violates 
fundamental legal principles or World Rowing statutory clause(s), or who has a dispute 
with World Rowing, may submit a claim to the Court of Arbitration for Sport (CAS) in 
Lausanne only, to the exclusion of any court of law of any country or any other 
arbitration body. The claim shall set out the facts and reasons upon which it is based. 
It shall be sent to CAS within one month from the day of delivery of the decision or, in 
the case of dispute, from the day World Rowing formally refused to accept its views 
or request. The CAS conducts the arbitration and rules over the dispute in accordance 
with its own regulations. In addition, the CAS applies Swiss law and the rules of Swiss 
federal procedure. The seat and place of the arbitration is in Lausanne. The decisions 
made by the CAS Ordinary Arbitration Division are final and may not be appealed. 

定款第 65 項 通常の仲裁手続き  
ワールドローイングの司法組織が下した決定が、基本的な法原則やワールドローイングの定款

に違反していると主張する当事者、またはワールドローイングとの間に紛争がある当事者は、ロ

ーザンヌのスポーツ仲裁裁判所（CAS）のみに申立てを行うことができ、各国の裁判所や他の

仲裁機関に申立を行うことはできない。申立書には、根拠となる事実と理由が記載されなけ

ればならない。申立は、決定通知の受領日から、または紛争の場合はワールドローイングがそ

の意見または要求の受入れを正式に拒否した日から、1 か月以内に CAS に送付しなければ

ならない。CAS は、独自の規定に基づき仲裁を行い、紛争を裁定する。さらに、CAS はスイス

法およびスイス連邦手続規則を適用する。仲裁地および仲裁手続の場所はローザンヌであ

る。CAS 普通仲裁部の決定は最終的なものであり、上訴することはできない。 

Article 66 – Appeal Arbitration Proceedings 
Any party penalised by a judicial body of World Rowing may appeal the decision to 
CAS in Lausanne only, to the exclusion of any court of law of any country or any other 
arbitration body. The appeal brief shall set out the facts and reasons on which it is 
based. It shall be sent to CAS within 21 days following receipt by the party of the 
decision in question. The CAS conducts the appeal and rules on it in accordance with 
its own regulations. In addition, the CAS applies Swiss law and the rules of Swiss 
federal procedure. The seat and place of the arbitration is in Lausanne. The decisions 
made by the CAS Appeals Arbitration Division are final and may not be appealed 

定款第 66 項 不服申立ての仲裁手続き  
ワールドローイングの司法機関によって罰せられた当事者は、その決定についてローザンヌの

CAS にのみ上訴することができ、いかなる国の裁判所や他の仲裁機関にも上訴することはで

きない。控訴趣意書には、その根拠となる事実と理由を記載しなければならない。控訴趣意

書は、問題となる決定を当事者が受領してから 21 日以内に CAS に送付されなければなら

ない。CAS は、独自の規定に基づき上訴を扱い、裁定する。さらに、CAS は、スイス法および

スイス連邦手続規則を適用する。仲裁地および仲裁手続の場所はローザンヌである。CAS

上訴仲裁部が下した決定は最終的なものであり、上訴することはできない。 
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PART VII – DISSOLUTION 第 7 章 解散 
Article 67 – Dissolution 
The dissolution of World Rowing shall be valid only if carried by four-fifths of the valid 
votes cast at an Extraordinary Congress specially convened for the purpose. 
Furthermore, a quorum of two thirds of the member federations is necessary. 

定款第 67 項 解散 
ワールドローイングの解散は、解散のために特別に招集された特別総会において、定数の 3

分の 2 以上の加盟国協会が参加し、有効投票の 5 分の 4 以上の賛成を得た場合にのみ有

効となる。 
Article 68 – Assets 
If the motion for dissolution is carried, the Executive Committee shall be entitled to 
realise the assets of World Rowing which shall be divided equally between the 
Member Federations constituting World Rowing at the time the vote is taken. 

定款第 68 項 資産 
解散の動議が可決された場合、常任理事会はワールドローイングの資産を換金する権限を

有し、その資産は、解散に関する投票が行われた時点でワールドローイングを構成する加盟

国協会の間で均等に分配されるものとする。 
Article 69 – Exceptions 
In no other circumstances shall any Member Federation have any claim to any share 
whatsoever in the assets and any federation ceasing to be a member shall forfeit its 
claim to any assets of World Rowing. 

定款第 69 項 例外事項 
その他のいかなる状況においても、加盟国協会は資産のいかなる持分に対しても請求権を

持たず、また、加盟協会ではなくなった団体は、ワールドローイングのいかなる資産に対しても

請求権を持たないものとする。 
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PART VIII – CONCLUDING PROVISIONS 第 8 章  最終規定 
Article 70 – Concluding Provisions 
These Statutes were approved effective immediately by the FISA Extraordinary 
Congress, 17-18 October 2020, organised from Lausanne, Switzerland as a video 
conference meeting. 
 
Jean-Christophe Rolland  Matt Smith 
President   Executive Director 

定款第 70 項 最終規定 
この定款は、2020 年 10 月 17 日-18 日にスイス・ローザンヌからビデオ会議で開催された

FISA 臨時総会、証人されるとともに、即時に施行された。 

 

会長 ジャン·クリストフ·ローラン 

専務理事 マット·スミス 
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APDIX S1 附則 S1 
BYE‑LAWS TO ARTICLE 10 – CHALLENGES TO A MEMBER FEDERATION’S ELIGIBILITY 
1. In the event that another national organisation (the “Challenging Organisation”) 

challenges the eligibility of an existing Member Federation, the following documents 
shall be submitted to World Rowing as required in order to evaluate the case: 
1.1 Reports from World Rowing officials and / or recognised organisations, 

including: 
a. World Rowing Council members; 
b. Continental Rowing Confederation. 

1.2 Documentation from the existing Member Federation, including but not limited 
to: 

a. Recent confirmation from the National Olympic Committee that it is the 
recognised validly elected national federation for Rowing.  
If the documentation confirms the eligibility of the existing Member 
Federation, the case will be closed. 

b. A copy of the latest Statutes, with a certified translation in one of World 
Rowing’s official languages; 

c. A list of all rowing clubs in the country with a list of their active affiliated 
member clubs; 

d. The minutes of its most recent elective General Assembly or Board meeting 
where the Member Federation President was appointed or elected, including 
the participants’ list. 

1.3 Documentation from the Challenging Organisation. If the World Rowing 
Executive Committee so requires, it will request additional information from the 
Challenging Organisation including but not limited to: 
a. Evidence that the Challenging Organisation includes representatives of a 

majority of the active rowing clubs in the country; 
b. The minutes of its most recent elective General Assembly or Board Meeting 

where the Challenging Organisation President was appointed or elected, in 
which the current office holders took office, including the participants’ list; 

c. A copy of its Statutes, with a certified translation in one of World Rowing’s 
official languages; 

d. The reasons why a new federation was created. 
2. Following the evaluation of the above information, the World Rowing Executive 

Committee shall take any measure it considers appropriate. 

定款第 10 項（細則） 加盟国協会の資格への意見 
1. 他の国の組織（「意見する組織」）が既存の加盟国協会の適格性に異議を唱える場合、事

案を評価するために必要な以下の文書をワールドローイングに提出しなければならない。 
1.1 以下を含むワールドローイング役員/承認組織からの報告: 

a. ワールドローイング理事 
b.大陸ローイング連盟 

1.2 既存の加盟国協会からの文書(以下を含むがこれらに限定されない)： 
a.国内オリンピック委員会から、ローイングのために有効に選出された国内協会である

ことが最近確認されたこと。書類によって既存の加盟国協会の適格性が確認され
れば、ケースは終了する。 

b.最新の定款のコピーと、ワールドローイングの公用語のいずれかで認証された翻訳
文。 

c.国内のすべてのローイングクラブと、そのアクティブな加盟クラブのリスト。 
d.加盟国協会会長が任命または選出された直近の選出総会または理事会の議事録

（参加者リストを含む）。 
1.3 挑戦する組織の文書ワールドローイング常任理事会が必要とする場合は、挑戦団体

に以下を含むがこれに限定されない追加情報を要求される。 
a.挑戦する組織に、国内のアクティブなローイングクラブの過半数の代表者が含ま

れているという証拠。 
b.挑戦する組織の会長が任命または選出された、現職の役職者が就任した直近の

選出総会または理事会の議事録（参加者名簿を含む）。 
c. ワールドローイングの公用語の 1 つでの認証翻訳文を伴った最新の定款のコピ

ー。 
d.新しい協会ができた理由。 

2. 上記の情報を評価した後、ワールドローイング常任理事会は、適切と思われる措置を取る
ものとする。 
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APPENDIX S2 附則 S2 
BYE‑LAWS TO ARTICLE 11 – CLAIMS OF EXTERNAL INTERFERENCE 
1. In the event of claims of external interference in a Member Federation, the following 

documents shall be submitted to World Rowing as required in order to evaluate the 
case: 
1.1 Reports from World Rowing officials / recognised organisations, including: 

a. World Rowing Council members; 
b. Continental Rowing Confederation. 

1.2 Documentation from the Member Federation, including but not limited to: 
a. A copy of the latest Statutes with a certified translation in one of World 

Rowing’s official languages; 
b. A list of the active affiliated rowing clubs in the country; 
c. The minutes of its most recent elective General Assembly or Board Meeting 

where the President was appointed or elected, including the participants’ list; 
minutes of meetings where relevant and/or recent changes were made to the 
Statutes; 

d. Recent confirmation from the National Olympic Committee that it is the 
recognised, validly elected, national federation for Rowing; 

e. Any evidence which documents interference by an external organisation or 
authority. 

2. If appropriate, especially if there is evidence of government interference, World 
Rowing will notify and consult with the IOC and/or any other pertinent sport 
organisation.  

3. Following its investigation, the World Rowing Executive Committee shall take any 
measure it considers appropriate. 

定款第 11 項（細則） 外部干渉の申し立て  
1. 加盟国協会に外部からの干渉があったと主張する場合、その事案を評価するために必要

な以下の書類をワールドローイングに提出しなければならない。 
1.1 以下を含むワールドローイング役員/承認組織からの報告。 

a. ワールドローイング理事 
b.大陸ローイング連盟 

1.2 加盟国協会からの文書(以下を含むがこれらに限定されない) 
a. ワールドローイングの公用語の 1 つでの認証翻訳文を伴った最新の定款のコピー 
b.国内で活動している提携ローイングクラブの一覧。 
c.会長が任命または選出された直近の総会または理事会の議事録（参加者リストを

含む）、定款に関連するおよび／または最近の変更が行われた会議の議事録。 
d.国内オリンピック委員会から、ローイングのための承認された、有効に選出された国

内連盟であることを最近確認したこと。 
e.外部の組織や機関による干渉を記録するあらゆる証拠。 

2. 適切な場合、特に政府による干渉の証拠がある場合、ワールドローイングは IOC やその他
の関連するスポーツ組織に通知し、協議する。 

3. その調査の後、ワールドローイング常任理事会は、適切と思われる措置をとる。 
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APPENDIX S3 
BYE‑LAWS TO ARTICLE 18 – RECOGNITION OF CONTINENTAL ROWING 
CONFEDERATIONS 
1. To be recognised by World Rowing, a Continental Rowing Confederation shall 

submit a written application to World Rowing at least three months before the date 
of the next Congress.  

2. The application must include the following: 
2.1 A written undertaking to: 

a. Observe World Rowing’s Statutes, Rules of Racing, Bye-Laws and 
Regulations; 

b. Accept as binding and final the decisions of the competent authorities within 
World Rowing and in this regard to recognise the Court of Arbitration for 
Sport in Lausanne as the only possible external judicial authority; 

2.2 Written confirmation that the Continental Olympic Association recognises the 
Confederation as the continental confederation for rowing; 

2.3 A copy of its Statutes with a certified translation in one of World Rowing’s official 
languages. The Confederation’s Statutes shall not be inconsistent with those 
of World Rowing and the Olympic Charter; 

2.4 Details of the governance structure of the Confederation and names of the office 
bearers; 

2.5 A detailed report of its objectives and activities; 
2.6 Any other information as required by World Rowing. 

3. A Continental Rowing Confederation shall be recognised by a vote of Congress, 
upon recommendation by the Council. 

附則 S3 
定款第 18 項（細則） 大陸ローイング連盟の承認 
1. ワールドローイングに承認されるためには、大陸ローイング連盟は次回大会開催日の少なく

とも 3 か月前までに書面による申請書をワールドローイングに提出しなければならない。 
2. 申し込みには以下の内容が必要。 

2.1 誓約書を 
a. ワールドローイングの定款、競漕規則、細則、競漕規則、細則、要項を順守する。 
b. ワールドローイング内の管轄当局の決定を拘束力のある最終的なものとして受け入

れ、この点において、ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所を唯一可能な外部の司法
機関として認めること。 

2.2 大陸オリンピック協会が連盟をローイングの大陸ローイング連盟として承認していること
を確認する書面。 

2.3 連盟の定款のコピーと、ワールドローイングの公用語のいずれかによる認証された翻
訳。連盟の定款は、ワールドローイングおよびオリンピック憲章と矛盾しないものとす
る。 

2.4 連盟の統治構造の詳細と、オフィスベアラーの名前。 
2.5 その目的と活動の詳細な報告。 
2.6 ワールドローイングが必要とするその他の情報。 

3. 大陸ローイング連盟は、理事会の推薦に基づき、総会の投票によって承認される。 
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APPENDIX S4 
BYE‑LAWS TO ARTICLE 19 – RECOGNITION OF OTHER GROUPINGS OF 

MEMBER FEDERATIONS 
1. To be recognised by World Rowing, a Grouping of Member Federations shall submit 

a written application to World Rowing. 
2. The application must include the following: 

2.1 A written undertaking to: 
a.Observe World Rowing’s Statutes, Rules of Racing, Bye-Laws and 

Regulations; 
b. Accept as binding and final the decisions of the competent authorities within 

World Rowing and in this regard to recognise the Court of Arbitration for 
Sport in Lausanne as the only possible external judicial authority; 

2.2 A copy of its Statutes with a certified translation in one of World Rowing’s official 
languages. The Statutes shall not be inconsistent with those of World Rowing; 

2.3 Details of the governance structure of the Grouping and names of the office 
bearers; 

2.4 A detailed report on its objectives and activities; 
2.5 A list of Member Federations; 
2.6 Any other information as required by World Rowing. 

3. A Grouping shall be recognised by a vote of the Council. 

附則 S4 
定款第 19 項（細則）加盟国協会のその他のグループの承認 
1. ワールドローイングに承認されるためには、加盟国協会のグループは、ワールドローイングに

書面で申請しなければならない。 
2. 申し込みには以下の内容が必要。 

2.1 誓約書を 
a. ワールドローイングの定款、競漕規則、細則、大会規則を順守する。 
b. ワールドローイング内の管轄当局の決定を拘束力のある最終的なものとして受け入

れ、この点において、ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所を唯一可能な外部の司法機
関として認めること。 

2.2 定款のコピーと、ワールドローイングの公用語のいずれかによる認定された翻訳文。規
約は、ワールドローイングの規約と矛盾してはならない。 

2.3 グルーピングの統治構造の詳細と、オフィスベアラーの名前。 
2.4 その目的と活動についての詳細な報告。 
2.5 加盟国協会の一覧。 
2.6 ワールドローイングが必要とするその他の情報。 

3. グルーピングは、理事会の投票によって承認されるものとする。 
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APPENDIX S5 
WORLD ROWING ATHLETES’ COMMISSION REGULATIONS & ELECTION 
PROCEDURES  
Part I – Athletes’ Commission Regulations 
1. Preamble 

1.1 These regulations set out the membership criteria, election and appointment procedures 
of the Athletes Commission (AC) members and the AC Chair.  

1.2 The Purpose and Activities of the AC are set out in Appendix S9 – Duties of Commissions 
and Working Groups. 

附則 S5 
ワールドローイングアスリート委員会規定および選挙手続き 
第 1 部 アスリート委員会規定 
1. 序文 

1.1 本規則は、アスリート委員会（AC）の委員の種類および AC 委員と AC 委員長の選出
と任命手続きを定めた。 

1.2 AC の目的と活動は、附則 S9「委員会およびワーキンググループの任務」に記載され
ている。 

2. Membership 
2.1 The AC is composed of ten (10) members, who are Active Athletes or Recently Retired 

Athletes. 
2.2 An Active Athlete is an athlete who competed at a Senior and/or Coastal World Rowing 

Championship (WRCh), in the applicable discipline or format (Classic Rowing, including 
Para Rowing; Coastal Rowing), as a representative of a Member Federation, in the year 
of their election or appointment. 

2.3 A Recently Retired Athlete is an athlete who competed at a WRCh or the Olympic & 
Paralympic Games, in the applicable discipline or format (Classic Rowing, including 
Para Rowing; Coastal Rowing), as a representative of a Member Federation, in the 
previous eight (8) years.  

2.4 The AC is composed of: 
a. Five (5) Active Athletes or Recently Retired Athletes elected at the WRCh by their 

peers, in accordance with Art. 3 Election and Appointment of AC Members; 
b. Five (5) Active Athletes or Recently Retired Athletes appointed by the Council, in 

accordance with Art. 3 Election and Appointment of AC Members. 
c. Of the five (5) elected AC members, four (4) shall represent Rowing (of which one (1) 

will represent Para Rowing) and one (1) shall represent Coastal Rowing. 
2.5 Membership of the AC is subject to the World Rowing Statutes Art.58 Ethical Principles 

and Integrity. 
2.6 Members of the AC can no longer serve on the AC after 31 December following the eighth 

anniversary of their last participation as a rower at a WRCh or Olympic or Paralympic 
Games, except for the Chair in accordance with Art. 5.2 of these regulations. 

2. 委員 
2.1 AC は現役競技者または最近引退した競技者である 10 名で構成される。 
2.2 現役競技者とは、選出または任命される年に加盟国協会の代表として、実施される

種目（パラローイングを含む伝統的なローイング、コースタルローイング）で、世界シニ
ア選手権また世界コースタルローイング選手権（WRCh）に出場した競技者のことで
ある。 

2.3 最近引退した競技者とは、過去 8 年間に加盟国協会の代表として、実施される種目
（パラローイングを含む伝統的なローイング、コースタルローイング）で、WRCh または
オリンピック・パラリンピックに出場した競技者のことである。 

2.4AC の構成は以下の通り。 
a. 3.委員の選出と任命に基づき、WRCh において同じ競技者によって選ばれた 5 名の現役競

技者または最近引退した競技者。 
b. 3.委員の選出と任命に基づき、理事会が任命した 5 名の現役競技者または最近引退した

競技者。 
c. 選ばれた 5 人の AC 委員のうち、4 人がローイングを代表し（うち 1 人がパラローイングを代

表）、1 人がコースタルローイングを代表する。 

2.5 AC 委員は、ワールドローイング定款第 58 項 倫理的原則と誠実さに従う。 
2.6 AC 委員は、WRCh またはオリンピック・パラリンピックに漕手として最後に参加した日か

ら 8 年後の 12 月 31 日以降、AC 委員を務めることはできない。ただし、本規定の
5.2 により委員長には適用されない。 

3. Election and Appointment of Members 
3.1 Elections for AC members will be held in the 2nd year following the year of the Summer 

Olympic and Paralympic Games (AC Election Year). 
3.2 The election of AC members will take place at the respective WRCh for the relevant 

discipline. 
3.3 The procedure for election of AC members shall be conducted in accordance with Section 

II: The Athletes’ Commission Election Procedure. 
3.4 Following the election of the elected AC members, the Council shall, on the 

recommendation of the AC Chair, appoint or re-appoint five (5) AC members chosen 
from among the candidates in such election, or additional candidates.  

3.5 Such appointments shall ensure gender equality and take into consideration the balance 
of representation across geographic areas, Member Federation (MF) size, discipline, 
etc, and the results of the election. 

3. 委員の選出と任命 
3.1 AC 委員の選挙は、夏季オリンピック・パラリンピックが開催された年の翌々年（AC 選

挙年）に行われる。 
3.2 AC 委員の選挙は、その委員が関係するローイングの WRCh で行われる。 
3.3 AC 委員の選挙手続きは、第 2 部「アスリート委員会の選挙手続き」に従って行われ

るものとする。 
3.4 AC 委員の選挙後、理事会は AC 委員長の推薦に基づき、当該選挙の候補者およ

び追加の候補者の中から 5 名の AC 委員を任命または再任する。 
3.5 このような任命方法は、男女平等を確実にし、地理、加盟国協会（MF）の規模、ロー

イングの種類などのバランスと選挙結果を考慮することになる。 
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4. Term of Office 
4.1 The term of office of AC members, elected or appointed, shall be four (4) years from 1 

January of the year following the AC Election Year, subject to Art. 2 Membership. 
4.2 Any AC member, elected or appointed, upon completion of his or her term of office, may 

stand for re-election, provided that such member continues to be eligible as an Active 
Athlete or Recently Retired Athlete in accordance with Art. 2 Membership. 

4. 任期 
4.1 2.委員により、AC 委員の任期は選挙、指名を問わず、委員選出年の翌年 1 月 1 日

から 4 年間とする。 
4.2 選挙あるいは指名による AC 委員は、2.委員に基づき、現役の競技者または最近引

退した競技者としての資格を引き続き有することを条件に、任期終了後に再選を目
指して立候補できる。 

5. Chair of the Commission 
5.1 The Council shall appoint the AC Chair. In appointing the Chair, the Council will take into 

consideration the AC’s proposed candidate. The AC’s proposed candidate will be determined in 
accordance with Art. 5.4 below. In the event that the AC proposal is not appointed by the Council, 
the AC will be asked to propose an alternative candidate as AC Chair. 

5.2 The AC Chair must be eligible for membership of the AC, in accordance with Art.2.6, at 
the time of the election and appointment process and may then serve a full four-year 
term as chair. 

5.3 Voting for the candidate for the position of AC Chair shall take place at the first AC 
meeting following the announcement of the results of the AC member elections and 
appointments. 

5.4 The AC members shall vote to determine which AC member to propose as the AC Chair 
to the Council, in accordance with the following procedure: 
a. All newly elected, appointed and reappointed AC members are eligible to put forward their 

candidature for the position of AC Chair. 
b. Candidates and their MFs shall be aware of the requirements of the role as outlined in the AC 

Chair role description.  
c. All candidatures must be approved by the relevant MF and submitted in writing to the staff 

member responsible for AC election administration.  
d. All AC members are eligible to vote, including outgoing members. 
e. A candidate requires a majority of votes cast in order to be proposed as AC Chair to the Council. 

When there are more than two (2) candidates, the person with the lowest number of votes after 
the first round will be excluded. A new vote will be held until a candidate receives a majority of 
the votes cast. 

5. 委員長 
5.1 理事会は、AC 委員長を任命する。委員長を任命する際、理事会は AC の提案した候補者を

考慮する。AC が推薦する候補者は下記の 5.4 に従って決定される。AC の提案した候補者が
理事会によって任命されなかった場合、AC は AC 委員長の代替候補者を提案するよう求め
られる。 

5.2 AC 委員長は 2.6 に基づき、選挙および任命の時点で AC 委員としての資格を有していなけれ
ばならず、その後、委員長として 4 年間の任期を務める。 

5.3 AC 委員長の投票は、AC 委員の選挙と任命の結果発表後の最初の AC 委員会で行われる。 
5.4 AC 委員はどの AC 委員を AC 委員長として理事会に提案するかを、以下の手順に従って投票

で決定する。 
a. 新たに選出された AC 委員、任命された AC 委員、再任された AC 委員はすべて、AC 委員

長のポジションに立候補する資格がある。 
b. 候補者と候補者が所属する加盟国協会は、AC 委員長役割説明書に記載されている役割

の要件を認識しなければならない。 
c. すべての立候補者は所属する加盟国協会の承認を得た上で、AC の選挙管理を担当する

スタッフに書面で提出しなければなりません。 
d. 退任する委員も含めて AC 委員全員が投票権を有する。 
e. 候補者が AC 委員長として理事会に推薦されるためには、過半数の得票を必要とする。候

補者が 3 人以上いる場合、第 1 回投票で得票数が最も少なかった人は除外される。ある候
補者が過半数の票を獲得するまで、新たな投票が行われる。 

Part II – Athletes’ Commission Election Procedures 
1. Preamble 
This procedure regulates and governs the election process of the elected members of the AC 
(the Election Procedure). The Election Procedure shall be applicable to all persons and 
organisations involved in any phase of the election including the candidates for the election, 
those directly or indirectly involved in the election, any other individuals or legal entities 
supporting, acting in favour of or opposing any candidate, including but not limited to MF staff, 
coaches, trainers, agents, sponsors, supporters, relatives or friends of any candidate. 

第 2 部 アスリート委員会の選挙手続き 

1. 序文 
本手順は、選挙で選ばれる AC 委員の選挙プロセス（選挙手順）を規定し、管理する。本選挙手順は、
選挙の候補者、選挙に直接または間接に関与する者、候補者を支持したり、賛成または反対の立場で
行動するその他の個人または法人、候補者の MF スタッフ、コーチ、トレーナー、エージェント、スポンサ
ー、支持者、親戚、友人など、選挙のあらゆる段階に関与するすべての個人および組織に適用される。 

2. Eligibility Criteria 
To be eligible for election to the AC, a candidate must meet the following criteria: 

2.1 The candidate must be an Active Athlete or Recently Retired Athlete, in accordance with 
Arts. 2.2 and 2.3 of the AC Regulations. Candidates that are Recently Retired Athletes 
and who have not already been a member on the AC must have participated at their last 
WRCh or Olympic & Paralympic Games, in the applicable discipline or format (Classic 
Rowing, Para Rowing, Coastal Rowing), within the previous six (6) years.  

2.2 The candidate must have reached the age of 18 no later than by the first day of 
competition of the relevant WRCh in the AC Election Year. 

2. 被選挙資格 
AC 委員に選出されるためには、候補者は以下の条件を満たす必要がある。 

2.1 候補者は AC 規定の 2.2 と 2.3 に基づき、現役競技者または最近引退した競技者でなければ
ならない。最近引退した競技者であってまだ AC 委員ではない候補者は、過去 6 年以内に自
身が関与するローイング（伝統的ローイング、パラローイング、コースタルローイング）で、最後の
WRCh またはオリンピック・パラリンピックに参加していなければならない。 

2.2 候補者は、AC 選挙年の関連 WRCh の競技開始日までに 18 歳に達していなければならない。 
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2.3 All candidates for the AC elections are subject to the World Rowing Statutes, Art.58 
Ethical Principles and Integrity. 

2.4 In accordance with the World Rowing Statutes, Bye-Law to Art. 15, a MF which is not in 
good standing or has outstanding debts with World Rowing, cannot nominate a 
candidate for the AC election. 

2.3 AC 委員選挙のすべての候補者は、ワールドローイング定款第 58 項倫理原則と高潔さを順守
しなければならない。 

2.4 ワールドローイング定款第 15 項細則に従い、グッドスタンディングではない MF や、ワールドロー
イングとの間に未払いの債務がある MF は、AC 選挙の候補者を推薦することができない。 

3. Nomination Process 
3.1 At least six (6) months prior to the start of the Senior WRCh in the AC Election Year, World Rowing 

will notify MFs of the opening of the nomination process for the election(s) to the AC. The notice will 
include details of the elective position(s). 

3.2 MFs intending to nominate a candidate shall submit a completed nomination form, by the 
published deadline in the format communicated by World Rowing. 

3.3 MFs may nominate one candidate only in any AC Election Year. 
3.4 At least three (3) months before the opening of the relevant WRCh, all candidates 

meeting the criteria set out in Arts. 2 and 3.2 of the Election Procedures and having been 
duly validated will be declared admissible by the Executive Committee and the candidate 
list published. 

3. 推薦のプロセス 
3.1 AC 選出年のシニア WRCh 開始の少なくとも 6 か月前に、ワールドローイングは委員選出のため

の指名プロセスの開始を MF に通知する。この通知には選出されるポストの詳細を含める。 
3.2 候補者を推薦しようとする MF は、公表されている期限までに、必要事項を記入した推薦書をワ

ールドローイングが通知した様式で提出するものとする。 
3.3MF は、各 AC 選挙年において、1 名の候補者のみを指名することができる。 
3.4 該当する WRCh が開催される少なくとも 3 か月前に、選挙手続きの 2.と 3.2 に定められた基準

を満たし、正当に評価されたすべての候補者は、常任理事会による認定宣言を受け、候補者
リストが公表される。 

4. Promotion and Conduct of Candidates 
4.1 Following the publication of the candidate list for the election, candidates may start 

promotional activities.  
4.2 Any promotional activity, or any materials produced, by any persons or organisations directly or 

indirectly connected to a candidate, or by the candidate themself must be carried out with dignity, 
moderation and respect towards other candidates as well as all athletes.  

4.3 Candidate promotional activities shall be carried out in accordance with the World Rowing 
Rules of Conduct for Elections. 

4. プロモーションと候補者の行動 
4.1 選挙の候補者リストの発表後、候補者はプロモーション活動を開始することができる。 
4.2 候補者に直接または間接的に関係する個人や組織または候補者自身によるプロモーション活

動や作成した資料は、他の候補者やすべての競技者に対して、品位、節度、敬意を持って行
われなければならない。 

4.3候補者のプロモーション活動は、ワールドローイングの「選挙のための行動規定」に従って行われ
なければならない。 

5. Elections: Electorate and Voting 
5.1 Each athlete holding an athlete accreditation for the relevant WRCh during which the 

election takes place will have the right to vote in person. Voting by proxy is not allowed. 
5.2 World Rowing will provide information on the World Rowing website presenting all 

candidates and providing information on the upcoming election, including the dates of 
the election, and voting instructions. 

5.3 Any votes that do not comply with the voting instructions will be declared null and void. 
5.4 Voting will be in person only unless otherwise decided by World Rowing. 

5. 選挙：有権者と投票 
5.1 選挙が行われる関連する WRCh で競技者認定を受けている各競技者は、本人自身が投票権

を有する。代理人による投票は認められない。 
5.2 ワールドローイングはすべての候補者を紹介し、選挙の日程や投票方法など選挙に関する情報

を、ワールドローイングのウェブサイトで提供する。 
5.3 投票に関する指示に従わない投票は無効とする。 
5.4 ワールドローイングが特に決めない限り、投票は個人投票のみとする。 

6. Athletes’ Commission Election Committees 
6.1 The AC Election Committee for each Championships will be composed of one chair and 

two members, appointed by the Executive Committee for the AC Election Year. The 
Chair of the Election Committee will be a Council member; the other two members will 
be Council or Commission members. 

6.2 The role of the AC Election Committee is to ensure compliance with the AC Election 
Procedure, to supervise the entire election process and procedure and count ballots. 

6.3 The elected athletes will be those who have obtained the highest numbers of valid votes, 
for the vacant elective position(s). 

6.4 In the event of a tie, the incumbent AC members, excluding those that are involved in the 
tie, shall decide the elected person based on a vote by secret ballot. The incumbent AC 
Chair shall have the casting vote, unless the incumbent AC Chair is involved in the tie, 
in which case the Executive Committee will have the casting vote. 

6. アスリート委員会 選挙管理委員会 
6.1 それぞれの選手権における AC 選挙委員会は、AC 選挙年ごとに常任理事会によって任命さ

れた委員長 1 名と委員 2 名で構成される。選挙管理委員長は理事とし、他の 2 名の委員は
理事または委員会委員とする。 

6.2 AC 選挙管理委員会の役割は、AC 選挙手順の遵守を確認し、選挙のプロセスと手続き全体を
監督し、投票用紙を数えることである。 

6.3 空席となっている選挙ポジションに対して、獲得した有効投票数が最も多かった候補が当選と
なる。 

6.4 同点の場合は、同点となった委員を除く現職の AC 委員が、無記名投票によって当選者を決
定する。ただし、現職の AC 委員長が同点のうちの一人になっている場合は、常任理事会が決
定票を持つ。 
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6.5 The AC Election Committee will inform the Executive Committee of the election 
results. The Executive Committee will announce the election results. 

6.5 AC 選挙管理委員会は、選挙結果を常任理事会に通知する。常任理事会は選挙結
果を発表する。 
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APPENDIX S6 
BYE-LAWS TO ARTICLE 45 – INTERNAL AUDIT COMMITTEE 
1. The Internal Audit Committee provides oversight on audit, finance, risk 

management and governance matters, including overseeing the following:  
1.1 the appropriateness of the four-year and annual budget process, 
1.2 the integrity of the financial statements,  
1.3 compliance with applicable accounting principles and laws, 
1.4 internal controls as they relate to financial reporting and non-financial matters, 
1.5 the qualifications, independence, appointment and work of the external auditor, 

and 
1.6 the effectiveness of World Rowing’s risk management infrastructure. 

2. The Internal Audit Committee shall submit a report to the Ordinary Congress each 
year. 

3. The Internal Audit Committee consists of three individuals; the World Rowing 
Treasurer and two individuals who do not hold elected, appointed or employed 
positions within World Rowing. Of the three, at least one should have a legal 
background and one a finance background.  

4. The World Rowing Council shall appoint the members of this committee for a four-
year term starting on 1 January in the year following the Olympic and Paralympic 
Games. 

附則 S6 
定款第 45 項（細則） 内部監査委員会に関する細則 
1. 内部監査委員会は、監査、財務、リスク管理、およびガバナンスに関する事項について監

視し、その中で以下の事項を含める。 
1.1 4 年間の予算と毎年の予算の妥当性 
1.2 財務諸表の整合性 
1.3 適用される会計原則および法律の遵守 
1.4 財務報告および非財務事項に関連する内部統制。 
1.5 外部監査人の資格、独立性、任命および業務 
1.6 ワールドローイングのリスク管理インフラの有効性 

2. 内部監査委員会は、毎年、通常総会に報告書を提出する。 
3. 内部監査委員会は、ワールドローイングの財務と、ワールドローイングで選出、任命、雇用さ

れていない 2 人の個人、計 3 人で構成される。3 人のうち、少なくとも 1 人は法律の専門
家であり、1 人は財務の専門家であるべきです。 

4. ワールドローイング理事会は、オリンピック・パラリンピックの翌年の 1 月 1 日から 4 年間の
任期でこの委員会の委員を任命する。 
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APPENDIX S7 
BYE‑LAWS TO ARTICLE 46 – DUTIES OF THE COUNCIL MEMBERS 
1. Duties of the President 
The President of World Rowing: 

1.1 Leads and represents World Rowing; 
1.2 Chairs the Congresses, Council and Executive Committee meetings, Joint 

Commissions Meetings, and other meetings, where appropriate, and which are 
organised within World Rowing or by World Rowing. In the absence of the President 
meetings are chaired by the Vice President or another specific nominee of the 
President; 

1.3 Proposes and supports initiatives to promote World Rowing’s goals, delegates tasks to 
members of the Executive Committee, the Council, Commissions and working groups, 
in addition to those set out in the Statutes and Bye-Laws, and encourages the Member 
Federations to be active contributors to the advancement of rowing; 

1.4 Submits a report to the Ordinary Congress each year; and 
1.5 May make necessary decisions in urgent circumstances when the competent body 

within World Rowing cannot be consulted for timely action. Such decisions shall be 
deemed to be decisions of the Council for the purposes of Art. 32 and shall be brought 
to the competent body for confirmation at the next possible opportunity. 

附則 S7 
定款第 46 項（細則） 理事会構成員の任務 
1.会長の任務 
ワールドローイングの会長は 

1.1 ワールドローイングを牽引し、代表する。 
1.2ワールドローイング内またはワールドローイングが主催する総会、理事会、常任理事会、

ジョイントコミッションミーティング、その他必要に応じ各種の会合の議長を務める。会
長が不在の場合は、副会長または会長が指名した人が議長を務める。 

1.3 ワールドローイングの目標を推進するための主導権を提案・支援し、定款およびその細
則で定められた機関に加えて、常任理事会、理事会、委員会、作業部会のメンバー
に任務を委任し、加盟国協会にローイングの発展に積極的に貢献することを奨励す
る。 

1.4 毎年、通常総会に報告書を提出する。 
1.5 ワールドローイング内の管轄機関に相談してもタイムリーな対応ができないような緊急の状況下

で、必要な決定を行うことができる。このような決定は第 32 項の目的上、理事会の決定とみな
される。そして、次の可能な機会に、確認のために当該管轄機関に提出しなければならない。 

2. Duties of the Vice President 
The Vice President of World Rowing: 

2.1 Carries out such duties as are delegated by the President; 
2.2 Is responsible for representing World Rowing when the President is unable to do so, or 

when requested by the President or the Executive Committee; 
2.3 Works on special assignments and working groups when requested to do so by the 

President, Executive Committee or the Council; 
2.4 Oversees the work of the World Rowing Development Programme; and 
2.5 Submits a report to the Ordinary Congress each year. 

2.副会長の任務  
ワールドローイングの副会長は 

2.1 会長から委任された職務を遂行する。 
2.2 会長ができないとき、または会長や常任理事会から要請されたときに、ワールドローイングを代表

する責任がある。 
2.3 会長、常任理事会、理事会から要請があった場合、特別な任務や作業部会に従事する。 
2.4. ワールドローイングの発展プログラムの活動を統括する。 
2.5. 毎年、通常総会に報告書を提出する。 

3. Duties of the Treasurer 
The Treasurer of World Rowing: 

3.1 Liaises with and supports the Executive Director in connection with the preparation of 
the annual budget and the annual accounts, as well as the long-term financial plan, 
having regard to the four-year Olympic cycle and presents them to the Ordinary 
Congress;  

3.2 Chairs and calls for meetings of the Finance Committee, and reports to the Executive 
Committee on the activities of the Finance Committee;  

3.3 Is a member of the Internal Audit Committee and is responsible for convening the 
meetings; and 

3.4 Submits a report and presents the financial statements to the Ordinary Congress each 
year. 

3.財務の任務 
ワールドローイングの財務は 

3.1 4 年間のオリンピックサイクルを考慮した年次予算、年次決算、および長期財務計画
の作成に関して、専務理事と連絡を取り合って協力する。そしてそれらを通常総会に
提出する。 

3.2 財務委員会の会議の議長を務め、会議を招集し、財務委員会の活動について常任理事会に報
告する。 

3.3 内部監査委員会のメンバーであり、会議の召集に責任を負う。 
3.4 毎年、通常総会に報告書を提出し、財務諸表を提示する。 

4. Duties of the Executive Director 
The Executive Director of World Rowing: 

4.1 Conducts the day-to-day operations of World Rowing, within the policies and objectives 
approved from time to time by the Executive Committee; 

4.2 Acts under the supervision and with the support of the President within the limits of 
authority and budget approved by the Executive Committee; 

4.専務理事の任務 
ワールドローイングの専務理事は 

4.1 常任理事会が随時承認する方針と目的の範囲内で、ワールドローイングの日常的な業務を遂行
する。 

4.2 常任理事会が承認した権限と予算の範囲内で、会長の監督と支援のもとに業務を遂行する。 
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4.3 Appoints and manages the World Rowing staff within the human resources plan 
approved by the Executive Committee; 

4.4 Secures proper financial management and accounting, including adequate reporting; 
4.5 Prepares, in consultation with the Treasurer, the annual and four-year budgets and 

financial statements to be finalised in the Finance Committee and approved by the 
Executive Committee; 

4.6 Reports to the Executive Committee and Council on all World Rowing’s affairs as 
appropriate; and 

4.7 Submits a report to the Ordinary Congress each year. 

4.3 常任理事会が承認した人事計画に基づいて、ワールドローイングのスタッフを任命し、管理する。 
4.4 適切な報告を含む、適切な財務管理および会計を確実に行う。 
4.5 財務と協議の上、単年予算および 4 年間予算と財務諸表を作成する。それらは財務委員会で

最終決定され、常任理事会で承認される。 
4.6 必要に応じて、ワールドローイングのすべての業務について、常任理事会および理事会に報告す

る。 
4.7 毎年、通常総会に報告書を提出。 

5. Duties of the Commission Chairs 
The Chairs of the Commissions of World Rowing: 

5.1 Advise, direct and represent the Council in their technical areas; 
5.2 Convene meetings of their Commission as appropriate to fulfil the duties of 

their Commission in line with Art. 55 Duties of the Commissions and Working 
Groups;  

5.3 Chair Commission meetings and allocate duties to the Commission members 
in accordance with the Bye-Laws to Art. 55 (Appendix S9); 

5.4 Prepare annual budget proposals with the Executive Director for approval by 
the Executive Committee; 

5.5 Propose appointments to their Commission for approval by the Council; 
5.6 Report to the Council on technical matters related to their Commission and 

submit reports on their Commission’s activities to the Ordinary Congress each 
year; and 

5.7 Provide support to the Development Programme as required. 

5.特別委員会委員⾧の任務 
ワールドローイングの特別委員会の各委員長は 

5.1 理事会に対してそれぞれの専門分野における助言、指導を行い、代表する。 
5.2 定款第 55 項委員会およびワーキンググループの任務に基づき、当該委員会の任務

を遂行するために、適切に委員会の会合を招集する。 
5.3 委員会の会合の議長を務め、定款第 55 項細則（附則 S9）に従い、委員会メンバーに

任務を割り当てる。 
5.4 専務理事とともに年間予算案を作成し、常任理事会の承認を得る。 
5.5 当該委員会への任命を提案し、理事会の承認を得る。 
5.6 当該委員会に関連する専門事項を理事会に報告するとともに、毎年、当該委員会の

活動についての報告書を通常総会に提出すること。 
5.7 必要に応じて発展プログラムへの支援を行う。 

6. Duties of the Continental Representatives 
The Continental Representatives: 

6.1 Represent World Rowing within their continent; 
6.2 Promote rowing and maintain close and regular contact with the Member Federations, 

Continental Rowing Confederations and Groupings of Member Federations, and regatta 
organisers in their continents; 

6.3 Promote and support development initiatives and advise World Rowing on rowing 
development within their continent; 

6.4 Observe the major international regattas held within their continent; 
6.5 In case of non-observance of the Statutes and Rules of Racing in their 

continent, submit reports to the Executive Committee; 
6.6 Submit reports to the Ordinary Congress each year. For this purpose, they 

may request reports from the Member Federations within their continent; and 
6.7 Submit to the Executive Committee reports and minutes of meetings attended 

within their continent, where those meetings relate to their World Rowing 
responsibilities. 

6.大陸代表の任務 
大陸代表は 

6.1 自国の大陸でワールドローイングを代表する。 
6.2 ローイングを推進し、各大陸の加盟国協会、大陸ローイング連盟、加盟国協会のグル

ープ、大会主催者と緊密かつ定期的に連絡を取る。 
6.3 ローイングの普及発展活動を促進・支援し、各大陸内のローイングの普及・発展につい

てワールドローイングに助言する。 
6.4 自国の大陸で開催される主要な国際レガッタを視察する。 
6.5 その大陸で定款や競漕規則が守られていない場合は、常任理事会に報告書を提出

する。 
6.6 毎年、通常総会に報告書を提出する。この目的のために、各大陸内の加盟国協会に

報告を求めることができる。 
6.7 自分の大陸内で出席した会議がワールドローイングの責任に関連している場合、その

会議の報告書と議事録を常任理事会に提出する。 
7. Duties of the Co-opted Members 
The Co-opted Members: 

7.1 May be assigned specific duties by the President as required. 
7.2 Submit a report to the Ordinary Congress each year. 

7. 特任理事の任務 
特任理事は 

7.1 必要に応じて、会長から特別な任務を課せられることがある。 
7.2 毎年、通常総会に報告書を提出する。 
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APPENDIX S8 
BYE‑LAWS TO ARTICLE 51 – FINANCE COMMITTEE 
1. The Finance Committee oversees the preparation of the annual and four-year 

budgets, World Rowing’s internal financial and business controls, asset 
management, risk management, compliance, remuneration and other matters, 
including operational and process audits, as required, and makes 
recommendations thereon for approval by the Executive Committee. 

2. The Finance Committee shall consist of: 
2.1 the President 
2.2 the Treasurer (Chair) 
2.3 the Executive Director 

3. It may invite the External Auditor, Controller, Asset Manager, Marketing Director and 
any other appropriate individuals for dedicated sessions. It shall meet at least once 
per year and when circumstances require. 

4. The Finance Committee reports to the Executive Committee. 

附則 S8 
定款第 51 項（細則） 財務委員会 
1. 財務委員会は、単年度予算および 4 年予算の作成、ワールドローイングの内部財務およ

び業務調整、資産管理、リスク管理、法令順守、報酬その他を監督する。さらに必要に
応じて、業務監査やプロセス監査を行い、常任理事会の承認を得るための提言を行う。 

2. 財務委員会は以下で構成される。 
2.1 会長 
2.2 財務（議長） 
2.3 専務理事 

3. 財務委員会は、外部監査人、調整者、資産管理者、マーケティングディレクター、その他
の適切な人物を専門部署に招へいすることができる。財務委員会は、少なくとも年 1 回、
および状況に応じて会合を開くものとする。 

4. 財務委員会は常任理事会に報告を提出する。 
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APPENDIX S9 
BYE‑LAWS TO ARTICLE 55 – DUTIES OF THE COMMISSIONS AND WORKING 
GROUPS 
1. General Duties of the Commissions 
Each Commission shall: 

1.1Meet as required to fulfil their duties and when convened by their Chair. In principle, they 
shall meet at least twice a year; one of the meetings being the annual Joint Commissions 
Meeting. Meetings should be held as virtual meetings where possible; 

1.2Liaise with the President, the Council and the Executive Director through its Chair; 
1.3Liaise with other Commissions generally and at Joint Commissions meetings and World 

Rowing Championships; 
1.4Undertake their specialist commission duties across the different disciplines and areas of 

rowing; 
1.5Submit an annual programme request with proposed budget to the Executive Committee; 
1.6Produce minutes of Commission meetings for circulation to the Council by the Executive 

Director. 

附則 S9 
定款第 55 項（細則） 委員会およびワーキンググループの任務  
1.委員会の一般的な任務 
各委員会は、 

1.1 任務を遂行するために必要な場合、および委員長が招集した場合に会合を開く。原則
として年 2 回以上開催し、そのうち 1 回は毎年開催されるジョイントコミッションミーティ
ングとする。会議は可能な限りバーチャル会議として開催する。 

1.2 委員長を通じて、会長、理事会、および専務理事と連絡を取る。 
1.3 他のコミッションとは、一般的な連絡に加えてジョイントコミッションミーティングと世界選

手権で連絡を取り合う。 
1.4 ローイングの様々な種目や分野における専門委員会の任務を遂行する。 
1.5 予算案を含む年次プログラム要求書を常任理事会に提出する。 
1.6 専務理事が理事会に送付するための、委員会会合の議事録を作成する。 

2. Specific Duties of the Discipline Commissions: 
2.1 Competitive Rowing Commission 

a. Purpose 
i) To encourage and support the growth of rowing in support of World Rowing’s Strategy. 
ii) To act as a centre of excellence for the discipline of classic rowing and provide 

support for sustainable development. 
b. Activities 

i) Discipline Oversight 
a. To guide the strategic growth of international rowing competitions and support the 

development of different competition formats.  
b. Centralise information about the discipline, as it relates to key stakeholders. 

Develop activities to build capacity across all areas of the discipline.  
ii) Competition  

a. To analyse and provide advice on international rowing competition in terms of 
composition (events, boat-classes and categories), conditions, environment, and 
the international regatta calendar. 

b. To monitor and analyse relevant sporting and global trends to ensure the discipline 
remains relevant and sustainable e.g., in competitive standards, social and 
financial environment, global mobility, participation levels. 

c. To undertake the tasks delegated to it by the Council or the Rules in 
relation to World Rowing events, including but not limited to fairness and 
seeding. 

iii) Discipline Development 
a. To advise on training and education including support in the production of 

specific educational material and coaching courses and seminars. 
b. To assist in the implementation of the coaching development programmes in 

conjunction with World Rowing’s Development Department. 

2. ローイングの種類別委員会の具体的な任務 
2.1 競技ローイング委員会 

a.目的 
i)ワールドローイング戦略をサポートするために、ローイングの発展を奨励・支援すること。 
ii)コーチングの領域の中心として活動し、持続的なコーチ教育を発展させる必要がある地域を

サポートすること。 

b.活動 
i) 伝統的ローイングの監督 

a. 国際ローイング大会の戦略的成長を導き、さまざまな競技形式の開発を支援する。 
b. 主要な利害関係者に関連した伝統的ローイングの情報を一元化する。伝統的ローイング

のすべての領域における能力を高めるための活動を展開する。 

ii) 伝統的ローイングの大会 
a. 国際ローイング大会について、構成（種目、艇種、カテゴリー）、条件、環境、国

際レガッタカレンダーなどの観点から分析し、アドバイスを行う。 
b. 競技水準、社会的・経済的環境、世界的な流動性、参加者数など、関連する

スポーツや世界の動向をモニターし分析することで、伝統的ローイングが適切か
つ持続可能なものであることを確認する。 

c. ワールドローイングのイベントに関連して、理事会または規則によって委任された
任務を遂行する（フェアネスとシードを含むがこれに限定されない）。 

iii)伝統的ローイングの普及発展 
a. 具体的な教材作成の支援、コーチングコースやセミナーの開催など、トレーニン

グや教育に関するアドバイスを行う。 
b. ワールドローイングのディベロップメント部門と協力して、コーチング開発プログラ

ムの実施を支援する。 
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c.To provide appropriate coaching content and organise the annual World 
Rowing Coaches Conference. 

d.To nominate appropriate coaching experts for the Coaching Development 
Cross Commission.  

c. Membership 
The members of the commission are to be recognised experts in the discipline 
and involved daily in the practice of the discipline. Members are expected to 
represent the interests of all World Rowing’s stakeholders. 

c. コーチングの適切な内容を提供し、毎年開催されるワールドローイング・コーチカ
ンファレンスを主催する。 

d. コーチング・デベロップメント・クロス・コミッションに適切なコーチング専門家を推
薦すること。 

c. 委員 
委員は伝統的ローイングの専門家として認められており、伝統的ローイングの実践に
日々携わっていることが求められる。委員はワールドローイングのすべての利害関係
者の利益を代表することが期待される。 

2.2 Coastal Rowing Commission 
a. Purpose 

i) To aide and encourage the growth of coastal rowing to support World Rowing’s 
Strategy.  

ii) To build capacity across the discipline by developing skills, knowledge and 
experience in a range of areas serving coastal rowing.  

iii) To oversee and promote on a national and international basis touring and 
recreational rowing. 

b. Activities 
i) Discipline Oversight 

a. To guide the strategic growth of international coastal rowing competitions 
and to support the development of different competition formats.  

b. To centralise information about the discipline, as it relates to key stakeholders. 
Develop activities to build capacity across all areas of the discipline.  

ii) Competition 
a. To analyse and provide advice on international coastal rowing competition in terms 

of composition (events, boat-classes and categories), conditions, environment, 
and international regatta programme. 

b. To monitor and analyse relevant sporting and global trends to ensure the discipline 
remains relevant and sustainable e.g., in competitive standards, social and 
financial environment, global mobility, participation levels, safety. 

c. Support the organisation of the World Rowing Coastal Championship, 
World Rowing Beach Sprint events, and other coastal rowing events within 
World Rowing.  

d. Develop a range of competition opportunities and drive inclusion of the 
discipline in multisport, and other, events. 

iii) Discipline Development 
a. To advise on training and education including support in the production of 

specific educational material and coaching courses and seminars. 
b. To assist in the implementation of the Coaching Development Programme 

in conjunction with the Development Department. 
c. To organise coastal rowing educational seminars, as appropriate, and 

provide coastal rowing coaching content for the Coaches Conference. 
d. To nominate appropriate coastal rowing coaching experts for the 

Coaching Development Cross Commission. 

2.2 コースタルローイング委員会 
a. 目的 

i) ワールドローイング戦略をサポートするために、コースタルローイングの発展を支援・
促進する。 

ii) コーストローイングに関わる様々な分野の技術、知識、経験を深めることによってコ
ースタルローイング全体の能力を高める。 

iii) ツアーローイングおよびレクリエーションローイングの国内および国際基盤を俯瞰し
推進する。 

b. 活動 
i) コースタルローイング全体の監督 

a. 国際コースタルローイング大会を戦略的に発展させ、さまざまな競技形式の開発を支援
する。 

b. 主要な利害関係者に関連したコースタルローイングの情報を一元化する。コースタルロー
イングのすべての領域における能力を高めるための活動を展開する。 

ii) 大会 
a. 国際コースタルローイング大会について、その構成（種目、艇種、カテゴリー）、条件、環

境、国際レガッタプログラムなどを分析し、アドバイスを提供する。 
b. 競技水準、社会的・経済的環境、世界的な流動性、参加者数、安全性など、スポーツや

世界の動向を監視・分析し、コースタルローイングが適切かつ持続可能なものであるよう
にする。 

c. ワールドローイング世界コースタルローイング選手権、ワールドローイングビーチスプリントイ
ベント、およびワールドローイング内のその他のコースタルローイングイベントの開催を支援
する。 

d. 幅広く大会の開催機会を模索し、多競技スポーツ大会などのイベントにコースタルローイ
ングを組み込むことを推進する。 

iii) コースタルローイングの普及発展 
a. 具体的な教材作成の支援、コーチングコースやセミナーの開催など、トレーニングや教育

に関するアドバイスを行う。 
b. 開発部門と連携して、コーチング開発プログラムの実施を支援する。 
c. 必要に応じてコースタルローイングの教育セミナーを開催し、コーチカンファレンスにコース

タルローイングのコーチングの教材を提供する。 
d. コーチング・デベロップメント・クロス・コミッションに適切なコースタルローイングのコーチング

専門家を推薦すること。 
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iv) Recreational Rowing 
a. To collaborate with Member Federations to share knowledge, expertise and 

develop tour and recreational rowing, in new countries and to new rowers. 
b. To develop activities to protect and promote heritage boat classes and support the 

traditional activities and regattas. 
c. To foster communication between the different rowing communities. 

c. Membership 
The members of the Commission are to be recognised experts in the discipline 
and involved daily in the practice of the discipline. Members are expected to 
represent the interests of all World Rowing’s stakeholders.  

iv) レクリエーションローイング 
a. 加盟国協会と協力して知識を共有し、新しい国や新しいボート愛好家に向けてツアーロー

イングやレクリエーションローイングの専門知識を与え、それらを発展させること。 
b. 過去の艇種の保護と普及のための活動を展開し、伝統的な活動や大会を支援する。 
c. 様々なローイングコミュニティ間のコミュニケーションを促進する。 

c. 委員 
委員はコースタルローイングの専門家として認められ、コースタルローイングの実践に
日々携わっている者でなければならない。委員は、ワールドローイングのすべての利
害関係者の利益を代表することが期待される。 

2.3 Indoor Rowing Commission 
a. Purpose 

i) To aide and encourage the growth of indoor rowing to support World 
Rowing’s Strategy.  

ii) To differentiate indoor rowing as a standalone discipline of rowing, while 
honouring its traditions and history. 

b. Activities 
i) Discipline Oversight 

a. To guide the strategic growth of international indoor rowing competitions 
and challenges and to support the development of different competition 
formats.  

b. Facilitate collaboration between indoor rowing industry stakeholders for 
the benefit of the discipline. 

ii) Competition 
a. To monitor and analyse relevant sporting and global trends to ensure the discipline 

remains relevant and sustainable e.g., in competitive standards, social and 
financial environment, global mobility, participation levels. 

b. Support the organisation of the World Rowing Indoor Championships and other 
indoor rowing events within World Rowing.  

c. Develop a range of competition opportunities and drive inclusion of the discipline 
in multisport, and other, events. 

d. Promote indoor rowing as an inclusive discipline providing both 
competitive and participation/recreational opportunities for all. 

iii) Discipline Development 
a. Promote the health, cross training, and rehabilitative benefits of rowing in 

order to broaden the base of indoor rowers. 
b. Consolidate existing training and education materials and advice on technical 

issues; provide appropriate indoor rowing coaching experts for the World Rowing 
Coaching Academy. 

c. Organise indoor rowing educational opportunities and/or events and 
provide indoor rowing coaching content for the Coaches Conference. 

d. Prepare a certification programme to measure the precision of work output 
on indoor rowing machines wishing to receive World Rowing approval. 

2.3 インドアローイング委員会 
a.目的 

i) ワールドローイング戦略をサポートするために、インドアローイングの成長を支援・促
進すること。 

ii) 伝統と歴史を重んじながら、インドアローイングをローイングの独立した種目として分
化させること。 

b.活動 
i) インドアローイングの監督 

a. 国際インドアローイング大会やインドアローイングへの挑戦的取り組みの戦略的成長を導
き、様々な競技形式の開発を支援する。 

b. インドアローイング業界の関係者間の協力を促進し、インドアローイングの利益につなげ
る。 

ii) コンペティション 
a. 競技水準、社会的・経済的環境、世界的な流動性、参加者数など、スポーツや世界の

動向を監視・分析し、インドアローイングが適切かつ持続可能なものであるようにする 
b. ワールドローイング世界インドアローイング選手権およびワールドローイング内のその他のイ

ンドアローイングイベントの開催をサポートする。 
c. 幅広く大会の開催機会を模索し、多競技スポーツ大会などのイベントにインドアローイング

を組み込むことを推進する 
d. すべてのローイング愛好家に、競技あるいは参加/レクリエーションの機会を提供する包

括的なローイングとして、インドアローイングを推奨する。 
iii)インドアローイングの発展 

a. ローイングの健康、クロストレーニング、リハビリ効果を促進し、インドアローイング愛好家の
裾野を広げる。 

b. 既存のトレーニング・教育教材や技術的な問題に対するアドバイスを集約し、ワールドロー
イングのコーチングアカデミーに適切なインドアローイングコーチングの専門家を派遣す
る。 

c. インドアローイングの教育機会やイベントを企画し、コーチカンファレンスにインドアローイン
グのコーチングの教材を提供する。 

d. ワールドローイングの承認を受けようとするインドアローイングマシンの計測値の精度を測
定する認証プログラムを準備する。 
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c. Membership 
The members of the commission are to be recognised experts in the discipline 
and involved daily in the practice of the discipline. While not a requirement, 
members may have an affiliation with a stakeholder within the indoor rowing 
industry (i.e. an equipment manufacturer, technical provider, etc). This 
perspective is critical to the development and growth of the discipline. 
Members are expected to represent the interests of all World Rowing’s 
stakeholders.  

c. 委員 
委員は、インドアローイングの専門家として認識されており、インドアローイングの実践
に日々携わっている者であること。必須条件ではないが、委員はインドアローイング業
界の関係者（機器メーカー、技術提供者など）と提携していてもよい。このような視点
は、インドアローイングの発展と成長に不可欠である。委員はワールドローイングのすべ
ての利害関係者の利益を代表することが期待される。 

3. Specific Duties of the Technical Commissions 
3.1 Athletes Commission 

a. Purpose 
To represent active national team rowers (including Under 19s and Under 23s), and to 
act as a liaison between them and World Rowing.  

b. Activities 
i) To consider issues related to rowers and provide relevant input to the Council and 

Executive Committee.  
ii) To engage actively with and to initiate rowing specific projects that protect and support 

clean athletes on and off the water. 
iii) To consult with athletes in the evaluation of the Rules and Event Regulations of 

rowing and provide feedback to the Council and Executive Committee. 
iv) To convene and conduct rowers’ surveys and/or meetings at World Rowing 

Championships and to provide a report to the Executive Committee. 
v) To analyse the organisation of the World Rowing Championships and Olympic and 

Paralympic regattas and to report any findings to the Council. 
vi) To support effective communication of information from World Rowing to the Senior 

National Team athlete community. 
vii) To raise awareness of the AC election and appointment process amongst the active 

and recently retired athlete communities. 
viii) To maintain contact with the IOC Athlete Commission. 

3.技術委員会の具体的な任務 
3.1 アスリート委員会 
a.目的 

現役のナショナルチームの競技者（U19 と U23 を含む）を代表し、彼らとワールドローイ
ングとの間の連絡役を務めること。 

b.活動 
i) 競技者に関連する問題を検討し、理事会および常任理事会に関連情報を提供すること。 
ii) 水の上でも陸上でもクリーンな競技者を保護・支援する、ローイングに特化したプロジェクトに積

極的に関与し、開始すること。 
iii) ローイングの競漕規則と大会規定に対する評価について競技者と協議し、理事会と常任理事

会にフィードバックすること。 
iv)世界選手権において漕手の調査や会議を招集・実施し、常任理事会に報告すること。 
v) 世界選手権、オリンピック・パラリンピックの組織を分析し、その結果を理事会に報告すること。 
vi)ワールドローイングからシニア・ナショナルチームの競技者達への効果的な情報伝達をサポート

すること。 
vii)現役競技者および引退したばかりの競技者達に、AC の選挙と指名プロセスに対する認識を高

めること。 
viii)IOC アスリート委員会との連絡を維持すること。 

3.2 Coaching Development Cross Commission 
a. Purpose 

To advise on coaching practice and coach education including support in the 
production of specific coach education material and coaching courses and 
seminars for the different rowing disciplines. 

b. Activities 
i) To assist in the implementation of the Coaching Development Programme in 

conjunction with the Development Department and the respective discipline 
commissions. 

ii) To advise on coach identification, training and recruitment in a consistent 
manner. 

iii) To liaise with coaches and implement a coaches’ communication network. 
iv) To liaise with other stakeholders within World Rowing around safety, safeguarding, 

anti-doping, diversity and inclusion and how this is integrated and monitored through 
coach education and certification. 

v) To recognise national coach education systems. 
vi) To recognise international training centres. 

3.2 コーチング推進クロス委員会 
a.目的 

ローイングの各種別のための具体的なコーチ教育教材やコーチングコース、セミナー
の作成支援など、コーチングの実践やコーチ教育に関するアドバイスを行うこと。 

b.活動 
i) 育成部門および各種別委員会と連携して、コーチング育成プログラムの実施を支

援すること。 
ii) コーチの発掘、トレーニング、採用について一貫した方法で助言すること。 
iii) コーチと連絡を取り合い、コーチのコミュニケーションネットワークを整備すること。 
iv)安全、セーフガーディング、アンチドーピング、多様性、包括に関するワールドローイ

ング内の他の利害関係者と連絡を取り合い、これらがどのように統合され、コーチ
の教育と認証を通じて監視されるかを検討すること。 

v) 各国のコーチ教育システムを評価すること。 
vi)国際的なトレーニングセンターを認定する。 
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c. Membership 
i) Coaching Development Cross Commission members shall include only 

members from other Commissions, including up to two specialists from each 
of the discipline Commissions. 

ii) Commission members should be recognised experts in coaching science 
and coaching of their discipline.  

iii) Commission members will also liaise with key stakeholders across World 
Rowing who will bring expertise from other areas linked to safeguarding, 
anti-doping, safety and the different disciplines of rowing.  

iv) The Chair shall be the Chair of the Competitive Rowing Commission.  

c. 委員 
i)コーチング推進クロス委員会は他の委員会の委員のみで構成され、各種別委員会

から 2 名までの専門家が加わることができる。 
ii)委員はコーチングの科学と当該ローイング種別のコーチングの専門家として認めら

れていること。 
iii)委員は、セーフガーディング、アンチドーピング、安全、別のローイング種別に関連

する専門知識を持った、ワールドローイング内の主要なステークホルダーと連携す
る。 

iv)競技ローイング委員長が議長を務める。 
3.3 Equipment and Technology Commission 

a. Purpose 
To support development in the field of rowing equipment, including the review of new 
technology and its potential application to rowing. 

b. Activities 
i) To establish standards for the safety of rowing equipment and enforce this at World 

Rowing events. 
ii) To establish and ensure compliance with rules concerning boats and equipment used 

in rowing events to which the World Rowing Statutes and Rules of Racing apply, 
including working in co-operation with the Control Commission at World Rowing 
Championships. 

iii) To encourage the production of inexpensive rowing equipment complying with 
specified standards. 

iv) To encourage and promote dissemination of information and courses on boat 
building and repairs. 

v) To survey equipment in use and produce theoretical material and drawings for rowing 
equipment. 

vi) To collect and review scientific information, relating to equipment and technology, 
available for the sport of rowing. 

vii) To be the point of contact with World Rowing for the manufacturers of equipment 
and technology in the sport of rowing, including innovations (Rule 29). 

3.3 機器技術委員会 
a.目的 

新技術とそのローイングへの応用の可能性を検討するなど、ローイング設備の分野に
おける開発を支援すること。 

b.活動 
i) ローイング設備の安全性に関する基準を確立し、ワールドローイングのイベントでこ

れを実施すること。 
ii) 世界選手権の監視と協力しながら、ワールドローイングの定款と競漕規則が適用さ

れるローイング大会で使用されるボートと機器に関する規則を制定し、その遵守を
保証すること。 

iii) 指定された規格に準拠した安価なローイング機器の製造を奨励すること。 
iv)ボートの製造と修理に関する情報とその伝達経路を広めることを奨励、促進すること。 
v) 使用中の設備機器を調査し、ローイング機器の理論的な資料や図面を作成すること。 
vi)ローイングというスポーツに利用可能な機器や技術に関する科学的情報を収集し、検討す

る。 
vii)技術革新（規則第 29 条）を含む、ローイングにおける機器や技術のメーカーの、ワールドロ

ーイングとの連絡窓口となること。 

3.4 Events Commission 
a. Purpose 

In conjunction with relevant Commissions and staff members and in line with 
World Rowing policies, to establish and monitor the standards of international 
regattas and of all World Rowing events with regard to the organisation of the 
event, the venue, technical installations, and safety of all participants.  

b. Activities 
i) To advise organising and bidding committees of World Rowing events on the standard 

of facilities and regatta courses and organisation of events. To support the transfer of 
knowledge and best practice between event/regatta organisers. 

ii) To maintain and improve the standard of regatta organisation at all major international 
events in co-operation with other Commissions as appropriate. 

iii) To visit and inspect regatta courses and regattas. 

3.4 イベント委員会 
a.目的 

関連する委員会やスタッフと協力し、ワールドローイングの方針に沿って、イベントの組
織、会場、技術設備、全参加者の安全性に関して、国際レガッタおよびすべてのワー
ルドローイングイベントの基準を確立し、監視する。 

b.活動 
i) ワールドローイングのイベントの組織委員会や入札委員会に、施設やレガッタコースの水準や

イベントの開催について助言すること。イベントや大会の主催者間での知識や最高の実際例
の伝達をサポートすること。 

ii) 必要に応じて他の委員会と協力して、すべての主要な国際イベントにおける大会組織の水
準を維持・向上させること。 

iii) レガッタコースや大会を訪問し、視察すること。 
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iv) To provide advice, consultation and guidance at every stage from initial concept to 
final commissioning in the development of new courses and new regattas and to 
advise on the upgrading of existing courses.  

v) To provide members for the technical group responsible for inspecting candidates for 
future championships and multi-sport Games. 

vi) To monitor, coordinate and advise on changes to the structure of the World Rowing 
international regatta calendar in conjunction with the World Rowing Events staff 
taking into consideration the advice of the relevant Commissions. 

vii) To prepare and regularly update documents and manuals which specify the World 
Rowing requirements for all aspects of: a) the upgrading of existing courses;  

b) the development of new courses; c) the organisation of championships and major 
regattas. 

viii) To train and develop Technical Delegates for events, and to propose to the 
Executive Committee nominations for the Technical Delegates for World Rowing 
events. 

iv) 新しいコースや新しい大会の開発、既存のコースの発展向上について、初期の概
念から最終的な試運転まで、あらゆる段階で助言、相談、指導を行うこと。 

v)将来の選手権やマルチスポーツ大会の候補地を視察評価するための技術グルー
プのメンバーを提供すること。 

vi)関連委員会の助言を考慮しながら、ワールドローイングのイベントスタッフと協力し
て、ワールドローイングの国際レガッタカレンダーの構成の変更を監視、調整、助言
すること。 

vii)a) 既存のコースの発展向上、b) 新しいコースの開発、 c) 選手権および主要な大
会の組織化のすべての側面に関するワールドローイングの要件を規定する文書お
よびマニュアルを作成し、定期的に更新すること。 

viii)イベントの技術総監を育成し、世界のローイングイベントの技術総監を常任委員会
に提案する。 

3.5 Masters Rowing Commission 
a. Purpose 

To oversee and promote masters rowing in all its forms on a national and international 
basis. 

b. Activities 
i) To organise the World Rowing Masters Regatta annually. 
ii) In cooperation with other Commissions, establish standard masters classes in all 

disciplines of rowing. 
iii) To gather dates and locations of key international masters regattas for the 

international calendar, and publish information of interest to the masters rowing 
community. 

iv) To consult with and advise the Youth Rowing Commission regarding the Masters 
Fund for Youth Rowing and the use of the resources of the Fund. 

v) To foster the development of masters rowing generally through shared 
communications and activities. 

3.5 マスターズローイング委員会 
a.目的 

国内および国際的に、あらゆる形態のマスターズローイングを監督・推進すること。 
b.活動 

i)毎年世界マスターズローイングレガッタを開催すること。 
ii)他の委員会と協力して、ローイングの全種別に標準的なマスターズクラスを設ける。 
iii) 国際カレンダーに掲載される主要な国際マスターズレガッタの日付と場所を収集

し、マスターズローイングコミュニティに関心のある情報を公開する。 
iv)ユースローイングのためのマスターズ基金および基金の資源の使用に関して、ユー

スローイング委員会と協議し、助言すること。 
v) 共通のコミュニケーションと活動を通じて、マスターズローイング全般の発展を促進

する。 

3.6 Para Rowing Commission 
a. Purpose  

To support, oversee and promote rowing for persons with an impairment (Para 
Rowers) on a national and/or international basis. 

b. Activities 
i) To develop inclusive policies within World Rowing. 
ii) To develop inclusive competitions for all forms of rowing. 
iii) To increase participation in para rowing at all levels of performance. 
iv) To promote and monitor trends in para rowing at national, international and 

Paralympic levels. 
v) To include para rowing in active life programmes. 
vi) To research and disperse knowledge on para rowing to the community. 

3.6 パラローイング委員会 
a.目的 

国内および国際的に障がい者（パラ漕手）のローイングを支援、監督、推進する。 
b.活動 

i)ワールドローイングで包括的な方針を策定すること。 
ii) あらゆる形態のローイングを対象とした包括的な大会を開発すること。 
iii) あらゆるレベルのパラローイングへの参加者を増やすこと。 
iv)国内、国際、パラリンピックレベルでのパラローイングの動向を促進、監視すること。 
v) 活動的な人生の設計にパラローイングを取り入れること。 
vi)パラローイングに関する知識を研究し、地域社会に普及させること。 

3.7 Sports Medicine Commission 
a. Purpose 

To oversee and advise on all medical and anti-doping aspects related to 
rowing. 

3.7 スポーツ医科学委員会 
a.目的 

ローイングに関連するすべての医学的事項およびアンチドーピングに向けた取り組み
を監督し、助言すること。 
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b. Activities 
i) To oversee and advise on medical, health and safety services at World Rowing 

Championships and World Rowing Cup regattas using Commission members or 
World Rowing-certified volunteer medical physicians. 

ii) To investigate and promote the prevention of rowing-related injuries and health 
issues. 

iii) To formulate and publish best practice guidelines for medical and health services 
and environmental issues. 

iv) To promote research activity on rowing-related health and medical issues, exercise 
physiology, biomechanics, health, environmental and any other sports medicine 
related subjects. 

v) To publish in the Sports Medicine section on the World Rowing website, as 
appropriate: 
a. Legislation and statements (WADA, IOC, FIMS, World Rowing…); 
b. Documentation relating to exercise physiology, sports medicine, biomechanics, 

biological aspects of training; 
c. Research results and best-practices publications. 

vi) To provide basic medical and health education to coaches. 
vii) To provide advice and recommendations upon request to the Council, Coaches 

Conference and Member Federations. 
viii) To advise World Rowing on guidelines and policies for anti-doping activities and 

supervise anti-doping controls at World Rowing events. 
ix) To nominate three members of the Commission to serve as the Therapeutic Use 

Exemption Committee, as defined in the Anti-Doping Rules. One member of the 
Commission shall be appointed as Chair by the Executive Committee. 

c. Membership 
i) Members of this Commission should be certified medical physicians with 

specific expertise in Sports Medicine. 
ii) The Commission can be supported by non-physician consultants who hold a doctoral 

degree in biomedical sports-related science. 

b.活動 
i) 委員会の委員またはワールドローイング認定のボランティア医師を用いて、世界選手

権およびワールドローイングカップにおける医療、健康、安全のサービスを監督、助言
すること。 

ii) ローイングに関連する傷害や健康問題を調査し、その予防を促進すること。 
iii) 医療・健康サービスや環境問題に関する最善の実践ガイドラインを策定し、公開する

こと。 
iv)ローイングに関連する健康・医療問題、運動生理学、バイオメカニクス、健康、環境、

その他のスポーツ医学関連の研究活動を促進すること。 
v) 必要に応じて、ワールドローイングのウェブサイトのスポーツ医学欄に掲載すること。 

a.法規制と声明（WADA、IOC、FIMS、ワールドローイング） 
b. 運動生理学、スポーツ医学、バイオメカニクス、トレーニングの生物学的側面に関

する文書 
c. 研究成果や最もよい実践例の発表 

vi)コーチに基本的な医学および健康教育を提供すること。 
vii)理事会、コーチカンファレンス、加盟国協会の要請に応じて、助言や提言を行うこと。 
viii)ワールドローイングにアンチドーピング活動のガイドラインとポリシーを助言し、ワールド

ローイングのイベントにおけるアンチドーピングコントロールを監督すること。 
ix)アンチドーピング規則に定義されている治療使用免除委員会としての役割を果たす

ために、委員会の 3 名の委員を指名すること。使用免除委員会のメンバーのうち 1 名
が常任理事会によって議長に任命される。 

c.委員 
i) この委員会の委員は、スポーツ医学を専門とする認定医であることが望ましい。 
ii) この委員会は、スポーツ関連の生物医学の博士号を持つ医師以外のコンサルタン

トがサポートすることができます。 
3.8 Umpiring Commission 

a. Purpose  
To standardise umpiring and to continuously improve the quality of umpiring, in 
particular at World Rowing Championship and World Rowing Cup regattas and  
Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games and relevant qualification regattas, and 
at international events (regattas, sprints, para rowing, indoor, coastal, beach sprint, etc.) 
and to promote umpiring throughout the world. 

b. Activities 
i) To select Juries for World Rowing, Olympic, Paralympic and Youth Olympic regattas 

as specified in 3.8.1 based on selection criteria as agreed by the Executive 
Committee, as well for other international events (continental, multisport, university, 
etc.) if requested by the related cooperation agreement with World Rowing. 

ii) To supervise the work of the Juries at World Rowing, Olympic, Paralympic and Youth 
Olympic regattas as specified in 3.8.1, as well at other international events 
(continental, multisport, university, etc.) if requested by the related cooperation 
agreement with World Rowing. 

3.8 審判委員会 
a.目的 

審判業務を標準化し、特に世界選手権とワールドカップ、オリンピック、パラリンピック, ユースオ
リンピックおよびその予選会、および国際大会（レガッタ、スプリント、パラローイング、インドア、コ
ースタル、ビーチスプリントなど）における審判の質を継続的に向上させ、世界中で審判活動を
普及させること。 

b.活動 
i) 3.8.1 に規定されたワールドローイング選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピック

の審判員を、常任理事会が合意した選考基準に基づいて選出すること。また、ワールドロー
イングとの協力協定により要請された場合は、その他の国際大会（大陸大会、多競技大会、
大学選手権など）の審判員を選出すること。 

ii) 3.8.1 に定めるワールドローイング選手権、オリンピック、パラリンピックおよびユースオリンピッ
ク、ならびにワールドローイングとの協力協定により要請されたその他の国際大会（大陸大
会、多競技大会、大学選手権など）における審判員の業務を監督すること。 
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iii) To develop, improve and standardise umpiring by conducting seminars and clinics, 
using the most modern educational techniques and methods. 

iv) To conduct examinations for International Umpire licences. 
v) To monitor and keep track of the qualifications and quality of International Umpires. 
vi) To define the role of International Umpires related to new types of rowing events and 

to develop the International Umpires to fill those roles, in cooperation with the other 
Commissions as appropriate. 

vii) To continuously improve the standard of regatta organisation at all major 
international and regional events in co-operation with the other Commissions as 
appropriate. 

viii) To assist in the implementation of the Umpiring Development Programme at an 
intermediate regional level. 

ix) To provide quality assurance for the Rules of Racing and associated Bye-Laws, in 
the official languages of World Rowing as appropriate. 

iii)最新の教育技術と方法を用いて、セミナーやクリニックを実施し、審判業務の発
展、改善、標準化を図ること。 

iv)国際審判員の資格試験を実施すること。 
v) 国際審判員の資格と質を監視し、その記録を保存すること。 
vi)必要に応じて他の委員会と協力して、新しい種別のローイング競技に関連する国

際審判員の役割を規定し、その役割を果たす国際審判員を育成すること。 
vii)必要に応じて他の委員会と協力して、すべての主要な国際および地域大会にお

ける大会組織とその運営の水準を継続的に向上させること。 
viii)世界の諸地域レベルでの審判育成プログラムの実施を支援すること。 
ix)ワールドローイングの公用語で、競漕規則と関連細則の品質保証を行うこと。 

3.9 Women’s Cross Commission 
a. Purpose  

To oversee and promote women’s participation in all rowing activities and events, at all 
levels. 

b. Activities 
i) To co-operate with other international sport federations. 
ii) To establish and maintain contacts with people responsible for women’s rowing in 

Member Federations. 
iii) To identify and promote women in administration, coaching, umpiring and research 

roles. 
iv) To investigate and evaluate regatta results, numbers of female participants, coaches, 

umpires and administrators, etc. 
v) To organise (digital) meetings and seminars. 
vi) To collect material, including scientific publications, for publicity and promotion of 

women’s rowing. 

3.9 女性クロス委員会 
a.目的 

すべてのレベルのローイング活動やイベントへの女性の参加を監督、促進する。 
b.活動 

i) 他の国際的スポーツ連盟と協力すること。 
ii) 加盟国協会の女子ローイング担当者との連絡体制を確立し、維持すること。 
iii) 管理、コーチング、審判、研究を志向する女性を特定し、促進すること。 
iv)大会結果、女性参加者数、コーチ、審判員、運営者などの調査・評価を行うこと。 
v) （デジタル）ミーティングやセミナーを開催すること。 
vi)女性ローイングの広報・振興のための、科学出版物を含む資料を収集すること。 

3.10 Youth Rowing Commission 
a. Purpose  

To oversee and promote all areas of youth and student rowing and increase 
participation across all disciplines, at all levels of performance and across 
nations. 

b. Activities 
i) To assist and advise on the organisation of the World Rowing Under 19 and Under 

23 Championships and other international level youth competitions, e.g., Youth 
Olympic Games and FISU competitions. 

ii) To represent the interests of youth rowing when decisions about the 
competition system are to be made. 

iii) To monitor trends in youth rowing at national and international levels. 
iv) To establish and maintain contact with coaches at major World Rowing 

events, e.g., by holding meetings at least once per year. 
v) To organise the World Rowing Youth Coaches Conference. 

3.10 ユースローイング委員会 
a.目的 

ユース層と学生のローイングのすべての分野を監督、促進し、すべてのローイング種
別パフォーマンスレベル、国を超えて参加者を増やすこと。 

b.活動 
i) 世界 U19 選手権、世界 U23 選手権その他の国際レベルのユース大会（ユースオ

リンピック、FISU 大会など）の開催を支援し、助言すること。 
ii) 競技システムに関する決定がなされる際に、ユースローイングの利益を代表するこ

と。 
iii) 国内および国際レベルでのユースローイングの動向を把握すること。 
iv)主要なワールドローイングイベントにおいて、少なくとも年 1 回のミーティングを開催

するなどして、コーチとのコンタクトを確立し、維持すること。 
v) ワールドローイングユースコーチカンファレンスを開催すること。 
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vi) To assist the Control Commission at the World Rowing Under 19 and Under 
23 Championships. 

vii) To analyse the organisation, entries and results of the World Rowing Under 
19 and Under 23 Championships and to publish the results and use the 
information to inform future activities. 

viii) To consult with the Masters Rowing Commission regarding the Masters 
Fund for Youth Rowing and the use of the resources of the Fund. 

vi)世界 U19 選手権、世界 U23 選手権で監視を補佐すること。 
vii)世界 U19 選手権、世界 U23 選手権の組織、エントリー、結果を分析してその結果

を公表し、その情報を今後の活動に役立てること。 
viii)マスターズローイング委員会とユースローイングのためのマスターズ基金およびそ

の基金の使用について協議すること。 

4. Working Groups 
Working Groups, appointed for specific tasks, report to the Council through their Chair. 

4.ワーキンググループ  
特定の任務のために任命されたワーキンググループは、その委員長を通じて理事会に報告
する。 
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APPENDIX S10a 
BYE‑LAW TO ARTICLE 57 – COMMITMENT FORMS 

 Country code: 
S10a – World Rowing Commitment Form 
Full Name (as it appears on your passport):  
Member Federation:  
Sex (F or M): Birth Date (dd/mm/yyyy): / /  
This is to confirm that I have read, understood and accept the content of this 
document. 
As an individual who wishes to participate in events or activities staged under the 
authority of World Rowing, I agree to abide by the World Rowing Statutes, Rules of 
Racing and Event Regulations or any other rules regulating World Rowing regattas, 
activities, meetings and international rowing. I recognise and accept: 

附則 S10a 
定款第 57 項（細則） コミットメントに関する誓約書 

国コード 

S10a – ワールドローイングコミットメントに関する誓約書 
フルネーム（パスポートに記載されているとおり）   
加盟国協会                                                                                                                                                                               
性別（F または M：＿＿＿   生年月日 (dd/mm/yyyy) 

本書面は、私がこの文書の内容を読み、理解し、受け入れたことを確約するためのものです  
ワールドローイングの権限下で開催される競漕会や活動に参加することを希望する個人とし
て、私はワールドローイングの定款、競漕規則、細則、大会規則またはワールドローイングの
大会、活動、会議、ワールドローイングを規制するその他の規則に従うことに同意します。私は
以下の点を認識し、受け入れます。 

1. Authority – World Rowing’s authority on all matters concerning international rowing. 1. 権限―国際的なローイングに関するすべての事項に関するワールドローイングの権限。 
2. Governance – The mandatory character of the Statutes, Rules of Racing, Event Regulations, 

Bye-Laws and other rules regulating World Rowing, in their current version and as amended 
from time to time, and I agree to uphold and abide by them without reservation, in particular 
but not limited to my individual commitment set out in Articles 56 and 57 and my obligations 
under Part V “Integrity of Sport” regarding: 
a. Ethical Principles & Integrity – The obligation to respect fundamental ethical principles and 

to behave, in all circumstances, in an appropriate manner, and I agree to respect the World 
Rowing Code of Ethics (Bye-Law to Article 58 of the World Rowing Statutes), including the 
World Rowing Policy and Procedures on Safeguarding Participants in Rowing from 
Harassment and Abuse. 

b. Integrity in Competition – The obligation to be bound by, and be required to respect the 
Bye-Law to Article 59 of the World Rowing Statutes relating to Manipulation of Competition 
and Betting. 

2. ガバナンス - ワールドローイングを規制する定款、競漕規則、細則、大会規則およびその
他の規則の現行版および随時改正される改訂版は、強制的なものであること。特に定款
第 56 項および第 57 項に定められている個人的なコミットメントおよび第 5 章「スポーツ
の誠実さ」に関する以下の点に関する義務 
a.倫理的原則と誠実さ - 基本的な倫理原則を尊重し、いかなる状況においても適切な

方法で行動する義務があること。私は「参加者をハラスメントと虐待から守るためのワー
ルドローイング規則と手続き」を含むワールドローイングの倫理規程（定款第 58 項（細
則）） を尊重することに同意します。 

b.競技における誠実さ - ワールドローイング定款第 59 項の「競技の操作と賭博」に関す
る細則に従い、これを尊重することが求められる義務。 

3. Safety – As a water sport practised outdoors and subject to meteorological 
conditions, rowing involves an element of risk.  
In taking part in any World Rowing events as a rower, I acknowledge, agree and 
confirm that: 
a. I am aware of the element of risk involved in outdoor water sport and accept 

responsibility for the exposure of myself, crew (if applicable) and boat to such 
inherent risk;  

b. I am responsible for my own safety and that of my boat and my other property 
both on the water and on the land;  

c. It is my responsibility to ensure that my boat is in good order, that it is equipped 
to take part in the event and I have an appropriate state of health and fitness to 
participate;  

In taking part in any World Rowing event in any role, I acknowledge, agree and confirm that: 
a. I am responsible for any injury, damage or loss to the extent caused by my own actions or 

omissions;  
b. I am, or my club / Member Federation is, responsible to have adequate and appropriate 

insurance cover in place for the duration of my participation at any World Rowing event. 

3. 安全性-屋外で行われるウォータースポーツであり、気象条件に左右されるため、ローイン
グには、リスクが伴います。 
私は、ワールドローイングの大会に漕手として参加するにあたり、以下のことを認め、同意
し、確約します。 
a.私は、屋外でのウォータースポーツに伴うリスクの要素を認識しており、そのような固有のリスクに

私自身、クルー（該当する場合）、およびボートがさらされることに対する責任を受け入れます。 
b.私は、水上および陸上での自分自身の安全、自分のボートおよびその他の所有物の安全に責任

を負います。 
c.私のボートが適切に整備されていること、大会に参加するための装備が整っていること、参加する

ための適切な健康状態と体力を有していることは、私の責任です。 
いかなる役割であれ、ワールドローイングの大会に参加するにあたり、私は以下のことを認
め、同意し、確約します。 
a.私は、自らの行為または不作為によって生じた傷害、損害または損失に、その限りにおいて責任

を負います。 
b.私は、あるいは私のクラブ／加盟国協会は、私がワールドローイングの大会に参加している間、十

分かつ適切な保険に加入する責任があります。 
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Such insurances shall include, but are not limited to, general (third party) liability, travel, 
medical expenses (including repatriation), property and equipment. 

このような保険には、一般（第三者）賠償責任、旅行、医療費（本国送還費用を含む）、財産および
設備が含まれますが、これらに限定されるものではありません。 

4. Anti-doping – Notwithstanding the WADA Athlete Data Consent Form (World Rowing Bye-
Law to Article 57, Appendix S10b), the authority of World Rowing regarding anti-doping set 
out in World Rowing’s Statutes, Rules and Bye-Laws and the World Anti-Doping Code and 
Regulations including to implement in- and out-of-competition anti-doping testing and the biological 
passport; and,  
a. confirm that I do not use and that I will not, as a rower, use substances or methods or, as a support 

person, participate in or facilitate any acts that are prohibited by the World Rowing anti-doping rules 
and the World Anti-Doping Code;  

b. agree to submit to any tests (blood, urine, breath, DNA, etc.) carried out by World Rowing, 
WADA or any other approved agency; and, 

c. accept if I infringe the anti-doping provisions, that I might be penalised extending to, in a relevant case, 
a life ban from all competition. 

In the event of any conflict between the World Rowing Commitment Form and the WADA Athlete Data 
Consent Form, the WADA form takes authority. 

4. アンチドーピング- WADA アスリートデータ同意書（ワールドローイング定款第 57 項（細則）附則 S10b）にかかわら

ず、大会内および大会外のアンチドーピング検査および生理的パスポートの実施を含め、ワールドローイングの競
漕規則、細則および世界アンチ·ドーピング規程および規則に定められた、アンチドーピングに関するワールドロー
イングの権限 
a. 私は漕手として、物質や方法を使用しておらず、今後も使用しないこと、サポートスタッフとして、ワールドローイ

ングのアンチドーピング規則や世界アンチ·ドーピング規程で禁止されている行為に参加したり、その行為を助
長したりしないことを確約します。 

b.ワールドローイング、WADA、またはその他の承認された機関が実施するあらゆる検査（血液、尿、呼気、DNA
など）に応じることに同意します。 

c.アンチドーピング規則に違反した場合、関連する事案について、生涯にわたる全競技の禁止を含む罰則を受
ける可能性があることを承諾します。 

ワールドローイングの「コミットメントに関する誓約書」と WADA の「アスリートデータに関する同意書」の間に矛盾が
ある場合、WADA の書面が優先すること。 

5. Photographs – the prohibition of the use of any photographs, videos or films or other 
images that I might take during World Rowing events, international regattas and other World 
Rowing activities other than for personal or non-commercial purposes, without specific 
written authorisation from World Rowing. 

5. 写真-ワールドローイングの大会、国際レガッタ、その他のワールドローイングの活動中に私が撮影す
る写真、ビデオ、フィルム、その他の画像を、ワールドローイングの書面による特別な許可なしに、個
人的または非商業的な目的以外で使用することを禁止すること。 

6. Filming – the possibility of being filmed, (either for television or other medium), 
photographed, identified or recorded in any other way during World Rowing events, 
international regattas or other World Rowing activities in which I take part under the 
conditions and for purposes currently or in the future authorised by World Rowing. Such films 
or other recordings may be used by World Rowing, or parties authorised by World Rowing, 
in any way, including sale and advertising, for the promotion and development of rowing, 
without any right to payment of compensation, but excluding the use which implies 
endorsement by me of any other commercial entity, product or service. 

6. 撮影 – ワールドローイングの大会、国際レガッタ、または私が参加するその他のワールドローイングの
活動中に、ワールドローイングが現在または将来的に許可した条件および目的で、（テレビまたはそ
の他の媒体のために）撮影されたり、写真を撮られたり、身元を確認されたり、その他の方法で記録
されたりする可能性。そのような映画やその他の記録は、ワールドローイングまたはワールドローイン
グが許可した者によって、販売や広告を含むあらゆる方法で、ローイングの促進と発展のために、報
酬を支払う権利なしに使用されることがありますが、他の商業団体、製品、サービスを支持している
ことを意味するような使用は排除されていること。 

7. Personal Data – that World Rowing, or third parties contracted by World Rowing, may collect, 
store, process, use and disclose to third parties, my personal data related to participation in 
any competition organised under the umbrella of World Rowing (the “Personal Data”) to the 
extent necessary to facilitate participation in, and/or the organising and promoting of, rowing 
competitions, and may create and keep up to date my Personal Data on sports databases, 
and may use such Personal Data in any other way in which I have or will provide my express 
consent or as may be required by law. 

7. 個人データ – ワールドローイングまたはワールドローイングが契約した第三者が、ワールドローイングの
傘下で開催されるあらゆる大会への参加に関連する個人データ（以下「個人データ」）を、大会への
参加を容易にするため、および／または大会の組織化と推進に必要な範囲で、収集、保管、処理、
使用、および第三者への開示を行う可能性があること、および、スポーツデータベース上に私の個
人データを作成し最新の状態に保つこと、および私が明示的に同意した、または同意するであろうそ
の他の方法、または法律で要求される方法で、かかる個人データを使用すること。 

8. Social Media – that if I publish any comments, opinions and any other material in any way, 
including on social and digital media at or in relation to a World Rowing event or activity, I am 
solely responsible for the consequences of this action. I will ensure that these comments or 
opinions comply with applicable laws and that all necessary permissions have been obtained 
from any third parties whose image or property is used. When using social and digital media, 
I will not:  
a. Violate the privacy of third parties;  
b. Infringe upon any intellectual property rights, or other rights of any third party;  
c. Disclose any information which is confidential or private in relation to another person or organisation;  
d. Interfere with the competitions or ceremonies of World Rowing events, or  
e. Violate security measures instituted to ensure the safe conduct of World Rowing events. 

In addition, I acknowledge that I can be held personally liable for any commentary and/or 
material deemed to be obscene, offensive, defamatory or otherwise illegal, or infringing on any 
third party’s rights. 

8. ソーシャルメディア – ワールドローイングの大会や活動において、またはそれに関連して、ソーシャル
メディアやデジタルメディアを含め、何らかの方法でコメントや意見、その他の資料を公開した場合、
私はこの行為の結果に対して単独で責任を負います。私は、これらのコメントや意見が適用される法
律を遵守し、画像や財産が使用されている第三者から必要なすべての許可を得ていることを確約し
ます。ソーシャルメディアやデジタルメディアを使用する際、私は以下のことをしません。 

a.第三者のプライバシーを侵害すること。 
b.第三者の知的財産権やその他の権利を侵害すること。 
c.他の個人または組織に関する機密または私的な情報を開示すること。 
d.ワールドローイング大会の競技やセレモニーを妨害すること。 
e.ワールドローイング大会の安全な実施を確保するために制定された安全対策に違反すること。 

加えて、私は、わいせつ、攻撃的、中傷的、その他違法、または第三者の権利を侵害していると判断さ
れたコメントや素材について、個人的に責任を負う可能性があることを認めます。 
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9. Jurisdiction – World Rowing’s jurisdiction to make any decision or impose any 
sanction within its field of competence and I will accept all such World Rowing 
decisions or sanctions with only the reservation of paragraph 10 below. 

9. 裁判管轄 - ワールドローイングは、その能力の範囲内であらゆる決定を下し、あらゆる制裁

を課すことができます。私は、そのようなワールドローイングの決定や制裁を、以下の10.の
権利を留保以外、すべて受け入れます。 

10. Right to Appeal – the Court of Arbitration for Sport (CAS), in Lausanne 
Switzerland, as the only competent judicial authority external to World Rowing to 
settle in a definitive manner any litigation remaining after all internal World Rowing 
remedies have been exhausted and any appeal against a final decision taken by 
World Rowing which affects me, and that this excludes any other ordinary court of 
law, any civil judicial authority of any country and any arbitration body. 

10.上訴する権利-スイスのローザンヌにあるスポーツ仲裁裁判所（CAS）は、ワールドローイン
グの外部にある唯一の有効な司法機関であり、ワールドローイング内部の救済措置がすべ
て尽くされた後に残る訴訟、および私に影響を与えるワールドローイングが下した最終決定
に対する上訴を最終的に解決するためのものであり、こうした司法手続きに関し、他の通常
の裁判所、いかなる国の民事司法機関、およびいかなる仲裁機関も除外されること。 

11. Swiss Law – the application of Swiss law and the Swiss federal procedural law 
as supplemental to World Rowing and CAS rules and regulations with Lausanne 
as the only place and seat of the arbitration. 

11.スイス法-ローザンヌを唯一の仲裁地および仲裁手続きの地とし、ワールドローイングおよ
び CAS の規定および規則を補足する法律として、スイス法およびスイス連邦手続法が適
用されること。 

12. Validity – this commitment remains in force unless and until I have formally 
revoked it in writing and such written revocation has reached the World Rowing 
headquarters. 

Place: Signature:  
Date (dd/mm/yyyy): / / 

12.有効性-このコミットメントは、私が書面で正式に撤回し、その書面がワールドローイング本
部に到達しない限り、効力を持ちます。 

場所:＿＿＿＿＿＿ 署名:＿＿＿＿＿＿＿  
日付 (日日/月月/西暦年): / / 
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APPENDIX S10b 
BYE‑LAW TO ARTICLE 57 – COMMITMENT FORMS 
S10b – WADA Consent Form  
Full Name:  
(as it appears on your passport)  
Country code: Sex (F or M):  
Birth Date (dd/mm/yyyy): / /  
As a member of World Rowing and/or a participant in an event authorised or recognised by 
World Rowing, I hereby declare as follows: 
1. I acknowledge that I am bound by, and confirm that I shall comply with, all of the provisions 

of the World Rowing Anti-Doping Rules (as amended from time to time), the World Anti-
Doping Code (the “Code”) and the International Standards issued by the World Anti-Doping 
Agency (“WADA”), as amended from time to time, and published on WADA’s website. 

2. I acknowledge the authority of World Rowing and its member National Federations and/or 
National Anti-Doping Organisations under World Rowing’s Anti-Doping Rules to enforce, to 
manage results under, and to impose sanctions in accordance with World Rowing’s Anti-
Doping Rules.  

3. I acknowledge and agree that any dispute arising out of a decision made pursuant to World 
Rowing’s Anti-Doping Rules, after exhaustion of the process expressly provided for in World 
Rowing’s Anti-Doping Rules, may be appealed exclusively as provided in Article [13] of World 
Rowing’s Anti-Doping Rules to an appellate body, which in the case of International-Level 
Athletes is the Court of Arbitration for Sport (CAS).  

4. I acknowledge and agree that the decisions of the appellate body referenced above shall be 
final and enforceable, and that I will not bring any claim, arbitration, lawsuit or litigation in any 
other court or tribunal. 

5. I understand that:  
a. my data, such as my name, contact information, birthdate, gender, sport nationality, 

voluntary medical information, and information derived from my testing sample will be 
collected and used by World Rowing and its member National Federations and/or National 
Anti-Doping Organisations and WADA for anti-doping purposes;  

b. WADA-accredited laboratories will use the anti-doping administration and management 
system (“ADAMS”) to process my laboratory test results for the sole purpose of anti-
doping, but shall only have access to de-identified, key-coded data that will not disclose 
my identity;  

c. I may have certain rights in relation to my Doping Control-related data under applicable 
laws and under WADA’s International Standard for the Protection of Privacy and Personal 
Information (ISPPPI), including rights to access, rectification, restriction, opposition and 
deletion, and remedies with respect to any unlawful processing of my data, and I may also 
have a right to lodge a complaint with a national regulator responsible for data protection 
in my country;  

d. if I object to the processing of my Doping Control-related data or withdraw my consent, it 
still may be necessary for World Rowing and its member National Federations and/or 
National Anti-Doping Organisations and/or WADA to continue to process (including retain) 
certain parts of my Doping Control-related data to fulfil obligations and responsibilities 
arising under the Code, International Standards or national anti-doping laws 
notwithstanding my 

附則 S10b 

定款第 57 項（細則） コミットメントに関する誓約書 

S10b - WADA 同意書 
フルネーム   パスポートに記載されている名前 
国コード 性別（F or M）。        
生年月日(dd/mm/yyyy) / /  
私は、ワールドローイングのメンバーおよび／またはワールドローイングが認可または承認した大会の参
加者として、以下のように宣言します。 
1. 私は、私がワールドローイングのアンチドーピング規則（随時改正される）、世界アンチ·ドーピング規程

（「規程」）、および世界アンチドーピング機構（「WADA」）が発行し、WADA のウェブサイトで随時改正
される「国際基準」のすべての条項に拘束されることを認め、これを遵守することを確約します。 

2. 私は、ワールドローイングのアンチドーピング規則に基づき、ワールドローイング、その加盟国協会およ
び／または国内アンチドーピング機関が、ワールドローイングのアンチドーピング規則に基づいて実施
し、結果を管理し、制裁を科す権限を有することを認めます。 

3. 私は、ワールドローイングのアンチドーピング規則に基づいてなされた決定に起因する紛争が、ワール
ドローイングのアンチドーピング規則に明示的に規定されている手続を経た後に、ワールドローイング
のアンチドーピング規則第 13 条に規定されているように、上訴機関（国際レベルの競技者の場合は
スポーツ仲裁裁判所 (CAS)）に対してのみ控訴することができることを認め、これに同意します。 

4. 私は、上記で言及された上訴機関の決定が最終的かつ強制的なものであることを認め、
同意します。また、私は、他の裁判所または法廷において、いかなる請求、仲裁、訴訟、
または訴訟も提起しません。 

5. 私は、以下の点を理解しています； 
a.私の氏名、連絡先、生年月日、性別、スポーツ国籍、任意の医療情報、および私の検

査サンプルから得られた情報等の私のデータは、アンチドーピングを目的として、ワールド
ローイングならびにその加盟国協会および／または国内アンチドーピング機関および
WADA によって収集され、使用されること。 

b. WADA に認定された分析機関は、アンチドーピングを唯一の目的として、実験室での私
の検査結果を処理するために、アンチドーピング管理・運営システム（「ADAMS」）を使用
するが、私の身元を開示しない非識別化されたキーコード付きのデータにのみアクセスできるこ

と。 
c. 私が、「ドーピングコントロール」関連データに関し、適用される法律および WADA のプライバシーお

よび個人情報の保護に関する国際基準（ISPPI）に基づき、アクセス、修正、制限、反対および削
除の権利、ならびに私のデータの違法な処理に関する救済を含む一定の権利を有し、また、私の
国のデータ保護を担当する国家規制機関に苦情を申し立てる権利を有すること。 

d.私が私の「ドーピングコントロール」関連データの処理に異議を唱え、または同意を撤回した場合で
も、ワールドローイングならびにその加盟国協会および／または国内アンチドーピング機関および／
または WADA が、私の要請にもかかわらず、アンチドーピング規則違反の可能性に関連する調査
または手続きの目的を含む、WADA 規程、国際基準または国内アンチドーピング法に基づき生じ
る義務および責任を果たすため、 
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request; including for the purpose of investigations or proceedings related to a 
possible anti doping rule violations; or to establish, exercise or defend against 
legal claims involving me, WADA and/or an Anti-Doping Organisation; 

e. preventing the processing, including disclosure, of my Doping Control-related 
data may prevent me, WADA or Anti-Doping Organisations from complying with 
the Code and relevant WADA International Standards, which could have 
consequences for me, such as an antidoping rule violation, under the Code;  

f. to the extent that I have any concerns about the processing of my Doping Control-
related data I may consult with World Rowing and/or WADA (privacy@wada-
ama.org), as appropriate. 

6. I understand and agree to the possible creation of my profile in ADAMS, which is 
hosted by WADA on servers based in Canada, and/or any other authorised National 
Anti-Doping Organisation’s similar system for the sharing of information, and to the 
entry of my Doping Control, whereabouts, Therapeutic Use Exemptions, Athlete 
Biological Passport, and sanction-related data in such systems for the purposes of 
anti-doping and as described above. I understand that if I am found to have 
committed an anti-doping rule violation and receive a sanction as a result, that the 
respective sanctions, my name, sport, Prohibited Substance or Method, and/or 
tribunal decision, may be publicly disclosed by World Rowing and its member 
National Federations and/or National Anti-Doping Organisations in accordance with 
the Code. I understand that my information will be retained for the duration as 
indicated in the ISPPPI. 

7. I understand and agree that my information may be shared with competent Anti-
Doping Organisations and public authorities as required for anti-doping purposes. I 
understand and agree that persons or parties receiving my information may be 
located outside the country where I reside, including in Switzerland and Canada, 
and that in some other countries data protection and privacy laws may not be 
equivalent to those in my own country. I understand that these entities may rely on 
and be subject to national anti-doping laws that override my consent or other 
applicable laws that may require information to be disclosed to local courts, law 
enforcement, or other public authorities. I can obtain more information on national 
anti-doping laws from my International Federation or National Anti-Doping Agency.  

Place: Signature:  
Date (dd/mm/yyyy): / /  
Please send this form by post to World Rowing, Av. de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, 
Switzerland or submit it to the World Rowing Office at a World Rowing regatta. 

または、WADA および／またはアンチドーピング機関が関与する法的請求の確立、行使、防衛目
的で、私の「ドーピングコントロール」関連データの特定の部分の処理（保持を含む）を継続すること
が必要となる場合があり得ること。 

e.私の「ドーピングコントロール」関連データの処理（開示を含む）を阻止することは、私、
WADA またはアンチドーピング機関が、本規程および関連する WADA の「国際基準」を
遵守することを妨げる可能性があり、本規程に基づくアンチドーピング規則違反等の結
果を私にもたらす可能性があること。 

f.私の「ドーピングコントロール」関連データの処理について懸念がある場合、私は、適宜、
ワールドローイングおよび／または WADA（privacy@wada-ama.org）に相談することが
できること。 

6. 私は、アンチドーピングを目的として、カナダに所在するサーバー上で WADA がホストして
いる ADAMS、および／または他の権限を有する国内アンチドーピング機関の同様の情報
共有システムに私のプロフィールが作成される可能性があること、および私の「ドーピング
コントロール」情報、居場所、治療使用特例、アスリートバイオロジカルパスポートおよび制
裁関連情報が上記のように当該システムに入力されることを理解し、これに同意します。
私は、私がアンチドーピング規則を違反したことが判明し、その結果として制裁を受けた場
合、それぞれの制裁内容、私の氏名、スポーツ、禁止物質もしくは禁止方法、および／ま
たは法廷での決定が、ワールドローイングならびにその加盟国協会および／または国内ア
ンチドーピング機関によって、WADA 規程に基づき、公表される可能性があることを理解し
ています。私は、私の情報が、ISPPPI に示された期間、保持されることを理解しています。 

7. 私は、私の情報が、アンチドーピングの目的で必要とされる管轄のアンチドーピング機関お
よび公的機関と共有される可能性があることを理解し、これに同意します。私は、私の情
報を受領する人物または関係者が、スイスおよびカナダを含む私が居住する国以外に所
在する場合があること、および、他の国ではデータ保護およびプライバシーに関する法律
が私の国の法律と同等ではない場合があることを理解し、これに同意します。私は、これ
らの団体が、私の同意に優先する国内のアンチドーピング法や、現地の裁判所、法執行
機関、その他の公的機関に情報を開示することを要求するその他の適用法に依拠し、こ
れらの適用を受ける可能性があることを理解しています。私は、所属する国際競技連盟
または国内アンチドーピング機関から、国内アンチドーピング法に関する詳細な情報を入
手することができます。 

場所  署名  付(日/月/年) 
このフォームをワールドローイング, Av. de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, Switzerland に郵送
するか、ワールドローイングの大会会場でワールドローイング事務局に提出してください。 
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APPENDIX S11 
BYE‑LAWS TO ARTICLE 58 – WORLD ROWING’S CODE OF ETHICS 
1. Preamble 

1.1 World Rowing is responsible for safeguarding the integrity of the sport of rowing 
worldwide. World Rowing strives to protect the sport of rowing from illegal, immoral or 
unethical practices that may harm it and bring it into disrepute.  

1.2 World Rowing is committed to safeguarding and protecting the welfare of all participants 
and acknowledges that some participants such as children, those with disabilities, and 
those from minority backgrounds can be particularly vulnerable to abuse.  

1.3 This Code defines the most important standards of behaviour and conduct within World 
Rowing as well as with external parties.  

1.4 The conduct of persons bound by this Code shall reflect the fact that they support the 
principles and objectives of World Rowing in every way and refrain from anything that 
could be harmful to these principles and objectives. They shall respect the significance of 
their commitment to World Rowing and its members, and represent them and behave 
towards them honestly, fairly, respectably and with integrity. 

附則 S11 
定款第 58 項（細則） ワールドローイング倫理規程 
1. 序文 

1.1 ワールドローイングは世界中のローイングというスポーツの誠実さを守る責任がある。ワールドロー
イングは、ローイングというスポーツに害を与え、評判を落とす可能性のある違法、非倫理的な行
為からローイングというスポーツを守るために努力している。 

1.2 ワールドローイングは、すべての参加者の安全と福祉の保護に努めており、子ども、障
がい者、少数民族の出身者などの一部の参加者は、特に虐待を受けやすいことを認
識している。 

1.3 本規程は、ワールドローイングの内外の関係者に対する最も重要な行動基準を定めたものであ
る。 

1.4 本規程に拘束されている人々の行動は、あらゆる方法でワールドローイングの原則と目的を支持
し、これらの原則と目的に害をおよぼす可能性のあるものを控えるという事実を反映したものでな
ければならない。それらの人々は、ワールドローイングとそのメンバーに対するコミットメントの重要
性を尊重し、彼らを代表し、誠実さ、公正、敬意をもって、彼らに対して行動しなければならない。 

2. Parties Covered 
This Code covers any party that deals with World Rowing, is a member of World 
Rowing or shares in its activities, including a party which: 

2.1 Participates in an event under the authority of World Rowing; 
2.2 Acts as an official (trainer, coach, team manager, delegate, representative, etc.) of a 

team, a club, a Member Federation, or a recognised continental rowing confederation or 
Member Grouping; 

2.3 Officiates as an international umpire or in a similar role; 
2.4 Organises or participates in a competition which is placed under World Rowing’s 

authority, according to the Statutes and Rules of Racing; 
2.5 Assumes any role within World Rowing, within its Council, its Executive 

Committee, one of its Commissions or Committees or Working Groups; or 
2.6 Otherwise deals with World Rowing and/or shares in its activities; 
in relation to that dealing with World Rowing or involvement in its activities. 

2. 本規程の対象となる者 
本規程は、ワールドローイングと取引する者、ワールドローイングのメンバーである者、または以下の者を
含むワールドローイングの活動を共有する者を対象とする。 

2.1 ワールドローイングの権限の下で大会に参加する者 
2.2 チーム、クラブ、加盟国協会、または承認された大陸ローイング連盟やメンバーグルーピングのオ

フィシャル（トレーナー、コーチ、チームマネジャー、デレゲート、代表者など）として活動する者 
2.3 国際審判またはそれに準ずる役割を担う者 
2.4 ワールドローイングの権限の下に置かれている競漕会を、定款および競漕規則に従って開催また

は参加する者 
2.5 ワールドローイング内で、理事会、常任理事会、委員会、ワーキンググループのいずれかで役割

を担う者 
2.6 その他、ワールドローイングと取引している、またはその活動に参加している者 

3. Relevant Conduct 
3.1 Parties covered by this Code are obliged to respect all applicable laws and 

regulations as well as World Rowing’s Statutes, Rules, Bye-Laws and Event 
Regulations. 

3.2 Parties covered by this Code shall act in an ethical and dignified manner, and 
with complete integrity and credibility. 

3.3 Parties covered by this Code may not abuse their position in any way to take 
advantage of their position for private, personal, commercial or other advantage 
or gain. 

3.4 In all their dealings with World Rowing or their involvement in World Rowing’s activities, 
parties covered by this Code shall remain neutral and act in a manner compatible with 
their function and integrity. 

3.5 Information of a confidential nature in the knowledge of parties covered by this Code is 
to be treated as confidential. The obligation to respect confidentiality survives the 
termination of any relationship which makes a party covered by this Code. 

3. 対象となる行動 
3.1 本規程が適用される当事者は、適用されるすべての法律と規制、およびワールドローイ

ングの定款、競漕規則、細則、大会規則を尊重する義務がある。 
3.2 本規程の対象となる当事者は、倫理的かつ威厳のある方法で、完全な誠実さと信頼

性をもって行動すること。 
3.3 本規程の対象となる当事者は、私的、個人的、商業的、またはその他の利点や利益

を得るために、いかなる方法でもその立場を悪用してはならない。 
3.4 本規程の対象となる当事者は、ワールドローイングとのすべての取引またはワールドロ

ーイングの活動への関与において、中立性を保ち、その機能と完全性に適合した方
法で行動しなければならない。 

3.5 本規程の対象となる当事者が知っている機密性の高い情報は、機密として取り扱われ
る。機密性を尊重する義務は、本規程の対象となる当事者の関係が終了した後も存
続する。 
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3.6 Parties covered by this Code must not offer, promise, give or accept any personal or 
undue pecuniary or other advantage in order to obtain or retain business or any other 
improper advantage to or from anyone within or outside World Rowing. Such acts are 
prohibited, regardless of whether carried out directly or indirectly through, or in 
conjunction with, intermediaries or related parties. In particular, parties covered by this 
Code must not offer, promise, give or accept any undue pecuniary or other advantage for 
the execution or omission of an act that is related to their official activities and contrary to 
their duties or falling within their discretion. 

3.7 Parties covered by this Code are prohibited from misappropriating or misusing World 
Rowing assets, regardless of whether carried out directly or indirectly through, or in 
conjunction with, intermediaries or related parties. 

3.8 Parties covered by this Code are prohibited from accepting a commission or promises of 
such commission for themselves or intermediaries and related parties for negotiating 
deals of any kind while performing their duties. 

3.9 Parties covered by this code acknowledge the Athletes’ Rights and Responsibilities 
Declaration (See Appendix S11a). 

3.6 本規程の対象となる当事者は、ワールドローイングの内外を問わず、ビジネスやその他の不適切な利益を得る
ために、個人的または不当な金銭的その他の利益を申し出たり、約束したり、与えたり、受け入れたりしては
ならない。このような行為は、仲介者や関係者を介して、またはそれらと連携して、直接的または間接的に行
われるかどうかにかかわらず、禁止されている。特に、本規程の対象となる当事者は、その公式活動に関連
し、職務に反し、またはその裁量に属する行為の実行または不実行のために、不当な金銭的またはその他
の利益を申し出たり、約束したり、与えたり、受け入れたりしてはならない。 

3.7 本規程の対象となる当事者は、仲介者や関係者を介して、またはそれらと連携して、直接的また
は間接的に行われるかどうかにかかわらず、ワールドローイングの資産を流用または悪用するこ
とを禁じられている。 

3.8 本規程の対象となる当事者は、「競技者の権利および責任に関する宣言」職務の遂行中に、自
分自身や仲介者、関係者のために、あらゆる種類の取引を交渉するための手数料を受け取る
こと、そのような手数料の約束をすることを禁じられている。 

3.9 本規程の対象となる関係者は、「競技者の権利および責任に関する宣言」（附則 S11a 参照）を
承認する。 

4. Duty of Disclosure 
4.1 Subject to 9.2, parties covered by this Code shall immediately report any potential breach 

of this Code to the World Rowing Executive Committee. 
4.2 Parties covered by this Code are obliged to contribute to clarifying the facts of a case, or 

clarifying possible breaches and to provide evidence requested by the Ethics Panel. 

4. 情報開示の義務 
4.1 9.2 に従い、本規程の対象となる当事者は、本規程に違反する可能性がある場合、直ちにワー

ルドローイング常任理事会に報告するものとする。 
4.2 本規程の対象となる当事者は、事件の事実を明らかにしたり、違反の可能性を明らかにすること

に貢献し、倫理諮問委員会が要求する証拠を提供する義務がある。 

5. Conflicts of Interest 
5.1 Parties covered by this Code or parties standing for election to World Rowing or other 

relevant body shall disclose to World Rowing or that body any personal interests that 
could be linked with their activities or prospective activities. 

5.2 A Council or Executive Committee member must declare any conflict of interest regarding 
matters before a Council or Executive Committee meeting and not take part in a vote or 
determinative discussion where such a conflict exists. The declaration and proceedings 
related to a conflict must be documented in the meeting Minutes. 

5.3 Conflicts of interest arise if parties covered by this Code have, or appear to have private 
or personal interests that detract or may detract from their ability to perform their duties 
for World Rowing with integrity in an independent, fair and correct manner. Private or 
personal interests include gaining any possible advantage for the parties covered by this 
Code themselves, their family, relatives, friends, and acquaintances. In cases requiring 
interpretation, reference shall be made to the section entitled “Rules concerning conflicts 
of interest affecting the behaviour of Olympic parties” in the IOC Code of Ethics. 

5. 利益相反 
5.1 本規程の対象となる当事者、またはワールドローイングやその他の関連団体の選挙に立候補して

いる当事者は、自分の活動や見込みのある活動に関連しうる個人的な利益をワールドローイング
またはその団体に開示することとする。 

5.2 理事会または常任理事会のメンバーは、その会合前に利益相反のある議案について
宣言しなければならず、そのような対立が存在する場合には、投票または決定に関す
る議論に参加してはならない。利益相反に関する宣言と手続きは、会議の議事録に記
録されなければならない。 

5.3 利益相反は、本規程の対象となる当事者が、独立した公正で正しい方法で、誠実にワールドロー
イングのための職務を遂行する能力を損なう、または損なう可能性のある私的または個人的な
利益を有している、または有しているようにみえる場合に生じる。私的または個人的な利益とは、
本規程の対象となる当事者自身、その家族、親族、友人、知人のために少しでも利益を得ること
を含む。解釈が必要な場合には、IOC 倫理規程の「オリンピック関係者の行動に影響を与える利
益相反に関する規則」と題されたセクションを参照するものとする。 

6. Gifts and other Benefits 
6.1 Parties covered by this Code may only offer or accept gifts or other benefits in relation to 

their dealings with World Rowing or in conjunction with their involvement in World Rowing 
activities which meet all of the following criteria: 

a. Have symbolic or trivial value and do not influence the execution or omission of an act 
that is related to their official activities or falls within their realm of responsibility; 

b. Do not create any pecuniary or other advantage; and 
c. Do not create a conflict of interest. 

If in doubt, gifts shall not be offered or accepted. 

6. 贈答品やその他の便益 
6.1 本規程の対象となる当事者は、ワールドローイングとの取引に関連して、あるいはワールドローイン

グの活動への関与に関連して、以下のすべての基準を満たす贈答品やその他の便益のみを、
提供したり、受け取ったりすることができる。 

a.象徴的または些細な価値しかなく、公式活動に関連する、または責任範囲内にある行為の実
行または省略に影響を与えないもの。 

b.金銭的またはその他の利益をもたらさないもの。 
c.利害の対立を生まないもの。 

疑わしい場合は、贈答品を提供したり受け取ったりしてはならない。 
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6.2 Parties covered by this Code shall not offer to or accept from anyone within World Rowing cash in 
any amount or form or any reimbursement for expenses which are not official activities. 

6.3 Parties covered by this Code may not be reimbursed by World Rowing for the costs associated with 
family members or associates accompanying them to official events, unless expressly permitted to 
do so by the World Rowing Executive Committee. Any such permission must be documented. 

6.2 本規程の対象となる当事者は、ワールドローイング内の誰に対しても、金額や形式を問わず現金
を提供したり、受け取ったりしてはならない。また、公式活動ではない経費の払い戻しも行っては
ならない。 

6.3 本規程の適用を受ける当事者は、ワールドローイング常任理事会が明示的に許可した場合を除
き、家族や関係者が公式行事に同行するための費用について、ワールドローイングから払戻しを
受けることはできない。そのような許可はすべて文書化されなければならない。 

7. Non-Discrimination and Harassment 
7.1 Parties covered by this Code may not offend the dignity or integrity of a country, private 

person or group of people through contemptuous, or discriminatory words or actions on 
account of race, skill, colour, ethnicity, national or social origin, gender, language, religion, 
political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation 
or any other reason. 

7.2 Harassment is forbidden. Harassment is defined as systematic, hostile and repeated acts 
over an extended period, that result in a person or group being isolated or ostracised and 
affect the dignity of a person or group. 

7.3 Sexual Harassment is forbidden. Sexual harassment is defined as unwelcome sexual 
advances that are not solicited or invited. The assessment is based on whether a 
reasonable person would regard the conduct as undesirable or offensive. Threats, the 
promise of advantages and coercions are particularly prohibited. 

7.4 Parties covered by this Code are also bound by the World Rowing Policy on Safeguarding 
Participants in Rowing from Harassment and Abuse and the related Procedures 
document, annexed to this Code (Appendix S11b) and which shall be considered integral 
to this Code. 

7. 差別禁止とハラスメント 
7.1 本規程の対象となる当事者は、人種、技能、肌の色、民族、国や社会的出身、性別、言語、宗

教、政治的思想やその他の意見、財産、出生やその他の地位、性的指向、その他の理由を理
由とした侮辱的、差別的な言動によって、国、個人、グループの尊厳や品位を傷つけてはならな
い。 

7.2 ハラスメントは禁止されている。ハラスメントとは、個人やグループを孤立させたり、排斥したり、個
人やグループの尊厳に影響を与えるような、組織的、敵対的、かつ長期間にわたって繰り返され
る行為と定義される。 

7.3 セクシャルハラスメントは禁止されている。セクシャルハラスメントとは、誘われていない、歓迎され
ない性的な接近と定義される。その判定は、合理的な人がその行為を望ましくない、または不快
であると考えるかどうかに基づいている。脅迫、利益の約束、強要は特に禁止されている。 

7.4 本規程の対象となる当事者は、本規程に付属（附則 S11b）する「競漕会参加者をハ
ラスメントと虐待から守るワールドローイングの方針」と、関連する手順に関する文章に
拘束され、これらは本規程と一体化していると考えられる。 

8. World Rowing Resources and Finances 
8.1 World Rowing resources may be used only for World Rowing purposes. 
8.2 World Rowing resources distributed to parties covered by this Code shall be recorded in their 

accounts, which must be maintained in accordance with generally accepted accounting principles. 
World Rowing may require an independent auditor to audit these accounts as a condition of such 
funding or distribution. 

8.3 In cases where World Rowing gives financial support to parties covered by the Code the use of these 
World Rowing resources must be clearly demonstrated in the accounts. 

8.4 The parties covered by the Code recognise the significant contribution that broadcasters, sponsors, 
partners and other supporters of rowing make to the development and prestige of the sport of rowing 
throughout the world. However, such support must be in a form consistent with the rules of sport and 
the principles defined in the World Rowing Statutes and this Code. They must not interfere in the 
running of rowing institutions. The organisation and staging of rowing competitions are the exclusive 
responsibility of World Rowing, the Member Federations or other independent organisations 
recognised by World Rowing. 

8. ワールドローイングのリソースと財務 
8.1 ワールドローイングのリソースは、ワールドローイングの目的のためにのみ使用することができる。 
8.2 本規程の対象となる当事者に分配されたワールドローイングの資源は、その当事者の口座に記録されるものと

し、その口座は一般に認められた会計原則に従って維持されなければならない。ワールドローイングは、そのよ
うな資金提供や分配の条件として、独立した監査人による会計監査を要求することができる。 

8.3ワールドローイングが本規程の対象となる当事者に財政的支援を行う場合、こうしたワールドローイングのリソー
スの使用は、財務で明確に示されなければならない。 

8.4 本規程の対象となる当事者は、放送局、スポンサー、パートナー、その他のローイングの支援者が、世界中の
ローイングというスポーツの発展と威信に大きく貢献していることを認識している。しかし、そのような支援は、ス
ポーツのルール、ワールドローイングの定款と本規程で規定された原則に沿った形で行われなければならな
い。また、そのような人々は、ローイング競技の運営に干渉してはならない。ワールドローイング、加盟国協会、
またはワールドローイングが認めたその他の独立した組織には、競漕会の開催と演出について、独占的な責任
がある。 

9. Application of the Code 
9.1 This code shall apply to any conduct referred to in paragraphs 3 to 8 hereof which occurs after 

adoption of this Bye-Law. The Executive Committee may appoint an Ethics Panel (see paragraph 9.4 
below) responsible to decide whether any conduct referred to it falls within paragraphs 3 to 8 of this 
Bye Law. 

9.2 Complaint – Anyone, including members of the Executive Committee, may make a complaint to the 
World Rowing President. In accordance with Art. 60, any complaint concerning a member of the 
Executive Committee may be submitted directly to the IOC Ethics Commission. 

9.3 Decision to refer the complaint – The World Rowing President with up to two members of the 
Executive Committee or, in the case of a complaint against a member of the Executive 

9. 本規程の適用 
9.1 本規程は、本細則の採択後に発生した本条第 3 項から第 8 項までに規定された行為に適用さ

れる。常任理事会は、規定された行為が本細則の第 3 項から第 8 項に該当するか否かを決定
する責任を負う倫理諮問委員会（下記 9.4 参照）を任命することができる。 

9.2 規定違反の申立-常任理事会のメンバーを含む誰もが、ワールドローイング会長に規定違反の申
立てができる。定款第 60 項に基づき、常任理事会のメンバーに関する規定違反の申立ては、
IOC 倫理委員会に直接提出することができる。 

9.3 規定違反の申立てを採り上げる決定-ワールドローイング会長と常任理事会のメンバー上限 2 名
とともに、常任理事会のメンバーに対する告訴の場合は 
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Committee, the IOC Ethics Commission, will decide if there is, prima facie, a possible violation of 
the Code and, if yes, they may refer the complaint to the relevant Ethics Panel. For complaints 
relating to the Policy on Safeguarding Participants in Rowing from Harassment and Abuse, the Case 
Management Panel shall determine whether there may have been a violation of that policy, and if 
yes, shall recommend referral to an Ethics Panel which shall be convened by the Executive Director. 

9.4 World Rowing Ethics Panel – At World Rowing, alleged violations of the Code (excluding 
those involving an Executive Committee member) may be assessed and decided upon 
by an Ethics Panel comprised of three persons: an Executive Committee member and 
two members selected from the World Rowing Ethics Advisory Group; one member of the 
Panel must be a recognised legal expert. The President and Executive Committee 
members that have been involved in the decision to refer the complaint to a World Rowing 
Ethics Panel cannot participate as members of that Panel. Where the possible violation relates 
to the Policy on Safeguarding Participants in Rowing from Harassment and Abuse, the Panel will 
comprise Ethics Advisory Group members only, one of whom shall have relevant experience in 
Safeguarding matters. The Panel shall designate a chair of the panel (Panel Chair). 

9.5 World Rowing Ethics Advisory Group – The Ethics Advisory Group is comprised of independent 
individuals who are independent of World Rowing and who are recognised for their involvement in 
the world of sport, their experience and their integrity. These individuals are appointed by the 
Executive Committee for a four-year term starting on 1 January of the year following the Olympic and 
Paralympic Games and may be reappointed. The list of members of the Ethics Advisory Group will 
be published on the World Rowing website. 

9.6 Constitution of a World Rowing Ethics Panel – When a complaint has to be referred to an Ethics 
Panel, such a panel will be constituted and convened. Except for possible violations of the Policy on 
Safeguarding Participants in Rowing from Harassment and Abuse, the Executive Committee will 
appoint its representative and select one of the members of the Ethics Advisory Group; the person 
accused of violation of the Code may select, in a time set by the Executive Director, the third member 
from the list of Ethics Advisory Group members. If the person accused does not do so, in a reasonable 
timescale set by the Executive Director, the Executive Committee will select the third member. 

IOC 倫理委員会が、本規程に対する違反の蓋然性が一定以上あるかどうかを判断し、あると判断した場合
は、関連する倫理諮問委員会に規定違反の申立を送致する。「競漕会参加者をハラスメントと虐待から守る
ワールドローイングの方針」に関連する規定違反の申立については、セーフガード案件管理委員会が、当該
方針に違反した可能性があるかどうかを判断し、該当する場合には、専務理事が招集する倫理委員会へ送
致することを勧告する。 

9.4 ワールドローイング倫理諮問委員会-ワールドローイングでは、本規程違反の申立て（常任理事会メンバーが

関与している場合を除く）は、常任理事会メンバーとワールドローイング倫理アドバイザリーグループから選ば
れた 2 名の計 3 名で構成される倫理諮問委員会によって評価され、決定されることがある。倫理諮問委員
会の１名は法律の専門家でなければならない。規定違反の申立てをワールドローイング倫理諮問委員会に付
託する決定に関与した会長と常任理事会メンバーは、倫理諮問委員会のメンバーとして参加することはでき
ない。違反の可能性が「競漕会参加者をハラスメントと虐待から守るワールドローイングの方針」に関連してい
る場合、倫理諮問委員会は倫理アドバイザリーグループのメンバーのみで構成され、そのうちの 1 名は保護
措置の事案に関する経験を有する者とする。倫理諮問委員会は、委員会の議長を指名する。 

9.5 ワールドローイング倫理アドバイザリーグループ-倫理アドバイザリーグループは、ワールドローイン
グから独立した個人で構成されており、スポーツの界への関与、経験、誠実さが認められている。
これらの個人は、オリンピック・パラリンピックの翌年 1 月 1 日から 4 年間の任期で常任理事会に
よって任命され、再任されることもある。倫理アドバイザリーグループのメンバーのリストはワールド
ローイングのウェブサイトで公開される。 

9.6 ワールドローイング倫理諮問委員会の構成 -規定違反の申立てが倫理諮問委員会に付託され
なければならないときは、そのような委員会が構成され招集される。「競漕会参加者をハラスメン
トと虐待から守るワールドローイングの方針」に対する違反の可能性を除き、常任理事会はその代
表者を任命し、倫理アドバイザリーグループのメンバーの 1 人を選出する。規程違反を告発され
た者は、常任理事会が設定した時間内に、倫理アドバイザリーグループのメンバーリストから 3 人
目のメンバーを選ぶことができる。告発された者は、専務理事が設定した合理的な時間内に、倫
理アドバイザリーグループのメンバーリストから 3 人目のメンバーを選択することができる。 

10. Assessment and Sanctions 
10.1 In reaching a decision on complaints that come before it, the Ethics Panel will apply the 

principles set out in Art. 63 of the Statutes. 
10.2 The Ethics Panel will determine the procedure to be followed in order to ensure a fair 

assessment of the complaint. Where the possible violation relates to the Policy on 
Safeguarding Participants in Rowing from Harassment and Abuse, the Ethics Panel will 
refer to that Policy and the related Procedures. 

10.3 After having assessed all elements of the complaint, the Ethics Panel will render a 
decision. In the case of any decision that there has been an infringement of this Code, 
the Ethics Panel may impose the sanctions set out in Art. 64 of the Statutes, including 
deciding the scope and duration of the sanction, and the geographical reach of the 
sanction. The sanction may be imposed by taking into account all relevant factors in the 
case, including the offender’s assistance and cooperation, the motive, the 
circumstances and the degree of the offender’s guilt, as well as whether the breach has 
been repeated or more than one breach has been committed. The sanction will be final 
within World Rowing. 

10.4 The Ethics Panel may apply the other provisions of Art. 64 of the Statutes, regarding 
suspension of a sanction or ordering payment of a fine. 

10.5 The Ethics Panel shall notify the appropriate law enforcement authorities in a relevant 
case. 

10. 評価と制裁 
10.1 倫理諮問委員会は、提出された規定違反の申立てについて決定を下す際に、定款

第 63 項に定められた原則を適用する。 
10.2 倫理諮問委員会は、規定違反の申立ての公正な評価を確実にするために、従うべ

き手続きを決定する。違反の可能性が「競漕会参加者をハラスメントと虐待から守る
ワールドローイングの方針」に関連している場合、倫理諮問委員会はその方針と関連
する手順を参照する。 

10.3 倫理諮問委員会は、規定違反の申立てのすべての要素を評価したうえで、決定を下す。本規
程の違反があったと判断された場合、倫理諮問委員会は、定款第 64 項に定められた制裁措
置を講じることができる。この決定には、制裁の範囲と期間、および罰則の地理的範囲の決定
が含まれる。制裁は、違反者の援助と協力、動機、状況、違反者の罪の程度、さらに違反が繰
り返されているか、複数の違反が行われているかなど、その案件に関連するすべての要素を考
慮して課すことができる。制裁はワールドローイング内で最終的に決定される。 

10.4 倫理諮問委員会は、制裁の停止または罰金の支払いに関し、定款第 64 項の他の
規定を適用することができる。倫理諮問委員会は、制裁措置の停止または罰金の支
払命令に関して、定款第 64 項の他の規定を適用することができる。 

10.5 倫理諮問委員会は、関連する事件について、適切な法執行機関に通知する。 
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10.6 The Ethics Panel reserves the right to allocate, in part or in totality, the 
administrative costs associated with the management of the complaint to the 
parties involved in the case, as the Ethics Panel deems appropriate. 

10.7 The World Rowing Executive Committee may publish a sanction and some or 
all of the details of any violation including the name and affiliations of any 
individual sanctioned, determining the appropriate level of disclosure, taking 
into account confidentiality and any recommendation from the Ethics Panel. 

10.8 Any appeal against a decision of the Ethics Panel under this Code or of the 
IOC Ethics Commission regarding a member of the World Rowing Executive 
Committee may be made only to the Court of Arbitration for Sport under Arts. 
65 or 66 of the World Rowing Statutes. 

10.6 倫理諮問委員会は、適切と判断した場合、規定違反の申立の管理に関連する管理
費の一部または全部を、その案件の関係者に配分する権利を有する。 

10.7 ワールドローイングの常任理事会は、守秘義務と倫理諮問委員会の勧告を考慮し
て、適切な開示レベルを決定したうえで、制裁と、制裁を受けた個人の名前と所属を
含む違反の詳細の一部または全部を公表することができる。 

10.8 本規程に基づく倫理諮問委員会の決定、またはワールドローイング常任理事会のメン
バーに関する IOC 倫理委員会の決定に対する不服申立は、定款第 65 項または第
66 項に基づいてスポーツ仲裁裁判所にのみ行うことができる。 
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APPENDIX S11a 
ATHLETES’ RIGHTS AND RESPONSIBILITIES DECLARATION  
Developed by athletes for athletes, through a worldwide consultation process, 
reflecting the views of athletes.  
Athletes and their interests are integral to the Olympic Movement. This Declaration outlines a 
common set of aspirational rights and responsibilities for athletes within the Olympic Movement 
and within the jurisdiction of its members. It is inspired by the Universal Declaration of Human 
Rights and other internationally recognised human rights standards, principles and treaties. Its 
objective is to guide the Olympic Movement’s actions. 
All members of the Olympic Movement, particularly the International Olympic Committee, the 
International Sports Federations and the National Olympic Committees, will strive to promote 
respect for these rights and responsibilities. They are encouraged to develop mechanisms for 
effective remedies related to these rights and responsibilities, and athletes are encouraged to 
make use of these mechanisms. 

附則 S11a 
アスリートの権利および責任に関する宣言 
世界的な協議を経て、アスリートの声を反映し、アスリートによりアスリートのために作られたも
のである 
アスリート（競技者）とその利益は、オリンピックムーブメントに不可欠である。本宣言は、オリン
ピックムーブメントおよびその加盟国の管轄内における競技者のための共通の意欲的な権利
と責任を概説するものである。本宣言は、世界人権宣言やその他の国際的に認められた人
権基準、原則、条約に触発されたものである。その目的は、オリンピックムーブメントの行動を
導くことにある。 
オリンピックムーブメントのすべてのメンバー、特に国際オリンピック委員会、国際競技連盟、
各国オリンピック委員会は、これらの権利と責任の尊重を促進するよう努める。また、これらの
権利と責任に関する効果的な救済措置のためのメカニズムを作ることが奨励され、アスリート
はこれらのメカニズムを利用することが奨励される。 

I. Athletes’ Rights 
This Declaration aspires to promote the ability and opportunity of athletes to: 

1. Practise sport and compete without being subject to discrimination on the basis of race, 
colour, religion, age, sex, sexual orientation, disability, language, political or other opinion, 
national or social origin, property, birth or other immutable status. 

2. Be part of a transparent, fair and clean sporting environment, particularly one that fights 
against doping and competition manipulation, and provides for transparent 
judging/refereeing, 

3. selection and qualification processes, and appropriate competition schedules, including 
training schedules at such competitions. 

4. Access general information on athlete and competition-related matters in a timely and clear 
manner. 

5. Access education on sports-related matters as well as to work or study while actively 
training and competing, should the athlete choose to do so and where practicable. 

6. Leverage opportunities to generate income in relation to their sporting career, name and likeness, 
while recognising the intellectual property or other rights, rules of the event and of sports organisations 
as well as the Olympic Charter. 

7. Fair and equal gender representation. 
8. The protection of mental and physical health, including a safe competition and training environment 

and protection from abuse and harassment. 
9. Elected athlete representation within sporting organisations of the Olympic Movement. 
10. Report unethical behaviour without fear of retaliation. 
11. Privacy, including protection of personal information. 
12. Freedom of expression. 
13. Due process, including the right to a fair hearing within a reasonable time by an independent and 

impartial panel, the right to request a public hearing and the right to an effective remedy. 

I.アスリートの権利 
本宣言は、アスリートが以下のことを実践する際に、アスリートの能力と機会を促進することを目的として
いる。 

1. 人種、肌の色、宗教、年齢、性別、性的指向、障がい、言語、政治的またはその他の意見、国民
的または社会的出身、財産、出生、その他の不変の地位による差別を受けることなく、スポーツ
を実践し、競技に参加すること。 

2. 透明で、公正で、クリーンなスポーツ環境、特にドーピングや競技の不正操作に対抗し、透明性の
ある審査・審判を行う環境の一部となる。 

3. 選考や資格取得のプロセス、適切な競技会のスケジュール（そのような競技会でのトレーニングス
ケジュールを含む）。 

4. アスリートや競技に関連する一般的な情報をタイムリーかつ明確に入手できること。 
5. 競技者が希望し、実行可能である限り、スポーツ関連事項に関する教育を受けることや、トレーニ

ングや競技を積極的に行っている間に仕事や勉強をすること。 
6. 知的財産権やその他の権利、競技会やスポーツ団体の規則、オリンピック憲章を認識した上で、

スポーツ選手としてのキャリアや名前、肖像権に関連して収入を得る機会を活用すること。 
7. 公平で平等な性別表象 
8. 安全な競技・訓練環境、虐待やハラスメントからの保護など、精神的・身体的健康の保護。 
9. オリンピックムーブメントのスポーツ組織においてアスリートの代表者として選出される。 
10.報復を恐れずに非倫理的な行動を報告する。 
11.個人情報の保護を含むプライバシー 
12.表現の自由。 
13.独立した公正な委員会による合理的な期間内に公正なヒアリングを受ける権利、公聴会の開催

を要求する権利、効果的な救済措置を受ける権利などのデュープロセス。 

II. Athletes’ Responsibilities 
This Declaration encourages athletes to: 

1. Uphold the Olympic values and adhere to the Fundamental Principles of 
Olympism. 

II.競技者の責任 
この宣言は、アスリートに以下のことを促す。 

1. オリンピックの価値観を守り、オリンピズムの基本原則を遵守すること。 
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2. Respect the integrity of sport and compete as a clean athlete, in particular by not 
doping and not manipulating competitions. 

3. Act in accordance with the IOC Code of Ethics and be encouraged to report 
unethical behaviour, including instances of doping, competition manipulation, 
prohibited discrimination and abuse and harassment. 

4. Comply with applicable national laws, and the rules of the qualification processes 
and competitions, of the sport, and of the relevant sporting organisation, as well 
as the Olympic Charter. 

5. Respect the rights and well-being of, and not discriminate against, other athletes, 
their entourage, volunteers and all others within the sporting environment, and 
refrain from political demonstration in competitions, competition venues and 
ceremonies. 

6. Respect the solidarity principle of the Olympic Movement, which allows 
assistance and support to be provided among athletes and members of the 
Olympic Movement. 

7. Act as a role model, including by promoting clean sport. 
8. Inform themselves and be aware of their responsibilities. 
9. Participate in hearings when requested to do so and provide truthful testimony in 

such proceedings. 
10. Participate and vote in athlete representatives’ elections. 

This Declaration has been presented to and adopted by the 133rd IOC Session in 
Buenos Aires on behalf of the Olympic Movement. 

2. スポーツの健全性を尊重し、クリーンなアスリートとして、特にドーピングや競技会の操作
を行わずに競技を行う。 

3. IOC 倫理規程に沿って行動すること、ドーピング、競技操作、禁止されている差別、虐
待、ハラスメントを含む非倫理的な行動を報告すること。 

4. 適用される国内法、資格取得プロセスや競技会の規則、スポーツの規則、関連するス
ポーツ団体の規則、オリンピック憲章を遵守すること。 

5. スポーツ環境の中で、他の選手、選手を支える人々、ボランティア、その他すべての人
の権利と福祉を尊重し、差別をせず、競技会、競技会場、式典での政治的なデモンス
トレーションを控えること。 

6. オリンピックムーブメントの連帯原則を尊重し、アスリートやオリンピックムーブメントのメン
バー間での支援やサポートを可能にすること。 

7. クリーンなスポーツを推進するなど、模範となる行動をとること。 
8. 自ら情報を得、自らの責任を自覚すること。 
9. 要請があれば公聴会に参加し、そのような手続きにおいて真実の証言を行うこと。 
10.アスリート代表の選挙に参加し、投票する。 

本宣言は、オリンピックムーブメントを代表して、ブエノスアイレスで開催された第 133 回 IOC
総会に提出され、採択されたものである。 
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APPENDIX S11b 
SAFEGUARDING PARTICIPANTS IN ROWING FROM  
HARASSMENT AND ABUSE 
Part I: World Rowing Policy - Safeguarding Participants in Rowing from Harassment and 
Abuse 
1. Policy Statement 

1.1 World Rowing believes that it is a fundamental right of all individuals involved with World 
Rowing, whether they are an athlete, staff, or a volunteer, to be able to participate in a 
non violent, safe and respectful environment.  

1.2 In that spirit, World Rowing acknowledges its duty of care in this regard and is committed 
to creating and supporting an environment and a culture free from harassment and abuse. 
The welfare of all individuals involved with World Rowing is paramount. Behaviour and 
actions that constitute harassment and abuse will not be tolerated.  

1.3 All forms of harassment and abuse constitute a violation of the World Rowing Code of 
Ethics and the International Olympic Committee (IOC) Code of Ethics.  

1.4 World Rowing Member Federations, volunteers and staff are bound by the principles of 
this Policy and are deemed to have agreed to comply with this Policy. 

附則 S11b 
競漕会参加者をハラスメントや虐待から守るために 
第 1 章: ワールドローイングの方針 -競漕会参加者をハラスメントや虐待から守るために 
1.ポリシーステートメント 

1.1 ワールドローイングは、アスリート、スタッフ、ボランティアを問わず、ワールドローイングに関わるす
べての人が、暴力的でなく、安全で、尊敬に満ちた環境で参加できることが基本的な権利である
と考えている。 

1.2 この精神に基づき、ワールドローイングは、この点に関する注意義務を認識し、ハラスメ
ントや虐待のない環境や文化を作り、支援することを約束する。ワールドローイングに関
わるすべての個人の福祉は最優先である。ハラスメントや虐待となるような行動や行為
は許されない。 

1.3 あらゆる形態のハラスメントと虐待は、ワールドローイング倫理規定と IOC の倫理規定に
違反する。 

1.4 ワールドローイングの加盟国協会、ボランティア、スタッフは、このポリシーの原則に拘束
され、このポリシーを遵守することに同意したものとみなされる。 

2. Definition of Harassment and Abuse 
2.1 World Rowing has adopted the definitions of harassment and abuse as set out in the IOC 

Consensus Statement 2016 (www.olympic.org/athlete365/library/safe-sport/ ): 

“Harassment and abuse can be expressed in five forms which may occur in combination 

or in isolation. These include i) psychological abuse, ii) physical abuse, iii) sexual 
harassment, iv) sexual abuse, and v) neglect.  
These forms of abuse are defined here as:  

2. ハラスメント・虐待の定義 
2.1 ワ ー ル ド ロ ー イ ン グ は 、 2016 年  IOC の コ ン セ ン サ ス ス テ ー ト メ ン ト

（ www.olympic.org/athlete365/library/safe-sport/ ）に記載されているハラスメントと虐待の定義を
採用している。  

"ハラスメントや虐待は、5 つの形態で表現され、それらは複合的にも単独でも発生する。これには、i) 
心理的虐待、ii) 身体的虐待、iii) セクシャルハラスメント、iv) 性的虐待、v) 無視、が含まれる  

これらの虐待の形態は、ここでは以下のように定義する。 
Psychological abuse – means any unwelcome act including confinement, isolation, 
verbal assault, humiliation, intimidation, infantilization, or any other treatment which may 
diminish the sense of identity, dignity, and self-worth.  

心理的虐待：監禁、隔離、暴言、屈辱、脅迫、子ども扱い、その他アイデンティティ、尊
厳、自己価値の感覚を低下させるような扱いを含む好ましくない行為を意味する。 

Physical abuse – means any deliberate and unwelcome act – such as for example 
punching, beating, kicking, biting and burning – that causes physical trauma or injury. Such 
act can also consist of forced or inappropriate physical activity (e.g., age-, or physique-
inappropriate training loads; when injured or in pain), forced alcohol consumption, or 
forced doping practices.  

身体的虐待：殴る、叩く、蹴る、噛む、燃やすなど、身体に外傷や損傷を与える意図的
で好ましくない行為を指す。このような行為には、強制的または不適切な身体活動（例：
年齢や体格に合っていないトレーニング負荷、怪我や痛みがある場合）、強制的な飲
酒、強制的なドーピング行為などでも含まれる。 

Sexual harassment – any unwanted and unwelcome conduct of a sexual nature, 
whether verbal, non-verbal or physical. Sexual harassment can take the form of sexual 
abuse.  

セクシャルハラスメント：口頭、口頭でない、身体的なものを問わず、性的な性質をもつ望ましくな
く、好ましくない行為のことである。セクシャルハラスメントは、性的虐待の形態をとることもある。 

Sexual abuse – any conduct of a sexual nature, whether non-contact, contact or 
penetrative, where consent is coerced/manipulated or is not or cannot be given.  

性的虐待：同意が強要されたり、操作されたり、同意が得られなかったり、得ることが不
可能な状況で、非接触、接触、侵入を問わず、性的な性質をもつ行為をいう。 

Neglect – within the meaning of this document means the failure of a coach or another 
person with a duty of care towards the athlete to provide a minimum level of care to the 
athlete, which is causing harm, allowing harm to be caused, or creating an imminent 
danger of harm.  
Harassment and abuse can be based on any grounds including race, religion, colour, 
creed, ethnic origin, physical attributes, gender, sexual orientation, age disability, socio-
economic status and athletic ability. It can include a one-off incident or a series of incidents. 
It may be in person or online (or by other means). 

無視：本文書の意味においては、コーチ、または競技者に対して注意義務を負う他の者が、競技
者に対して最低限の注意を払わないことであり、それによって危害が生じたり、危害が生じるのを
許容したり、あるいは危害の差し迫った危険が生じたりすることを意味する  
ハラスメントや虐待は、人種、宗教、肌の色、信条、民族的出身、身体的属性、性別、性的指
向、年齢、障害、社会経済的地位、運動能力など、あらゆる理由に基づいて行われる。また、1
回限りの出来事である場合もあれば、一連の出来事である場合もある。さらに、個人的に行われ
る場合もあれば、オンライン（または他の手段）で行われる場合もある。 
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Harassment may be deliberate, unsolicited and coercive.  
Harassment and abuse often result from an abuse of authority, meaning the 
improper use of a position of influence, power or authority by an individual 
against another person.  
The IOC Consensus Statement 2008, considers that harassment and abuse are 
on a continuum; and therefore, should not be separated.”  

2.2 There are a further five types of abuse. Further information can be found here: 
https://www.virtual-college.co.uk/resources/2018/04/ten-types-of-abuse-you-should-be-aware-of  

ハラスメントには、意図的なもの、要求されないもの、強制的なものがある  
ハラスメントや虐待は、権限の乱用から生じることが多い。これは、個人が影響力、権力、権限を
持つ立場を、他の人に対して不適切に利用することを意味する  
2008 年 IOC コンセンサスステートメントでは、ハラスメントと虐待は連続したものであり、したがっ
て、分離すべきではないとしている 。 

2.2 虐待には、さらに 5 つのタイプがある。さらに詳しい情報は次の website で見るかことができる： 
https://www.virtual-college.co.uk/resources/2018/04/ten-types-of-abuse-you-should-be-aware-
of 

3. Purpose of the Policy 
The World Rowing Policy on Safeguarding Participants in Rowing from Harassment and Abuse 
aims to: 

3.1 Provide a framework for promoting the prevention of harassment and abuse  
3.2 Raise awareness of, and provide clarity on, what constitutes harassment and abuse  
3.3 Outline the process for reporting incidents and case management of harassment and 

abuse 
Thereby promoting a safe environment for all involved in the sport of rowing. 

3. 本方針の目的 
「競漕会参加者をハラスメントと虐待から守るワールドローイングの方針」は以下を目的とする。 

3.1 ハラスメントと虐待の防止を促進するための枠組みを提供すること 
3.2 ハラスメントや虐待を構成するものについての認識を高め、明確にすること 
3.3 ハラスメントや虐待の事例を報告するためのプロセスを説明し、ローイング競技に関わ

るすべての人に安全な環境を提供すること 

4. Scope of the Policy 
4.1 This Policy applies to all individuals involved with World Rowing, namely “any 

party that deals with World Rowing, is a member of World Rowing or shares in 
its activities” (see Art.56), including:  
a. Athletes  
b. Coaches, medical personnel and athlete entourage  
c. World Rowing Staff & Consultants  
d. World Rowing Council & Commission members  
e. All persons participating in World Rowing activities including all accredited persons at 

a World Rowing sanctioned event, representatives of Member Federations, 
recognised Continental Rowing Confederations, recognised Member Groupings, 
Organising Committees for World Rowing events, subcontractors and volunteers. 

4.2 In applying the policy, World Rowing recognises that some athletes or 
individuals may have particular vulnerabilities, such as juniors, para athletes, 
minorities.  

4.3 The above individuals shall be referred to as ‘Participants’. 

4. 本方針の対象範囲 
4.1 このポリシーは、ワールドローイングに関わるすべての個人、すなわち「ワールドローイン

グと取引する者、ワールドローイングのメンバーである者、またはその活動を共有する
者」（定款第 56 項参照）に適用され、以下を含む。 

a.アスリート 
b.コーチ、医療関係者、競技者を支える者 
c. ワールドローイングのスタッフとコンサルタント 
d. ワールドローイングの理事会および委員会のメンバー 
e. ワールドローイングの活動に参加するすべての者。これには、ワールドローイング公認大会に

おけるすべての承認された者、加盟国協会の代表者、承認された大陸ローイング連盟、承
認されたメンバーグルーピング、ワールドローイングによる競漕会の組織委員会、下請業者、
ボランティアが含まれる。 

4.2 方針を適用するにあたり、ワールドローイングは、ジュニア、パラアスリート、マイノリティなど、一部

のアスリートや個人が特定の脆弱性を持つ可能性があることを認識している。 
4.3 上記の個人を「参加者」と呼ぶ。 

5. Roles and Responsibilities 
5.1 World Rowing is responsible for:  

a. Implementing this Policy.  
b. Raising awareness of this Policy and the procedure for reporting an incident of harassment and 

abuse, across all Participants of World Rowing activities.  
c. Ensuring that reports of harassment and abuse that are brought to its attention are managed in a 

timely manner, fairly and responsibly.  
d. Providing appropriate support to concerned Participants of an alleged incident of harassment or 

abuse.  
e. Imposing appropriate disciplinary or corrective measures when there has been a violation of this 

Policy.  
f. Ensuring that there is a safeguarding plan and reporting procedure in place at all World Rowing 

events.  
g. Providing and raising awareness of suitable educational resources and training opportunities for 

Participants.  
h. Updating the Policy and related procedures from time to time. 

5. 役割と責任 
5.1 ワールドローイングの責任は以下の通り。 

a.本方針を実行すること。 
b. ワールドローイングの活動に参加するすべての人に、本方針と、ハラスメントや虐待の事件を報

告するための手順について、認識を高めること。 
c.注意喚起されたハラスメントや虐待の報告が、タイムリーに、公正かつ責任を持って管理される

ことを保証すること。 
d.ハラスメントや虐待の疑いのある事件の関係者に適切なサポートを提供すること。 
e.本方針への違反があった場合、適切な懲戒処分または是正措置を講じること。 
f. ワールドローイングのすべての大会で、保護計画と報告手順が実施されていることを確約する

こと。 
g.参加者に適切な教育資源やトレーニングの機会を提供し、認識を高めること。 
h.ポリシーと関連手順を随時更新すること。 
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5.2 Member Federations are responsible for:  
a. Defining and implementing their own policies and procedures to protect their athletes, 

staff and volunteers from harassment and abuse, adapted to their own national legal 
framework and consistent with the World Rowing Policy. It is recommended to use the 
IOC Safeguarding Toolkit referenced in section 7 of this Policy when developing local 
national policies and procedures.  

b. Managing reports of alleged incidents of harassment and abuse relating to persons 
that are members of their national federation, through their regional bodies or clubs, 
including athletes, staff and volunteers.  

c. Ensuring all Participants representing their federation in a World Rowing activity, are 
aware of and understand the World Rowing Policy on Safeguarding Participants in 
Rowing from Harassment and Abuse.  

d. Advising World Rowing of any formal disciplinary sanctions relating to 
harassment and abuse imposed by the Member Federation, and of any 
suspensions where the individual may present a risk to World Rowing 
Participants at that time or in the future. 

5.3 Participants are responsible for:  
a. Taking action to safeguard others against harassment and abuse in rowing 

and for taking immediate action once it has been identified, whether or not a 
complaint has been made.  

b. Reporting their concerns to the Safeguarding Officer or appropriate Designated 
Person where they have reason to believe that another Participant has experienced or 
is experiencing harassment and abuse. Information should be shared on a ‘needs to 
know’ basis only. The person making a report should keep a confidential note of the 
information they have passed on and to whom.  

c. Advising World Rowing of any formal disciplinary sanctions relating to 
harassment and abuse that they have received. 

5.2 加盟国協会は以下の責任を負うものとする。 
a. アスリート、スタッフ、ボランティアをハラスメントや虐待から保護するために、自国の

法的枠組みに合わせ、かつワールドローイングの本方針に沿った独自の方針や手続
きを定義し、実施すること。各国の方針や手続きを作成する際には、本方針の第 7
節で言及されている IOC セーフガードツールキットを使用することを推奨する。 

b. アスリート、スタッフ、ボランティアを含む、加盟国協会のメンバーである人に関連す
るハラスメントや虐待の嫌疑がある事件の報告を、地域の団体やクラブを通じ管理
すること。 

c. 加盟国協会を代表してワールドローイングの活動に参加するすべての参加者が、
「競漕会参加者をハラスメントや虐待から守るためのワールドローイングの方針」を認
識し、理解するようにすること。 

d. 加盟国協会が課したハラスメントや虐待に関する正式な懲戒処分や、その個人がそ
の時点または将来的にワールドローイングの参加者にリスクを与える可能性がある場
合の停職処分について、ワールドローイングに通知すること。 

5.3 参加者は以下の点に責任を負う。 
a. ローイングにおけるハラスメントや虐待から他者を守るための行動をとり、告訴の有無

にかかわらず、ハラスメントや虐待が確認された場合には直ちに行動を起こすこと。 
b. 他の参加者がハラスメントや虐待を経験した、または経験していると信じるに足る理

由がある場合、その懸念を保護責任者または適切な指定者に報告すること。情報
は「知る必要がある」場合にのみ共有されるべきである。報告者は、誰にどのような
情報を伝えたかを秘密裏に記録しなければならない。 

c.自分が受けたハラスメントや虐待に関する正式な懲戒処分をワールドローイングに通
知すること。 

6. Reporting, Investigation and Disciplinary Procedures 
The procedures relating to this Policy are outlined in the annexed ‘World Rowing 
Procedures - Safeguarding Participants in Rowing from Harassment and Abuse’. 

6. 報告、調査、懲戒手続き 
本方針に関連する手続きは、付属の「ワールドローイングの手続き- ローイング競技参加者を
ハラスメントや虐待から守るために」に概説している。 

7. Educational & Related Resources 
7.1 The IOC Safeguarding Toolkit has been created to assist the Olympic Movement to develop and 

implement athlete-safeguarding policies and procedures 
(www.olympic.org/athlete365/safeguarding/ ).  

7.2 To complement the toolkit and ensure that athletes, their entourage and other individuals understand 
the core components of this sensitive topic, the IOC Athlete Safeguarding e-learning course has been 
developed and launched on the IOC Athlete Learning Gateway and is free and accessible to all. 
(http://onlinecourse.olympic.org/course/baseview.php?id=39). 

7.3 Additional resources:  
a. World Rowing Code of Ethics  
b. IOC Code of Ethics  
c. IOC Consensus Statement 2016: Harassment and Abuse in Sport  
d. United Nations Convention on the Rights of the Child  
e. International Safeguarding Children in Sport guidelines (with resources available in several 

languages)  
f. The Council of Europe: Article 1. (ii) of the European Sports Charter (version dated 2001) 

7. 教育・関連資料 
7.1IOC セーフガードツールキットは、オリンピックムーブメントがアスリートを保護するための方針と手続きを策定し、

実施することを支援するために作成された（www.olympic.org/athlete365/ safeguarding/）。 
7.2 ツールキットを補完し、アスリートやアスリートを支援する人々、その他の人々がこの繊細な話題の中核となる

要素を確実に理解するために、IOC によるアスリートの保護に関する e ラーニングコースが開発され、IOC アス
リート学習ゲートウェイで公開されており、誰でも無料でアクセスできる。
(http://onlinecourse.olympic.org/course/baseview.php?id=39) 

7.3 その他のリソース 
a.ワールドローイング倫理規程 
b.IOC 倫理規程 
c.2016 年 IOC コンセンサスステートメント - スポーツにおけるハラスメントと虐待 
d.国際連合による児童の権利に関する条約 
e.スポーツにおける子どもの保護に関する国際的なガイドライン（数カ国語の資料あり） 
f.欧州評議会：.欧州スポーツ憲章(2001 年版) 第 1 条(ii) 
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g. UNESCO: Article 10.1 of the Revised International Charter of Physical Education, 
Physical Activity and Sport (version dated 2015)  

h. UN Declaration of Human Rights  
i. Safe Sport International 

g.ユネスコ：改訂体育・身体活動・スポーツ国際憲章（2015 年版）の第 10 条 1 項 

h.国連人権宣言 
i.セーフスポーツインターナショナル 

8. Glossary 
Abuse – Abuse is defined as any action that intentionally harms or injures another 
person. Abuse is sometimes also referred to as non-accidental violence. 

8. 用語集 
虐待 -虐待とは、意図的に他人を傷つけたり負傷させたりする行為と定義する。虐待は、非
偶発的な暴力と呼ばれることもある。 

Child – The United Nations Convention on the Rights of the Child defines child as “a human 
being below the age of 18 years unless under the law applicable to the child, majority is attained 
earlier”. Early childhood relates to those below 8 years of age. Juvenile or young person and 
adolescents are 10–19 years of age. 

子ども -児童の権利に関する国連条約では、子どもを「その子どもに適用される法律の下で、より早く成
年に達する場合を除き、18 歳未満の人間」と定義している。幼児とは、8 歳未満の者を指す。青少年
は、10 歳から 19 歳までを指す。 

Child Protection – UNICEF uses the term ‘child protection’ to refer to preventing and responding to 
violence, exploitation and abuse against children. Article 19 of the UN Convention on the Rights of the Child 
provides for the protection of children in and out of the home. 

子どもの保護-ユニセフでは、子どもに対する暴力、搾取、虐待を防止し、対応することを「子どもの保護」と呼んでい
る。児童の権利に関する国連条約第 19 条では、家庭内および家庭外における子どもの保護について規定している。 

Designated Person – A Designated Person is an appropriately trained person who oversees 
safeguarding responsibilities at a World Rowing event and reports to the Safeguarding Officer. 

指定者 –指定者とは、適切な訓練を受けた者で、ワールドローイングの大会における保護責任を監督
し、保護責任者に報告する者。 

Safeguarding – Safeguarding is the action that is taken to promote the welfare of vulnerable 
adults or children and protect them from harm, including protecting them from harassment and 
abuse. 

セーフガード- セーフガードとは、ハラスメントや虐待からの保護を含め、弱い立場にある大人
や子供の福祉を促進し、危害から保護するために取られる行動のこと。 

Safeguarding Officer – The Safeguarding Officer is the principal person in the organisation who receives 
reports concerning the welfare of Participants, who coordinates the management of the reports and 
responds to queries in relation to this Policy. 

保護責任者-保護責任者は、参加者の福祉に関する報告を受け、報告の管理を調整し、本
方針に関連した問い合わせに対応する組織内の主要人物である。 
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PART II: World Rowing Procedures - Safeguarding Participants in Rowing from 

Harassment and Abuse 
The following Procedures relate to the World Rowing Policy on Safeguarding Participants in Rowing from 
Harassment and Abuse (hereafter referred to as the ‘Policy’) and are intended to provide guidance on how 
reports of incidents of Harassment or Abuse shall be managed by World Rowing. 

第 2 章: ワールドローイング手続き ローイング競技参加者をハラスメントや虐待から守るために 
以下の手続きは、「競漕会参加者をハラスメントと虐待から守るワールドローイングの方針」（以下、「方
針」という）に関連しており、ハラスメントや虐待の事例の報告をワールドローイングがどのように管理する
かについてのガイダンスを提供することを目的としている。 

1. Reporting Procedure 
1.1 Anyone who has a concern about a possible incident of Harassment or Abuse that relates to World 

Rowing activities should report it. Individuals are encouraged to submit a report through the correct 
channels as outlined below (see 1b). Directly affected individuals as well as third-party individuals 
who have witnessed a possible incident of Harassment or Abuse can report the incident.  

1.2 Any person who reports a possible incident of harassment or abuse in good faith shall 
not be subject to reprisal because of submitting a report; their identity shall be treated 
confidentially. These protections shall not apply to a person intentionally making false 
accusations.  

1.3 At World Rowing, the Safeguarding Officer (SGO) shall be the person responsible for 
managing and coordinating reports received under these Procedures. 

1.4 When to report  
a. All possible incidents of Harassment or Abuse should be reported as soon as possible;  
b. If the directly affected individual is under 18 years of age there is a duty to report; 

1. 報告手順 
1.1 ワールドローイングの活動に関連したハラスメントや虐待の可能性について懸念を持った者は、そ

れを報告するべきである。個人は、以下に説明されている正しい手段で報告を行うことが推奨さ
れる（1b 参照）。直接的な影響を受けた者や、ハラスメントや虐待の可能性のある出来事を目
撃した第三者も、その出来事を報告することができる。 

1.2 ハラスメントや虐待の可能性のある出来事を善意で報告した者は、報告をしたことで報復を受け
ることはなく、その身元は秘密裏に取り扱われるものとする。これらの保護は、故意に虚偽の告
発を行った者には適用されないものとする。 

1.3 ワールドローイングでは、保護責任者(SGO)が、本手順に基づいて受け取った報告書を管理・調
整する責任者となる。 

1.4 報告のタイミング 
a.ハラスメントや虐待の可能性のあるすべての出来事は、できるだけ早く報告されるべきである。 
b.直接影響を受ける者が 18 歳未満の場合は、報告義務がある。 
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c. If the directly affected individual is 18 years or over, their consent should be 
obtained to pass on information, however in some cases information may still 
be passed on, for example, if they are at risk of imminent harm or if not acting 
may harm someone else, or if there is a concern that a criminal act may have 
taken place. 

1.5 How to submit a report: Reports can be submitted to World Rowing as follows:  
a. Using the template form (Appendix i); 
b. By email (safeguarding@worldrowing.com);  
c. In person to the Safeguarding Officer or a Designated Person. 

1.6 What to include in the report (see template form in Appendix i):  
a. For the directly affected individual, include the name, date of birth/ age, gender, 

position or role (e.g. athlete, volunteer), contact details, country of base. Include any 
other additional information as relevant, e.g., if the person concerned has any 
disability, impairment or other special needs;  

b. If the report is being submitted by a third party, include the name and contact details 
of the person raising the concern;  

c. A clear, concise and factual description of the alleged incident(s), including date(s)/ 
time(s) and location(s) when the incident(s) took place, the name of any persons 
alleged to have been involved in or causing the incident and their contact details; 

d. The person reporting the incident to World Rowing should keep a copy of what has 
been reported in a secure place. 

1.7 What will happen once the incident has been reported:  
a. All reports shall be sent to the SGO;  
b. The SGO shall take steps to ensure that the directly affected individual receives 

appropriate support;  
c. Where appropriate and in the case of potential criminal offences, the relevant public 

authorities shall be informed; 
d. In some cases, a provisional suspension may be imposed as a neutral act to protect 

all parties. Such a decision shall be taken by the World Rowing Executive Director in 
consultation with the SGO; 

e. Confirmation of receipt of the report shall be promptly sent to the person submitting 
the report with information about next steps; 

f. The SGO shall record receipt of the report internally and file it securely;  
g. The report shall be assessed in accordance with these Procedures to determine the 

appropriate action. 

c. 直接的な影響を受ける個人が18歳以上の場合、情報の提供には本人の同意が必
要だが、差し迫った危害の危険がある場合や、行動しなければ他の人に危害がおよ
ぶ可能性がある場合、犯罪行為が行われた可能性が懸念される場合など、場合に
よっては情報を提供することもある。 

1.5 報告書の提出：報告書は以下の方法でワールドローイングに提出することができる。 
a.テンプレートフォーム（附則 i）を使用する。 
b.E メール（safeguarding@worldrowing.com） 
c.直接、保護責任者または指定者に報告する。 

1.6 報告書に記載する内容（附則 i のテンプレートフォーム参照）。 
a.直接的な影響を受ける個人については、氏名、生年月日／年齢、性別、役職または役割

（例：アスリート、ボランティア）、連絡先、拠点の国を記載する。関連するその他の追加情報
（例：関係者が何らかの障がいを持っている場合、またはその他の特別なニーズがある場
合）を含めること。 

b.第三者が報告書を提出する場合は、懸念を表明した者の名前と連絡先を記載する。 
c.事件が発生した日時と場所、事件に関与した、または事件を引き起こしたとされる人物の名

前とその連絡先を含む、疑惑の事件についての明確かつ簡潔な事実関係の説明。 
d.ワールドローイングに事件を報告した者は、報告された内容のコピーを安全な場所に保管する

こと。 

1.7 事件が報告された後に起こること。 
a.すべての報告書は、SGO に送付する。 
b.SGOは、直接影響を受けた個人が適切な支援を受けられるような措置を講じるもの

とする。 
c.必要に応じて、また、犯罪の可能性がある場合には、関連する公的機関に報告する。 
d.場合によっては、すべての当事者を保護するための中立的な行為として、暫定的資格停止

処分が課されることもある。そのような決定は、SGO と協議の上、ワールドローイング専務理
事が行うものとする。 

e.報告書の受領確認は、次のステップに関する情報とともに、報告書を提出した者に速やかに
送付する。 

f. SGO は、報告書の受領を機構内で記録し、安全に保管する。 
g. 報告書は、適切な処置を決定するために、本手順に従って評価される。 

2. Confidentiality 
2.1 Any information pertaining to an alleged incident of Harassment and Abuse shall be regarded as 

confidential and shall be shared on a strictly ‘needs to know’ basis. In particular, reports shall be 
treated confidentially and information (including name, date of birth, address of the concerned 
person or third party) shall not be disclosed, except, for example, if prior consent is given by that 
individual; if disclosure is necessary to protect someone from harm; or if a potential criminal act 
comes to the attention of World Rowing. 

2.2 However, those receiving a disclosure from a Child or regarding an incident in which the 
victim may be a Child should inform the Child that they have a duty to share information 
with appropriate persons to ensure that action is taken where abuse may have occurred.  

2.3 In cases where a Child is involved, in any capacity, it is important that the best interests 
of the Child are of primary consideration throughout the case management process. 

2. 守秘義務 
2.1 ハラスメントや虐待の疑いに関する情報は、機密情報とみなされ、厳密に「知る必要がある」場合

にのみ共有される。特に、報告は機密として扱われ、情報（関係者または第三者の氏名、生年
月日、住所を含む）は、本人の事前の同意がある場合、誰かを危害から守るために開示が必要
な場合、または犯罪行為の可能性がワールドローイングの知るところとなる場合などを除き、開
示されないものとする。 

2.2 しかしながら、児童からの情報提供を受けた者、あるいは被害者が児童である可能性がある事件
に関する情報提供を受けた者は、虐待が発生した可能性がある場合には、行動が取られるよう
に適切な者と情報を共有する義務があることを児童に知らせるべきである。 

2.3 どのような立場であれ、子どもが関与している事案では、事実管理のプロセスにおいて、子どもの
最善の利益を第一に考慮することが重要である。 

  



84 

3. Jurisdiction 
3.1 The SGO shall review the report and determine whether the matter relates to a Participant 

under World Rowing’s jurisdiction (as defined in paragraph 4 of the Policy). A Case 
Management Panel (CMP) may be convened to provide support in the identification of 
jurisdiction.  

3.2 The SGO, with the CMP, may recommend one the following actions:  
a. If the report is considered to relate to a criminal offence, it shall be referred to the 

Police and relevant authorities;  
b. If the report is considered to be outside World Rowing’s jurisdiction, it shall be referred 

to the appropriate person or organisation, e.g., a Member Federation; 
c. If the report is considered to be within World Rowing’s jurisdiction, the CMP, with the 

SGO, shall carry out an assessment (see paragraph 4 below).  
3.3 For all cases reported to World Rowing, regardless of jurisdiction, the SGO shall keep a 

record of the status of the reports to ensure appropriate follow-up and shall keep the 
directly affected individual(s) and/or third party informed on next steps. 

3. 裁判管轄 

3.1 SGO は報告書を検討し、その問題がワールドローイングの管轄下にある（方針第 4 項
に定義されている）参加者に関連するかどうかを判断する。管轄権の特定をサポートす
るために、ケースマネジメント諮問委員会（CMP）が召集されることがある。 

3.2 SGO は、CMP とともに、以下のいずれかの措置を勧告することができる。 
a.報告が犯罪に関連すると考えられる場合は、警察および関連当局に通報する。 
b.報告がワールドローイングの管轄外であると考えられる場合には、適切な個人または組織、例

えば加盟国協会に通知されるものとする。 
c.報告書がワールドローイングの管轄内であると考えられる場合、CMP は SGO とともに評価を実

施する（下記第 4 項参照）。 

3.3 管轄権に関係なくワールドローイングに報告されたすべての事案について、SGO は適切
なフォローアップを確実にするために報告の状況を記録し、直接影響を受けた個人お
よび/または第三者に次のステップを知らせるものとする。 

4. Assessment 
4.1 For reports that are considered to be within World Rowing’s jurisdiction, the CMP, with 

the SGO, shall make an initial assessment of the incident. This assessment is to 
determine the nature of the concern and whether a violation of the Policy may have 
occurred. 

4.2 The CMP may take the following actions:  
a. Refer the report to the Police and relevant authorities, if the assessment indicates an alleged 

incident of Harassment or Abuse and is deemed to relate to a criminal offence; 
b. Recommend to the Executive Director the imposition of a provisional suspension, if there is a 

risk of imminent or further harm or as a neutral act to protect both parties;  
c. Appoint an investigator to carry out an investigation and produce a detailed report (see 

paragraph 5 below);  
d. Close the report, if an incident of Harassment or Abuse is not indicated. Where there are 

outstanding issues that may relate to transgressions of World Rowing rules, e.g., other ethics 
related issues, the case may be passed to the appropriate body.  

4.3 N.B. Consideration shall be given as to the appropriate time to inform the accused person 
and to advise them of the procedures that are being followed. World Rowing (including 
the CMP and the SGO) shall provide fair procedures and shall respect the fundamental 
rights of the accused person. 

4. 評価 
4.1 ワールドローイングの管轄内であると考えられる報告については、CMP は SGO とともに、その事件

の初期評価を行うものとする。この評価は、懸念事項の性質および本方針に対する違反が発生
したか否かを判断するためのものである。 

4.2 CMP は以下の措置を取ることができる。 
a.評価の結果、ハラスメントや虐待の疑いがあり、犯罪に関連すると考えられる場合は、警察お

よび関連当局に報告書を提出する。 
b.差し迫った、あるいはさらなる被害のリスクがある場合、あるいは両当事者を保護するための

中立的な行為として、暫定的資格停止処分を行うことを専務理事に勧告する。 
c.調査を実施し、詳細な報告書を作成するために調査員を任命する（以下の第 5 項を参照）。 
d.ハラスメントや虐待の事実がない場合は、報告を完了する。ワールドローイングの違反に関連

する可能性のある未解決の問題（例えば、その他の倫理関連の問題）がある場合、その案
件は適切な機関に送致されることがある。 

4.3 注：告発された者に通知したり、実施されている手続きを勧告するための適切な時期について、
十分に配慮するものとする。ワールドローイング（CMP および SGO を含む）は、公正な手続きを提
供し、告発された者の基本的な権利を尊重するものとする。 

5. Investigation 
5.1 The CMP shall be responsible for carrying out an investigation of the reported 

incident and the preparation of a detailed report of the findings of the 
investigation. The CMP may appoint an investigator, who may be independent of 
World Rowing, to perform this task, in accordance with these Procedures and to an 
agreed timeline.  

5.2 The investigation may involve requesting information from relevant individuals and 
organisations and may require oral or written statements from the relevant parties.  

5.3 The detailed report of the findings shall include all necessary evidence for consideration 
by the CMP. The CMP, on the basis of the report, may determine that: 
a. There has been a possible violation of the Policy (the Policy is integral to the World 

Rowing Code of Ethics) and shall recommend to the Executive Director that an Ethics 
Panel be convened (see paragraph 6 below). The detailed report of the investigation 
shall be made available to the Ethics Panel; or 

5. 調査 
5.1 CMP は、報告された事件の調査を実施し、その調査結果の詳細な報告書を作成する

責任を負うものとする。CMP は、本手続きに従い、合意された期限内にこの任務を遂
行するために、ワールドローイングとは独立した調査者を任命することができるものとす
る。 

5.2 調査では、関連する個人や組織に情報を要求したり、関係者の口頭または書面による
証言を求めたりすることがある。 

5.3 調査結果の詳細な報告書には、CMP の検討に必要なすべての証拠が含まれるものと
する。CMP は、その報告書に基づき、以下の事項を決定することができる。 

a.方針（この方針はワールドローイング倫理規程と一体となっている）に違反した可能性があり、
倫理諮問委員会の召集を事務局長に勧告するものとする（下記第 6 項参照）。調査の詳細
な報告書は、倫理諮問委員会に提供されなければならない。 
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b. Further investigations are required; or c. Instructions, advice or guidance is 
provided to the relevant parties; and/or  

d. No further action is required; the case is closed.  
5.4 Where a report has been submitted to the Police or relevant authorities on the 

grounds of a suspected criminal offence, World Rowing shall work with the 
Police and/or that authority and take advice on how to proceed. The CMP may 
delay investigations until the matter has been referred back from the Police or 
other authorities. 

6. Judicial Process 
At the current time, possible violations of the Policy are covered by the World Rowing 
Code of Ethics (Bye-Law to Art. 58; World Rowing Rule Book, Appendix S11). 
Paragraph 9.4 of the World Rowing Code of Ethics states that “alleged violations of 
the Code…may be assessed and decided upon by an Ethics Panel”. Paragraph 10.1 
of the World Rowing Code of Ethics states that the Ethics Panel shall apply the 
following principles in reaching a decision:  

“… shall provide due process to all parties involved and shall respect their fundamental 

rights.  
They recognise in particular: That a person who may have a conflict of interest shall not be 
a member of the decision-making body; The right of the person charged to know the charge 
and to examine their file; The right to know the penalties which might be imposed; The right 
to be heard, to present a defence, to produce evidence and to be assisted by counsel.” 
(Art.63, World Rowing Rule Book) 

b.さらなる調査が必要、または 
c.関係者への指示、アドバイス、ガイダンスの提供、および/または 
d.それ以上のアクションは必要なく、事案は終結される。 

5.4 刑事犯罪の疑いがあるという理由で警察または関連当局に報告書が提出された場
合、ワールドローイングは、警察および/またはその当局と協力し、今後の進め方につ
いて助言を受けるものとする。CMP は、問題が警察または他の当局から照会されるま
で調査を遅らせることができる。 

6. 司法手続き 
現時点では、本方針に違反する可能性のある行為は、ワールドローイング倫理規程 (定款第
58 項（細則）、規則附則 S11)によってカバーされている。ワールドローイング倫理規程の 9.4
には、「本規定の違反の疑いは、倫理委員会によって評価され、決定されることがある」と規
定されている。ワールドローイング倫理規程 10.1 では、倫理諮問委員会が決定を下す際に
以下の原則を適用するとしている。 

「すべての関係者に適正な手続きを提供し、その基本的な権利を尊重しなければならない。特に次
のことを認識している。 
利益相反の可能性がある者は、意思決定機関のメンバーであってはならないこと。 
起訴された者には、起訴内容を知り、自分のファイルを調べる権利があること 
課される可能性のある罰則を知る権利があること。 
審問を受ける権利、弁護を行う権利、証拠を提出する権利、弁護人の援助を受ける権利があるこ
と」(ワールドローイング定款第 63 項) 

7. Sanctions 
7.1 Where it is determined that a violation of the Policy has occurred, the Ethics Panel may 

impose sanctions, in accordance with paragraph 10.3 of the World Rowing Code of 
Ethics.  

7.2 The sanction imposed shall take into account the risk of repeated offence/harm; the 
offender’s assistance, remorse and cooperation during the process, and any other 
mitigating factors, may also be taken into account. The standard of proof shall be 
whether the CMP has established a violation of the Policy to the comfortable satisfaction 
of the Ethics Panel. This standard of proof is more than a balance of probabilities but 
less than proof beyond reasonable doubt.  

7.3 The sanction may include one or more of the following:  
a. Reprimand;  
b. Fine; 
c. Temporary suspension;  
d. Termination of contract;  
e. Permanent ban from World Rowing competitions and events;  

f. Any other sanction considered appropriate in the circumstances. 
The Ethics Panel may also require the offender to make a written or verbal apology and/or 
to undergo training or supervision.  
7.4 Communication of sanctions 

Once a decision reached on any Safeguarding violation has become final, for example 
because there has been no appeal within the time-limit or because the appeal body has 
confirmed the decision, World Rowing will notify its Member Federations and any other 
organisations on a need to-know basis e.g. IOC, IPC, of any sanction 

7. 処罰 
7.1 方針の違反があったと判断された場合、倫理諮問委員会はワールドローイング倫理規

程 10.3 に従い、処罰を科すことができる。 
7.2 課される処罰は、違反／危害が繰り返されるリスクを考慮するものとし、手続き中の違反者の援

助、反省、協力、およびその他の緩和要因も考慮することができるものとする。証明の基準は、
CMP が倫理諮問委員会を「十分に満足させる形で本方針の違反を立証したか否か」による。こ
の立証基準は、「存在したか否か」という判断基準よりも厳しいものであるが、「合理的な疑いを
超えた」立証よりは緩和された基準である。 

7.3 処罰には、以下の 1 つ以上が含まれる。 
a. 譴責 
b. 罰金 
c. 一時的な停止 
d. 契約の終了 
e. ワールドローイングの競漕会や大会への永久追放。 
f. 状況に応じて適切と考えられるその他の制裁。 

倫理諮問委員会は、違反者に書面または口頭での謝罪、および／または研修や監視
を要求することもできる。 

7.4 処罰の伝達 
セーフガード違反に対する決定が最終的なものとなった場合、例えば、期限内に異議申立てが
なされなかった場合や、異議申立機関が決定を確認した場合などには、ワールドローイングはそ
の加盟国協会や、IOC や IPC などの知る必要のある他の組織に、あらゆる制裁措置を通知する。 
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World Rowing may publish the sanction and some or all of the details of any violation 
including the name and affiliations of any individual sanctioned, determining the 
appropriate level of disclosure, taking into account confidentiality and subject to 
consultation with the Ethics Panel.If, before a decision has become final, World Rowing, 
or the Ethics Panel, believe there is good reason or risk of irreparable harm, they may 
place a temporary suspension on an individual from participating in some or all rowing-
related activities, as a neutral act, to protect all parties. 

ワールドローイングは、機密性を考慮し、倫理諮問委員会との協議に従って、適切な開示レベル
を決定した上で、制裁と、制裁を受けた個人の名前と所属を含む違反の詳細の一部または全部
を公表することができる。 

決定が最終的なものになる前に、ワールドローイングまたは倫理諮問委員会が、正当な理由または
回復不能な損害のリスクがあると判断した場合、すべての当事者を保護するための中立的な行為と
して、個人に対して一部またはすべてのローイング関連の活動への参加を一時的に停止することが
できるものとする。 

8. Appeals 
In accordance with paragraph 10.8 of the World Rowing Code of Ethics, “any appeal against a 
decision of the Ethics Panel … may be made only to the Court of Arbitration for Sport under 
Arts. 65 or 66 of the World Rowing Statutes”. 

8. 上訴 
ワールドローイング倫理規程 10.8 によれば、「倫理諮問委員会の決定に対する不服申立て
は、定款第 65 項または第 66 項に基づいてスポーツ仲裁裁判所にのみ行うことができる」と
されている。 

9. Mutual Recognition  
9.1 Any decision reached by World Rowing pursuant to this Policy which has become final must be 

communicated to all National Rowing Federations, and recognised as well as respected by them.  
9.2 Where World Rowing is informed that a Participant has been:  

a. convicted by a Court of Justice of a criminal offence which would constitute a violation of this 
Policy; or  

b. held by his/her National Federation or any other competent sports governing body to which 
he/she is subject, to have committed a violation which would constitute a violation under this 
Safeguarding Policy; 

World Rowing shall recognise the applicable conviction/decision imposed, providing World Rowing is 
satisfied that fair procedures have been followed, in accordance with Art.63, paragraph 1 and that a 
violation which constitutes a violation under this Safeguarding Policy has been committed. 
9.3 Where appropriate, World Rowing reserves the right to open a separate disciplinary procedure 

against the Participant in relation to their World Rowing related activities. 
9.4 World Rowing shall communicate any decision relating to paragraphs 9.1 and 9.2, in accordance 

with paragraph 7.4. 

9. 相互の認識 
9.1 本方針に基づいてワールドローイングが下した最終的な決定は、すべての加盟国ボート協会に伝

えられ、それらの協会によって認識され、また尊重されなければならない。 
9.2 参加者が以下のような状況にあるとワールドローイングが知らされた場合。 

a.本方針の違反を構成するような犯罪行為で裁判所から有罪判決を受けた場合、または 
b.本人が所属する加盟国協会またはその他の権限あるスポーツ統括団体が、本方針の下で

違反を構成するような違反行為を行った場合 
ワールドローイングは、定款第 63 項 1 に従って公正な手続きが行われ、本方針の下で違反を構成
する違反が行われたことをワールドローイングが納得した場合、適用される有罪判決／決定を認める
ものとする。 
9.3 必要に応じて、ワールドローイングは、参加者のワールドローイング関連の活動に関し、参加者に

対して別の懲戒手続きを開始する権利を有する。 
9.4 ワールドローイングは、本方針 7.4 に従い、9.1 および 9.2 に関連する決定を伝達する。 

10. Glossary  
Abuse – Abuse is defined as any action that intentionally harms or injures another 
person. Abuse is sometimes also referred to as non-accidental violence. 

10.用語集 
虐待 - 虐待とは、意図的に他人を傷つけたり、負傷させたりする行為と定義される。虐待は、
非偶発的な暴力と呼ばれる。 

Safeguarding Advisory Group (SAG) – The SAG will be responsible for ensuring that allegations, 
incidents or referrals related to the safeguarding of children or athletes, or other individuals in rowing are 
dealt with fairly and equitably and within appropriate timescales. This includes ensuring that information 
disclosed regarding appropriateness of individuals to work in rowing is considered and decisions are taken 
on a consistent and equitable basis. The SAG will be comprised of individuals recognised for their integrity 
and covering a range of skills and competences, including safeguarding. The individuals will be appointed 
by the Executive Committee for a four-year term starting on 1 January in the year following the Olympic and 
Paralympic Games.  

セーフガードアドバイザーリーグループ (SAG) - SAG は、ローイング界の子どもやアスリート、
その他の個人の保護に関する申立て、事件、事件の送致が、公正かつ公平に、適切な時間
内に処理されることを保証する責任を負う。これには、ローイングで働く個人の適性に関して
開示された情報が検討され、一貫性と公平性に基づいて決定がなされることが含まれる。
SAG は、その誠実さが認められ、セーフガードを含む様々なスキルと能力を持つ個人で構成
される。オリンピック・パラリンピックの翌年 1 月 1 日から 4 年間の任期で常任理事会により任
命される。 

Safeguarding Case Management Panel (CMP) – A CMP of, usually, three persons will 
be convened from the members of the SAG for those cases that require oversight. The CMP is 
empowered to manage individual cases, including investigations and referrals to an Ethics 
Panel. The CMP will provide advice and support to the SGO as required. 

セーフガード事案管理委員会（CMP） - 監視が必要な事案については、SAG のメンバーから
通常 3 名の CMP が招集される。CMP には、調査や倫理諮問委員会への付託など、個々の
事案を管理する権限が与えられている。CMP は、必要に応じて SGO に助言と支援を提供す
る。 

Child – The United Nations Convention on the Rights of the Child defines child as “a 
human being below the age of 18 years unless under the law applicable to the child, 
majority is attained earlier”. Early childhood relates to those below 8 years of age. 
Juvenile or young person and adolescents are 10–19 years of age. 

子ども -児童の権利に関する国連条約では、子どもを「その子どもに適用される法律の下で、
より早く成年に達する場合を除き、18 歳未満の人間」と定義しています。幼児とは、8 歳未満
の者を指す。青少年は 10 歳から 19 歳までを指す。 
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Child Protection – UNICEF uses the term ‘child protection’ to refer to preventing and 
responding to violence, exploitation and abuse against children. Article 19 of the UN 
Convention on the Rights of the Child provides for the protection of children in and out 
of the home. 

子どもの保護-ユニセフでは、子どもに対する暴力、搾取、虐待を防止し、対応することを「子
どもの保護」と呼んでいる。児童の権利に関する国連条約第 19 条では、家庭内および家庭
外における子どもの保護を規定している。 

Designated Person – A Designated Person is an appropriately trained person in 
safeguarding issues who oversees safeguarding responsibilities at a World Rowing 
event and reports to the Safeguarding Officer. 

指定者 -指定者とは、ワールドローイングの大会における保護責任を監督し、保護責任者に
報告する、保護問題に関する適切な訓練を受けた個人のことである。 

Ethics Advisory Group – The World Rowing Ethics Advisory Group is a group of 
known individuals who are independent of World Rowing and who are recognised for 
their involvement in the world of sport, their experience and their integrity. The list of 
members of the Ethics Advisory Group is published on the World Rowing website. 

倫理アドバイザリーグループ - ワールドローイング倫理アドバイザリーグループは、ワールドロー
イングから独立しており、スポーツの世界への関与、経験、誠実さが認められた個人からなる
グループである。倫理アドバイザリーグループのメンバーのリストはワールドローイングのウェブ
サイトで公開されている。 

Ethics Panel – A World Rowing Ethics Panel is convened when it is determined that 
there has been a possible violation of the World Rowing Code of Ethics. The Ethics 
Panel shall assess and decide upon the case and shall make sanctions where 
necessary. The Ethics Panel comprises 3 individuals, including members of the Ethics 
Advisory Group. 

倫理諮問委員会 - ワールドローイング倫理諮問委員会は、ワールドローイング倫理規程の違
反の可能性があると判断された場合に召集される。倫理諮問委員会は、その案件を評価・
決定し、必要に応じて制裁を課す。倫理諮問委員会は、倫理アドバイザリーグループのメンバ
ーを含む 3 名で構成される。 

Harassment and Abuse – Harassment & Abuse can be expressed in five forms which 
may occur in combination or in isolation. These include i) psychological abuse, ii) 
physical abuse, iii) sexual harassment, iv) sexual abuse, and v) neglect. Harassment 
and abuse can be based on any grounds including race, religion, colour, creed, ethnic 
origin, physical attributes, gender, sexual orientation, age disability, socio-economic 
status and athletic ability. It can include a one-off incident or a series of incidents. It 
may be in person or online (or by other means). Harassment may be deliberate, 
unsolicited and coercive. Harassment and abuse often result from an abuse of 
authority, meaning the improper use of a position of influence, power or authority by 
an individual against another person. 

ハラスメントと虐待 - ハラスメントと虐待は、5 つの形態で表現され、それらは複合的に、また
は単独で発生する可能性がある。これらは、i) 心理的虐待、ii) 身体的虐待、iii) セクシャルハ
ラスメント、iv) 性的虐待、v) 無視である。ハラスメントや虐待は、人種、宗教、肌の色、信条、
民族的出身、身体的属性、性別、性的指向、年齢、障害、社会経済的地位、運動能力な
ど、あらゆる理由に基づいて行われる。また、1 回限りの出来事である場合もあれば、一連の
出来事である場合もある。ハラスメントには、意図的なもの、要求されないもの、強制的なもの
がある。ハラスメントや虐待は、権限の乱用から生じることが多く、これは、個人が影響力、権
力、権限をもつ立場を他の人に対して不適切に利用することを意味する。 

Safeguarding – Safeguarding is the action that is taken to promote the welfare of 
vulnerable adults or children and protect them from harm, including protecting them 
from harassment and abuse. 

セーフガード - セーフガードとは、ハラスメントや虐待からの保護を含め、弱い立場にある大人
や子どもの福祉を促進し、危害から保護するために取られる行動のことである。 

Safeguarding Officer – The Safeguarding Officer is the principal person in the 
organisation who receives reports concerning the welfare of Participants, who 
coordinates the management of the reports and responds to queries in relation to this 
Policy. 

保護責任者 – 保護責任者は、参加者の福祉に関する報告を受け、報告の管理を調整し、
本方針に関連した問い合わせに対応する組織内の主要人物。 
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Appendix i: Report form for incidents of harassment and abuse  
(this report form can be found on the World Rowing website 
https://worldrowing.com/responsibility/safeguarding/) 

附則 i：ハラスメントと虐待の報告書 
この報告書フォ ーム はワ ールドロ ーイングのウェブサイト https://worldrowing.com/responsibility/ 

safeguarding/で閲覧可能。 

Report form for incidents of harassment and abuse 
1. Your name: 2. Name of organisation: 
3. Your role: 
4. Your contact information: 
Address:  
Postcode and country: 
Telephone number: Email address: 
5. Name of the person you have concerns about [the individual]: 
6. The individual’s date of birth: 
7. Their ethnic origin: 
Please state 
8. Does this person have a disability: 
Please state 
9. The individual’s position/role: athlete/coach/other [Please state] 
10. The individual’s gender:  

□ Male □ Female 

11. If they are under 18 years, full name(s) of their parent(s) / carer(s): 
12. Contact information (parents/carers): 
Address:  
Postal code and country: 
Telephone numbers: Email address: 
13. Have the parents / carers been notified of this incident? 

□ Yes □ No 

If YES please provide details of what was said/action agreed: 
14. Are you reporting your own concerns or responding to concerns raised by someone else: 

□ Responding to my own concerns  

□ Responding to concerns raised by someone else 

If responding to concerns raised by someone else: Please provide further information below 
15. Name of the person who has raised the concern to you: 
Position within the sport or relationship to the individual named above: 
Telephone number: Email address: 
16. Date and times of incident: 
17. Details of the incident or concerns:  
Include other relevant information, such as description of any injuries and whether you are 
recording this incident as fact, opinion or hearsay. 
18. The individual’s account of the incident (if known): 
 
World Rowing 
Avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, Switzerland, Tel.: +41.21.617.8373 Fax: 
+41.21.617.8375 
Email: safeguarding@worldrowing.com  
Website: www.worldrowing.com 

ハラスメントおよび虐待に関する報告書 
1.あなたの名前 2.組織の名称 
3.あなたの役割  
4.あなたの連絡先 
住所 
郵便番号と国名 
電話番号：   メールアドレス 
5.あなたが懸念している人の名前[個人]。  
6.その本人の生年月日。 
7.7.その民族的起源  
8.この人には障がいがありますか。 
9.その本人の役職・役割：アスリート／コーチ／その他【記載してください】。 
10.その本人の性別 
□男性 □女性 
11.本人が 18 歳未満の場合、保護者の氏名 
12.連絡先（ご両親/介護者） 
住所 
郵便番号と国名 
電話番号      メールアドレス 
13.両親/介護者は、この事案について連絡されているか？ 
□はい。 □いいえ 
「はい」の場合は、伝えた内容や合意した取るべき行動について詳細を記入してください。 
14.あなたは、自分自身の懸念を報告しているのか、それとも他の人が提起した懸念に対応しているの

か。 
□自分の懸念に対応している 
□他者からの懸念に対して対応している 
他の人が提起した懸念事項に対応している場合： 以下に追加の情報を記入してください。 
15.懸念をあなたに提起した人の氏名 
スポーツ界での地位または上記本人との関係 
電話番号：     メールアドレス 
16.事案発生の日時 
17.事案または懸念事項の詳細 
けがの状況や、この事案を事実として記録しているか、意見として記録しているのか、伝聞として記録し
ているのかなど、その他の関連情報も含めてください。 
18.事件に関する本人の説明（判明している場合）。 
 
ワールドローイング 
Avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, Switzerland, Tel:+41.21.617.8373 Fax: +41.21.617.8375 Email: 
safeguarding@worldrowing.com Website: www.worldrowing.com 
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Report form for incidents of harassment and abuse 
19. Please provide any witness accounts of the incident: 
20. Please provide details of any witnesses to the incident: 
Name: 
Position within the club/organisation or relationship to the individual: 
Date of birth (if child): 
Address:  
Postcode and country: 
Telephone number: Email address: 
21. Please provide details of any person involved in this incident or alleged to have 
caused the incident / injury: 
Name: 
Position within the club/organisation or relationship to the individual: 
Date of birth (if child): 
Address:  
Postcode and country: 
Telephone number: Email address: 
22. Please provide details of action taken to date: 
23. Has the incident been reported to any external agencies? 

□ Yes 

□ No 

If YES please provide further details:  
24. Name of organisation / agency: 
Contact person: 
Telephone numbers: 
Email address: 
Agreed action or advice given: 
Your Signature: Print name: 
Date: 
Please give this form to the World Rowing Safeguarding Officer or Designated 
Person or email this report to  
safeguarding@worldrowing.com.  
Anonymous reporting: reports may be submitted anonymously however please 
be aware that this may limit our ability to follow up on reports. 

ハラスメントおよび虐待に関する報告書 
19.事案の目撃者の証言があれば教えてください。 

20.目撃者がいれば、その詳細を教えてください。 

氏名 

クラブ／組織内での役職または本人との関係 

生年月日（子どもの場合）。 

住所 

郵便番号と国名 

電話番号    メールアドレス 

21.今回の事案に関与した人物、または事件・傷害を起こしたとされる人物の詳細を教えてく

ださい。 

氏名 

クラブ／組織内での役職または本人との関係 

生年月日（子どもの場合）。 

住所 

郵便番号と国名 

電話番号    メールアドレス 

22.これまでに取られた行動の詳細を教えてください。 

23.本件を外部機関に報告したことはありますか？ 

「はい」と答えた方は、詳細をご記入ください 

はい」と答えた方は、詳細をご記入ください。 

24.組織/代理人の名称： 

連絡先氏名 

電話番号 

E メールアドレス 

 

合意された対策や与えられた助言 

あなたの署名  名前（ブロック体で）  

日付 

この書面をワールドローイング保護責任者または指定者に渡すか、safeguarding@worldrowing.com 

にメールで送ってください。 

 

匿名での報告：報告書は匿名で提出することができますが、報告書の追跡調査に支障をきた

す可能性がありますのでご注意ください。 
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APPENDIX S12 
BYE‑LAWS TO ARTICLE 59 – MANIPULATION OF COMPETITION AND BETTING 
The following conduct shall constitute a violation of Art. 59 of the World Rowing 
Statutes (in each case whether effected directly or indirectly): 

附則 S12 
定款第 59 項（細則） 競漕会の操作と賭博 
以下の行為は、ワールドローイング定款第 59 項に違反となる（いずれの場合も、直接的また
は間接的に関与しているかどうかを問わない）。 

1. Betting 
1.1 Participation in, support for, or promotion of, any form of betting related to any event 

under World Rowing’s authority or the authority of Member Federations (“Event or 
Competition”) whether one in which the party is directly participating or is otherwise 
taking part, including betting on the result, progress, outcome, conduct or any other 
aspect of such Event or Competition. 

1.2 Inducing, instructing, facilitating or encouraging a party to commit a violation set out in 
this article. 

1.3 Failing to disclose to World Rowing or other competent authority (without undue delay) full details of 
any approaches or invitations received by the party to engage in conduct or incidents that would 
amount to a violation as set out in this article. 

1.4 Failing to disclose to World Rowing or other competent authority (without undue delay) full details of 
any incident, fact or matter that comes to the attention of the party that may evidence a violation 
under this article by a third party, including (without limitation) approaches or invitations that have 
been received by any other party to engage in conduct that would amount to a violation of this article. 

1.5 Failing to cooperate with any reasonable investigation carried out by World Rowing or other 
competent authority in relation to a possible breach of this article, including failing to provide any 
information and/or documentation requested by World Rowing or competent competition authority 
that may be relevant to the investigation. 

1. 賭博 
1.1 当事者が直接参加しているか否かを問わず、ワールドローイングの権限下または加盟国協会の

権限下にある大会（以下「大会または競漕会」）に関連するあらゆる形態の賭博への参加、支
援、または促進（当該大会または競漕会の結果、進行、行為またはその他の大会または競漕
会に関するあらゆる側面についての賭博を含む）。 

1.2 ある人に対し本細則に定める違反行為をするよう、指示し、促進し、または助長すること。 
1.3 1.3 本細則に定める違反となる行為や事件に関与するために、ある者が勧誘や招待を受けた場

合の完全な詳細を、ワールドローイングまたはその他の管轄機関に（不当に遅延することなく）開
示することを怠ること。 

1.4 1.4 第三者による本細則に基づく違反の証拠となるような事件、事実、または事柄（本細則の違
反となるような行為に従事するために他の当事者から受けた勧誘や招待を含むがこれに限定さ
れない）の全詳細を、ワールドローイングまたは他の管轄機関に（不当に遅延することなく）開示
することを怠ること。 

1.5 1.5 本細則違反の可能性に関連してワールドローイングまたは他の管轄当局が行う合理的な調
査に協力しないこと（調査に関連する可能性のある、ワールドローイングまたは管轄の競技当局
が要求する情報および／または文書を提供しないことを含む）。 

2. Manipulation of Results 
2.1 Fixing or contriving in any way or otherwise improperly influencing, or being a party to fix 

or contrive in any way or otherwise improperly influence the result, progress, outcome, 
conduct or any other aspect of an Event or Competition. 

2.2 Ensuring or seeking to ensure the occurrence of a particular incident in an Event or 
Competition which occurrence is to the party’s knowledge the subject of a bet and for 
which the party or another person expects to receive or has received a benefit. 

2.3 Failing in return for a benefit (or the legitimate expectation of a benefit, irrespective of 
whether such benefit is in fact given or received) to perform to the best of one’s abilities 
in an Event or Competition. 

2.4 Inducing, instructing, facilitating or encouraging a party to commit a violation set out in 
this article. 

2. 結果を操作すること 
2.1 大会や競漕会の結果、進行、行為、その他の側面に、何らかの方法で修正したり、細工をしたり

すること、または修正したり、細工をしたりする当事者となること。 
2.2 当事者の知る限りでは賭博の対象であり、当事者または他の者が利益を受け取ることを期待して

いる、または受け取ってきた大会または競漕会における特定の事象の発生を確実にすること、ま
たは確実にしようとすること。 

2.3 大会や競漕会において、利益の見返りとして（または利益の正当な期待として、そのような利益
が実際に与えられたか受け取られたかにかかわらず）、能力を最大限に発揮することを怠るこ
と。 

2.4 当事者に本細則に定める違反行為を指示、促進または助長すること。 

3. Corrupt Conduct 
3.1 Accepting, offering, agreeing to accept or offer, a bribe or other benefit (or the legitimate 

expectation of a benefit, irrespective of whether such benefit is in fact given or received) 
to fix or contrive in any way or otherwise to influence improperly the result, progress, 
outcome, conduct or any other aspect of an Event or Competition. 

3.2 Providing, offering, giving, requesting or receiving any gift or benefit (or the legitimate 
expectation of a benefit, irrespective of whether such benefit is in fact given or received) 
in 

3. 腐敗した行為 
3.1 大会や競漕会の結果、進行、行為、その他の側面を修正したり、細工をしたりするため

に、賄賂やその他の利益（または利益の正当な期待）を受けたり、申し出たり、また
は、受けたり申し出たりすることに同意すること。 

3.2 贈答品や利益（または利益の正当な期待、実際に与えられたか受け取られたかは問
わない）を提供、 
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circumstances that the party might reasonably have expected could bring the 
party or the sport into disrepute. 

3.3 Inducing, instructing, facilitating or encouraging a party to commit a violation as 
set out in this article. 

申し出、授与、要求、または受領すること 
3.3 本細則に定める違反行為を当事者に指示、促進または助長すること。 

4. Inside Information 
4.1 Using inside information for betting purposes or otherwise in relation to betting. 
4.2 Disclosing inside information to any person with or without benefit where the 

party might reasonably be expected to know that its disclosure in such 
circumstances could be used in relation to betting. 

4.3 Inducing, instructing, facilitating or encouraging a party to commit a violation set 
out in this article. 

4. 内部情報 
4.1 内部情報を賭博目的で、または賭博に関連して使用すること。 
4.2 一定の状況における開示が賭け事に関連して使用される可能性があることを合理的

に知ることが期待される場合に、利益の有無にかかわらず、内部情報を開示すること。 
4.3 当事者に本細則に定める違反行為を指示、促進または助長すること。 

5. Other Violations 
5.1 Any attempt by a party, or any agreement by a party with any other person, to 

engage in conduct that would culminate in the commission of any violation of 
this article shall be treated as if a violation had been committed, whether or not 
such attempt or agreement in fact resulted in such violation. However, there 
shall be no violation under this article where the party renounces their attempt 
or agreement prior to it being discovered by a third party not involved in the 
attempt or agreement. 

5.2 Knowingly assisting, covering up or otherwise being complicit in any acts or 
omissions of the type described in this article committed by a party. 

5.3 Failing to disclose to World Rowing or other competent authority (without undue 
delay) full details of any approaches or invitations received by the party to 
engage in conduct or incidents that would amount to a violation as set out in 
this article. 

5.4 Failing to disclose to World Rowing or other competent authority (without undue 
delay) full details of any incident, fact or matter that comes to the attention of 
the party that may evidence a violation under this article by a third party, 
including (without limitation) approaches or invitations that have been received 
by any other party to engage in conduct that would amount to a violation of this 
article. 

5.5 Failing to cooperate with any reasonable investigation carried out by World 
Rowing or other competent authority in relation to a possible breach of this 
article including failing to provide any information and/or documentation, 
including information that may be stored electronically, requested by World 
Rowing or other competent authority that may be relevant to the investigation. 

5. その他の違反行為 
5.1 当事者が本細則の違反行為を誘発するような行為を行おうとした場合、または当事者

がそのような行為を他の者と合意した場合は、そのような試みや合意が実際に違反
行為となったか否かにかかわらず、違反行為が行われたものとして扱われる。ただし、
当事者が、合意に関与していない第三者に発見される前に、その試みや合意を放棄
した場合には、本細則の違反とはならない。 

5.2 当事者が行った本細則記載の行為または不作為を、故意に支援、隠ぺい、またはそ
の他の方法で加担すること。  

5.3 本細則に定める違反となる行為や事件に関与するために当事者が受けた勧誘や招待
の詳細を、ワールドローイングまたはその他の管轄機関に（不当に遅延することなく）開
示しないこと。 

5.4 第三者による本細則に基づく違反の証拠となるような事件、事実、または事柄（本細
則違反となるような行為に従事するために他の当事者から受けた勧誘または招待を
含むがこれに限定されない）の全詳細を、ワールドローイングまたは他の管轄機関に
（不当に遅延することなく）開示することを怠ること。 

5.5 本細則違反の可能性に関連し、ワールドローイングまたは他の管轄機関が行う合理的
な調査に協力しないこと。これには、ワールドローイングまたは他の管轄機関が要求し
た、調査に関連する可能性のある情報および/または文書(電子的に保存されている
可能性のある情報を含む)を提供しないことが含まれる。 

 

  



93 

RULES OF RACING AND RELATED BYE-LAWS 
2021 Edition 
Contents 

 競漕規則と関連細則 

2021 年版 

内容 

PART I – SCOPE 95 第 1 章 範囲 
PART II – ROWERS AND COXSWAINS 99 第 2 章 漕手とコックス 
SECTION 1 – General    99 SECTION 1 一般 
SECTION 2 – Age Groups 102 SECTION 2 年齢別グループ 
SECTION 3 – Masters 102 SECTION 3 マスターズ 
SECTION 4 – Coxswains 103 SECTION 4 コックス 
SECTION 5 – Lightweights 103 SECTION 5 軽量級 
SECTION 6 – Para Rowing 104 SECTION 6 パラローイング 
PART III – BOAT CLASSES 105 第 3 章 艇種 
PART IV – BOATS AND CONSTRUCTION 107 第 4 章 艇と構造 
PART V – COURSES 108 第 5 章 ボートコース 
PART VI – ORGANISATION OF REGATTAS 110 第 6 章 レガッタの開催 
SECTION 1 – General 110 SECTION 1 一般 
SECTION 2 – Regatta Roles 110 SECTION 2 大会の役割 
SECTION 3 – Commercial and Identification Provisions 111 SECTION 3 商業および ID に関する規定 
SECTION 4 – Entries, Withdrawals and Crew Changes 112 SECTION 4 エントリー、棄権、クルーの変更 
SECTION 5 – Safety and Fairness 117 SECTION 5 安全と公平性 
SECTION 6 – The Draw and Progressing to the Finals 119 SECTION 6 抽選と決勝戦への進出  
SECTION 7 – Sanctions 123 SECTION 7 罰則 
SECTION 8 – The Start 125 SECTION 8 発艇 
SECTION 9 – During the Race 127 SECTION 9 レース中 
SECTION 10 – The Finish 128 SECTION 10 フィニッシュ 
SECTION 11 – Objections, Protests, Outcome of Protests, Appeals and Disputes 130 SECTION 11 異議、提訴、抗議の決滅、上訴および紛争 
SECTION 12 – Duties of the Jury 134 SECTION 12 審判の任務 
PART VII – ANTI-DOPING RULES 135 第 7 章 アンチドーピング規則 
PART VIII – EXCEPTIONAL CASES 136 第 8 章 例外規程 
PART IX – CONCLUDING PROVISIONS 137 第 9 章 最終規定 

  



94 

  



95 

RULES OF RACING AND RELATED BYE-LAWS 
PART I – SCOPE 
Rule 1 – Rowing, Boats, Regattas 
1. Rowing is the propulsion of a boat, with or without coxswain, by the muscular force 

of one or more rowers, using oars as simple levers of the second order and sitting 
with their backs to the direction of movement of the boat. Rowing on a machine or 
in a tank which simulates the action of rowing in a boat is also considered as rowing. 

2. A rowing regatta is a sporting competition consisting of one or more events divided, 
if necessary, into a number of races, in one or more classes of boats for rowers 
divided, as a general rule, into different categories of gender, age or weight. 

競漕規則と関連する細則 
第 1 章 範囲 
規則第 1 条 ローイング、ボート、レガッタ 
1. ローイングは、オールを単純な二次元の梃子の原理で使い、艇の進行方向に背を向けて

座り、一人もしくはより多くの競技者の筋力で艇を推進することである。コックスが乗艇する

場合と乗艇しない場合がある。ローイングの動作を再現する、機械の上でまたはローイン

グタンクにおけるローイングもまた、ローイングの一形態と考えられる。 

2. ローイングの大会は、必要に応じていくつかのレースに分割される、1 つもしくはそれ以上の

種目で構成される競技である。また、一般に、性別、年齢、重量に基づいた異なるカテゴ

リーに分割される、1 つもしくはそれ以上のボートの階級で構成されるスポーツ競技であ

る。 
Rule 2 – Application 
These Rules of Racing and relevant Bye‑Laws and Regulations shall apply to: 
1. World Rowing Championships; 
2. World Rowing Cups; 
3. Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games within the limits of the authority of 

World Rowing and the relevant qualification regattas; 
4. World Rowing Masters regattas; 
5. Continental and Regional Championship regattas; 
6. Regattas held as part of Continental, Regional or other multi-sport Games within 

the limits of the authority of World Rowing; 
7.All International Regattas and Matches and International Indoor Rowing 

competitions. 
In addition, these Rules of Racing and related Bye‑Laws shall be supplemented by 
Event Regulations. 
Each member federation is responsible for ensuring that the organisation of any 
competition within its country defined by World Rowing as an International Regatta or 
International Match complies with the Rules of Racing and related Bye‑Laws, subject 
to any exceptions under the provisions of Rules 6 and 7. 
Any member federation, club or individual that participates in any capacity in a rowing 
competition governed by the Statutes, Rules of Racing, related Bye‑Laws and Event 
Regulations is deemed to accept without exception or reservation the application of 
these Statutes, Rules of Racing, related Bye‑Laws and Event Regulations, 
particularly those relating to the authority and jurisdiction of World Rowing and of the 
Court of Arbitration for Sport in Lausanne, Switzerland. 

規則第 2 条 適用 
この競漕規則および関連する細則は、以下に適用される。 

1. 世界選手権 

2. ワールドカップ 

3. ワールドローイングの認可の範囲内にあるオリンピック、パラリンピック、ユースオリンピック、

および関連する予選会 

4. 世界マスターズレガッタ 

5. 大陸および地域選手権 

6. ワールドローイングの認可の範囲内にある、大陸、地域またはその他のマルチスポーツ大

会の一部として開催される競漕会 

7. すべての国際レガッタと国際対抗戦、国際インドアローイング大会さらに、これらの競漕規

則および関連細則は、各大会規則によって補足される。 

また、本競漕規則および関連細則は、大会規則によって補完されるものとする。各加盟国協

会は、ワールドローイングによって国際レガッタまたは国際試合と定義された自国内の大会の

開催が、規則第 6 条および第 7 条の規定による例外を除き、競漕規則および関連する細則

に準拠していることを確認する責任がある。 

定款、競漕規則、関連細則、および大会規則が適用される大会に何らかの形で参加する加

盟国協会、クラブ、個人は、これらの定款、競漕規則、関連細則、および大会規則の適用、

特にワールドローイングおよびスイス・ローザンヌにあるスポーツ仲裁裁判所の権限と管轄権

に関する適用を、例外なく受け入れるものとする。 
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Rule 3 – World Rowing Championships 
1. World Rowing conducts the following World Championships: 

Event Title 
• World Rowing Championships 

• World Rowing Under 23 Championships 

• World Rowing Under 19 Championships (This event will be referred to as the World Rowing Junior 

Championships until 31 December 2021, after which time it will be referred to as the World Rowing Under 
19 Championships) 
• World Rowing Coastal Championships 

• World Rowing Beach Sprint Championships 

• World Rowing Indoor Championships 

2. These titles shall be used only for World Championships organised by World Rowing. 
3. World Rowing Championships shall be held in every year. However, in the year of the 

Summer Olympic and Summer Paralympic Games, the Olympic and Paralympic events will 
not be on the programme of the equivalent World Rowing Championships. 

規則第 3 条 世界選手権 
1. ワールドローイングでは以下のような世界選手権を開催する。 

大会名 
•世界選手権 

•世界 U23 選手権 

•世界 U19 選手権（2021 年 12 月 31 日までは「世界ジュニア選手権」、それ以降は「世界 U19 選

手権」と表記される。 

•世界コースタル選手権 

•世界ビーチスプリント選手権 

•世界インドアローイング選手権 

2. これらの名称は、ワールドローイングによって組織•運営される世界選手権のみに用いられ

る。 

3. 世界選手権は毎年開催される。しかしながら、夏季オリンピックと夏季パラリンピックの年に

は、オリンピックとパラリンピックで開催される種目は、世界選手権としては開催されない。 
Rule 4 – Status of Olympic, Paralympic and Youth Olympic Regattas 
Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification regattas shall have the same 
status and follow the same rules as World Rowing Championships. Within the limits of the 
authority of World Rowing the same Rules of Racing, related Bye‑Laws and Event Regulations 
shall apply. 

規則第 4 条 オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックの位置づけ 
オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選会は、世界選手権と同じ

規則にしたがう。ワールドローイングの権限の範囲内で、同じ競漕規則、関連細則および大会

規則が適用される。 

Rule 5 – Attribution of World Rowing Championships  
World Rowing shall encourage a worldwide attribution of World Championships to suitable 
candidates. 
1. World Rowing Championships  

a. The Council shall review all final bids, reject any that do not satisfy the minimum requirements and 
then select the most suitable candidate(s) and propose it (them) to the Congress for final approval. 
The Congress shall vote to accept the proposed candidate or, where more than one candidate is 
proposed by the Council, to elect one of those candidates by a majority of valid votes cast. In the event 
that Congress fails to so accept the Council’s proposed candidate or one of the candidates proposed 
by the Council, the Congress shall then vote in a second election for which all candidates for the 
relevant Championships that have satisfied the minimum requirements shall be eligible (see Appendix 
R21). 

b. Where no bid has been received or when no bid meets the minimum requirements by the deadline for 
consideration of Congress, the Council may identify a suitable candidate and may directly attribute the 
event provided the Council is satisfied that the bid meets the minimum standards for the regatta. 

2. Other World Championships 
a. The Council may directly attribute a World Rowing Championship regatta in the age groups of Under 

23 and Under 19, and in the categories of Coastal, Beach Sprints and Indoor. If the Council cannot 
decide between two or more bids, the attribution for that particular event shall be decided by a vote of 
the Congress. 

b. The Council may directly attribute a World Championship regatta for the year before an 
Olympic Games regatta to an Olympic host city as a test event for the Olympic regatta. 

規則第 5 条 世界選手権の開催地 
ワールドローイングは、適切な候補への世界選手権の帰属を世界的に奨励する。 

1. 世界選手権 

a.理事会はすべての最終入札を審査し、最低要件を満たさないものを拒否した後、最も適した候補

を選び、最終承認のために総会に提案する。総会は提案された候補を受け入れるか、あるいは理

事会が複数の候補を提案した場合には、有効投票の過半数によってそれらの候補の１つを選出

するか投票する。総会が、理事会の提案した候補または理事会の提案した候補のいずれかを受

け入れられなかった場合は、最低基準を満たしたその世界選手権の開催候補地すべてについ

て、2 回目の投票を行う。（附則 R21 参照） 

b.総会における検討期限までに、開催希望の提案がない、または開催希望の提案が最低要件を満

たさない場合には、理事会は、望ましい候補地を特定し、開催希望の提案が最低要件を満たすで

あろうことに確信が持てれば、世界選手権を直接当該候補地にゆだねることができる。 

2. その他の世界大会 

a. 理事会は、U23 と U19 の年齢グループ、および、コースタル、ビーチスプリント、インドアのカテゴリ

ーの世界選手権を直接帰属させることができる。理事会が 2 つ以上の入札の間で決定できない

場合は、その特定のイベントの帰属は総会の投票によって決定される。 

b.理事会は、オリンピックの前年の世界選手権について、総会の投票に付すことなく、直接、翌年の

オリンピック開催国に、オリンピックの準備のための大会として、開催を委ねることが出来る。 

Rule 6 – International Regattas  
1. Definition 

An International Regatta is a rowing competition, over any distance whether started 
abreast or against the clock, which is open to rowers from all member federations. 
Each member 

規則第 6 条 国際レガッタ 
1. 定義 

国際レガッタは、すべての加盟国協会の漕手に対して開かれている距離を問わない競漕

会である。並漕またはタイムレースであるか、また距離の如何を問わない。すべての加盟

国協会は、 
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federation is responsible for informing World Rowing of any competition to be held in its 
country which conforms to this definition. World Rowing will decide whether such competition 
is to be defined as an International Regatta and, if so, that regatta will be included in the 
World Rowing International Event Calendar under Rule 10. 

2. International Regattas – Control by World Rowing 
a. In principle, International Regattas shall be conducted according to the Rules of Racing, 

related Bye‑Laws and Event Regulations, but the Executive Committee may approve 
exceptions to these Rules of Racing, related Bye‑Laws or Event Regulations. 

b. Details of any exceptions to the Rules of Racing, related Bye‑Laws or Event Regulations 
shall be provided to competing member federations at the time of their invitation to take 
part in the International Regatta. 

c. International Regattas shall take place under the authority of World Rowing, which may 
give directions to the organising committee. 

3. Competition in International Regattas 
a. Each member federation is responsible for ensuring that the organisation of any 

competition within its country defined by World Rowing as an International Regatta 
complies with the requirements of this Rule. 

b. No rower shall enter International Regattas other than through his club and/or 
member federation (as specified by individual regatta requirements). Additionally, 
a rower may only make a direct approach to World Rowing (e.g. on a question of 
appeal) through his member federation. 

c. A member federation may participate in events at all International Regattas as 
the national team without club designation. If rowers compete in an International 
Regatta under the name of their national team, they shall be citizens of the 
country of that member federation. In this last regard, the Executive Committee 
may make exceptions in exceptional cases. 

d. No rower may compete for two different clubs or member federations at the same 
International Regatta. 

e. The Council may authorise competitions between members and non-members 
of World Rowing. 

Bye‑Law to Rule 6 – World Rowing Cup – Definition 
The World Rowing Cup is an annual series of designated International Regattas. The Council 
has the sole right to designate regattas as World Rowing Cup regattas, to use the World Rowing 
Cup name and logo, and to prescribe regulations governing the World Rowing Cup. 

この定義に則った競漕会を開催する場合には、ワールドローイングに通知をする責務を負

う。ワールドローイングは、当該競漕会が国際レガッタに該当するか、そして該当する場合

には、規則第 10 条に基づいたワールドローイング国際レガッタカレンダーに含めるべき

か、決定する。 

2. 国際レガッタ- ワールドローイングによる管理 

a. 基本的に、国際レガッタは、競漕規則、関連細則および大会規則に基づいて行われ

る。ただし、常任理事会は、競漕規則、関連細則および大会規則からの変更を承認す

ることができる。 

b. 競漕規則、関連細則および大会規則に対する例外の詳細は、国際レガッタへの参加

を招請する際に、出場する加盟国協会に提供されなければならない。 

c. 国際レガッタは、ワールドローイングの権限の下で行われるものとし、ワールドローイング

は組織委員会に指示を与えることができる。 

3. 国際レガッタにおける競技 

a.各加盟国協会は、ワールドローイングによって国際レガッタと定義された自国内の大会

の開催が、本規則の要件に準拠していることを確認する責任がある。 

b.すべての漕手は、（個別の大会実施要項で規定されているように）クラブまたは加盟国

協会を通じてのみ国際レガッタに参加できる。更に、漕手は加盟国協会を通じてのみ

ワールドローイングに直接接触（例えば、上訴について）することが出きる。 

c.加盟国協会は、国際レガッタに個々のクラブチームを指名することなく、ナショナルチー

ムとして派遣することが出来る。漕手がナショナルチームのメンバーとして出漕する場

合は、彼らはその加盟国協会の国の市民権を保有してなければならない。この最後の

点について、常任理事会は、特別な場合に限って例外を認めることができる。 

d.いかなる漕手も、同一の国際レガッタにおいて、2 つの異なるクラブまたは加盟国協会

のために競技することはできない。 

e.理事会は、加盟国協会と非加盟国協会の間の大会も認めることができる。 

規則第 6 条（細則） ワールドカップ 定義 
ワールドカップは、指定された国際レガッタの年間シリーズ。理事会は、各大会をワールドカッ
プとして指定し、ワールドカップの名称とロゴを使用し、ワールドカップに関する規則を規定する
唯一の権利を有する。 

Rule 7 – International Matches  
1. Definition 

An International Match is a rowing competition, over any distance whether started abreast or 
against the clock, which is restricted only to rowers from certain member federations. 
Each member federation is responsible for informing World Rowing of any competition to be 
held in its country that conforms to this definition. World Rowing will decide whether such 
competition is to be defined as an International Match and, if so, that Match shall be included 
in the World Rowing International Event Calendar under Rule 10.  

2. International Matches – Control by World Rowing 
a. In principle, International Matches shall be conducted according to the Rules of Racing, 

related Bye‑Laws and Event Regulations, but the Executive Committee may approve 
exceptions to these Rules of Racing, related Bye‑Laws and Event Regulations. 

規則第 7 条 国際対抗戦 
1. 定義 

国際対抗戦は、一定の加盟国協会の漕手に限定して開催される大会である。並漕またはタイムレー

スであるか、また距離の如何を問わない。各加盟国協会は、この定義に準拠して自国で開催される

大会をワールドローイングに通知する責任がある。ワールドローイングは、そのような大会をインターナ

ショナルマッチとして定義するかどうかを決定し、定義する場合には、そのマッチは規則第 10 条に基

づいてワールドローイング国際レガッタカレンダーに含まれるものとする。 

2. 国際対抗戦 - ワールドローイングによる管理 

a.国際対抗戦は、原則として、競漕規則および関連細則および大会規則に基づいて行われるが、

常任理事会は、競漕規則および関連細則および大会規則からの変更を承認することができる。 
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International Matches shall take place under the authority of World Rowing, which 
may give directions to the organising committee.  

b. Details of any exceptions to the Rules of Racing, related Bye‑Laws or Event Regulations 
shall be provided to competing member federations at the time of their invitation to take 
part in the International Match. 

3. Competition in International Matches 
a. Each member federation is responsible for ensuring that the organisation of any 

competition within its country defined by World Rowing as an International Match complies 
with the requirements of this Rule. 

b. The Council may authorise Matches between members and non-members of World 
Rowing. 

国際対抗戦はワールドローイングの権限下で行われるものとし、ワールドローイングは組

織委員会に指示を与えることができる。 

b. 競漕規則、関連細則および大会規則に対する例外について、詳細を、参加する加盟

国協会に対し、募集要項と共に通知しなければならない。 

3. 国際対抗戦での活躍 

a.各加盟国協会は、ワールドローイングによって国際対抗戦と定義された自国内の大会

の開催が、この規則の要件に準拠していることを確認する責任がある。 

b.理事会は、ワールドローイングのメンバーと非メンバーとの間の試合を許可することがで

きる。 

Rule 8 – National Regattas 
A National Regatta is a rowing competition, over any distance whether started abreast or 
against the clock, which is intended in general for rowers from one member federation only. The 
fact that rowers from other member federations may enter such regattas does not necessarily 
render them International Regattas. National Regattas shall be governed by the Rules of Racing 
of the member federation of the organising body. 

規則第 8 条 国内レガッタ 
国内レガッタは、一般にある特定の国の加盟国協会の漕手にのみに開かれた競漕会であ

る。並漕またはタイムレースであるか、また距離の如何を問わない。他国の加盟国協会の漕

手が参加できるという事実のみでは、必ずしも当該競漕会は国際レガッタにはならない。国内

レガッタは大会組織委員会の国の加盟国協会による競漕規則によって運営される。 
Rule 9 – Approval of International Regattas and Matches 
All member federations shall, not later than 31 October in each year, send to the World 
Rowing headquarters a list of all competitions proposed to be held in their countries 
during the following year that conform with the definitions of an International Regatta 
in Rule 6 or of an International  
Match in Rule 7. They shall submit to World Rowing for approval: 
1. The dates on which these Regattas and Matches are to be held; 
2. Details of the courses (stretches of water and technical installations) proposed; 
3. The type of Regatta proposed; 
4. The categories of rowers and classes of boats proposed; 
5. Any envisaged exception to the World Rowing Rules of Racing and Bye‑Laws. 

規則第 9 条 国際レガッタおよび国際対抗戦の承認 
毎年 10 月 31 日以前に、すべての加盟国協会は、ワールドローイング本部に、当該国で翌

年に開催予定の、第 6 条に規定する国際レガッタに該当する大会と第 7 条に規定する国際

対抗戦に該当する大会のリストを送付する。加盟国協会は、以下の点についてワールドローイ

ングの承認を得るために、主催大会のリストを送付する。 

1. これらの大会と対抗戦の開催される日程 

2. 提案されているコースの詳細（水面の広さや技術的な設備） 

3. 提案されている競漕会の種類 

4. 提案されている漕手の種別と艇種 

5. ワールドローイング競漕規則と細則に対する例外の可能性 
Rule 10 – World Rowing International Event Calendar 
All International Regattas and International Matches approved by World Rowing under 
Rule 9 shall be entered in the World Rowing International Event Calendar. However, 
World Rowing may, at its discretion, also include the dates of other competitions in 
the Calendar for the convenience of the member federations, but the fact that such 
competitions are not held under the authority of World Rowing shall be identified in 
the Calendar. 

規則第 10 条 ワールドローイング国際レガッタカレンダー 
第 9 条の下で、ワールドローイングによって承認された国際レガッタおよび国際対抗戦はすべ

て、ワールドローイング国際レガッタのカレンダーに記載される。 

しかしながら、ワールドローイングは、その権限で、加盟国協会の利便性のために、これら以外

の大会の日程を記載することが出来る。ただし、その場合は、これらの競漕会がワールドロー

イングの権限で行われるわけではないという事実を国際レガッタカレンダーに明示する。 
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PART II – ROWERS AND COXSWAINS 
SECTION 1 – General 
Rule 11 – Right to Participate 
1. World Rowing Championships are open to all member federations. 
2. Olympic, Paralympic and Youth Olympic regattas are open only to those rowers 

whose member federations have qualified in the appropriate boat classes in 
accordance with the relevant qualification system. 

第 2 章 漕手とコックス 
SECTION1 一般規定 
規則第 11 条 参加する権利 
1. 世界選手権はすべての加盟国協会に参加する権利がある。 

2. オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックのレガッタに参加できるのは、各加盟国協会

が関連する資格制度に基づいて適切な艇種の資格を与えた漕手のみである。 

Rule 12 – Eligibility and Nationality 
1. World Rowing Championship, World Rowing Cup and International regattas shall be open to 

all rowers who are authorised to compete by their member federation and who are eligible 
under the relevant Rules.  
Events for Lightweight, Para, Under 23 and Under 19 rowers are open only to rowers 
complying with the requirements of the relevant category. 
The other events at the World Rowing Championships, World Rowing Cup and Olympic 
regattas are open to all rowers without restriction of age or weight. 
Exceptions to this Rule are set out in the Event Regulations. 

2. Subject to the provisions of this Rule, to represent a country in a World Rowing Championship 
regatta, rowers shall be nationals of that country. They must be able to prove this by showing 
an official document (passport or identity card). 

3. To represent a country at a continental or final qualification regatta for the Olympic, 
Paralympic or Youth Olympic Games, a rower shall prove that he is eligible under the eligibility 
rules of the International Olympic Committee (IOC) or the International Paralympic 
Committee (IPC) respectively. In exceptional cases, the Executive Committee may make 
exceptions. 

4. Dual or Change of Nationality – Rowers who are nationals of two or more countries or who 
change nationality or acquire an additional nationality, may represent either country, as the 
rowers may elect. However, after having represented one country in a World Championship, 
Olympic or Paralympic Games regatta, or Continental or Regional Games or Championship 
regatta, rowers may not represent another country unless they have held the passport of that 
country for a minimum of twenty four months prior to the date at which they compete for that 
country, and they only compete for one country in any one calendar year.  
For multi-sport Games regattas, the rules of the Games authority shall apply in this regard. 

5. Under 19 Rowers – An Under 19 rower may compete for his country of residence. A rower 
who has competed for one country as an Under 19 may, only in the year after which he is 
last eligible to compete as an Under 19, choose to compete for a different country subject to 
having the nationality of the country for which he will compete. Such choice may only be 
made once under this rule and World Rowing must be notified before the rower competes 
under the new nationality, together with proof of such nationality. 

6. In exceptional cases, the Executive Committee may make exceptions, and in doing so may 
consult the member federations concerned. 

規則第 12 条 参加資格と国籍 
1. 世界選手権、ワールドカップ、大陸選手権および国際レガッタは、その所属する加盟国協

会により参加が公認されたすべての漕手、および関連規則に基づく適格なすべての漕手

が参加できる。軽量級、パラ、U23、U19 は、それぞれのカテゴリーの要件を満たす漕手

のみが参加できる。この規則の例外は、大会規則に定められている。 

2. 本規則の規定に基づき、世界選手権において国を代表して参加するためには、漕手はそ

の国の国籍を有さねばならない。公式な書類（パスポートあるいは身分証明書）の提示に

よりそれを証明できなければならない。 

3. オリンピック、パラリンピックおよびユースオリンピックのための大陸、または最終予選大会に

おいて国を代表して参加するためには、漕手は自分が IOC あるいは IPC の資格規則に基

づいた資格を有することを証明せねばならない。特別な場合には、常任理事会は例外措

置を講ずることができる。 

4. 二重国籍または国籍の変更- 2 つ以上の国の国籍を持つ漕手、または国籍の変更、追

加の国籍を取得した漕手は、本人の選択により、どちらの国を代表してもよい。ただし、世

界選手権、オリンピック、パラリンピック、大陸・地域競技大会、選手権大会で 1 つの国を

代表して出場した後は、その国のパスポートをその国のために出場する日の 24 か月以上

前から所持していて、かつ 1 暦年に 1 つの国のためにしか出場しない場合を除き、他の

国を代表することはできない。マルチスポーツ大会については、この点についてはゲーム

ズ当局の規則が適用されるものとする。 

5. U19 漕手- 19 歳未満の漕手は、居住する国のために競技することができる。U19 として

ある国のために競技したことのある漕手は、U19 として最後に競技する資格を得た年の翌

年に限り、競技する国の国籍を持つことを条件に、異なる国のために競技することを選択

することができる。このような選択は、本規定の下では一度しかできず、漕手が新しい国籍で競技

する前に、その国籍を証明するものを添えて、ワールドローイングに通知しなければならない。 

6. 例外的に、常任理事会は例外を設けることができ、その際には関係する加盟国協会に相

談することができる。 

Rule 13 – Men’s and Women’s Events 
1. Subject to Rule 21 (Coxswains), only men may compete in men’s events and only 

women may compete in women’s events.  
2. A Mixed crew is a crew which contains both men and women rowers, in such 

proportion as shall be stipulated either in these Rules and Regulations or otherwise 
by the relevant organising committee, as the case may require. 

規則第 13 条 男子および女子の種目 
1. 規則第 21 条（コックス）に従い、男子種目は男子のみ、女子種目は女子のみ出場ができ

る。 

2. 男女混合種目では、男子および女子は競漕規則、細則あるいはその大会に権限を有する

組織委員会により規定されるところの人数比のクルーにて出場できる。 
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3. In order to meet the requirements of this Rule and of World Rowing’s commitment 
to the fundamental principles of fairness and equality of opportunity it is necessary 
to provide certainty on gender categorisation to maintain the integrity of World 
Rowing’s competitions.  

4. To be eligible to compete either as a man or as a woman, a rower must meet the criteria and 
comply with the requirements appearing in the Bye‑Law to this Rule. 

5. Any issue as to the eligibility of a rower to compete as a man or as a woman shall be 
determined by the Executive Committee in accordance with the Bye‑Law to this Rule. 

Bye‑Laws to Rule 13 – Men’s and Women’s Events 
Refer to Appendix R1 – Men’s and Women’s Events 

3. この規則の要件と、公正さと機会の平等という基本原則に対するワールドローイングのコミ

ットメントを満たすためには、ワールドローイングの大会の完全性を維持するために、性別

の分類について確実性を持たせることが必要である。 

4. 男性または女性として競技に参加する資格を得るためには、漕手は本規則の細則に記載

されている基準を満たし、要件を順守しなければならない。 

5. 漕手の男性または女性としての競技資格に関するいかなる問題も、本規則の細則に従っ

て常任理事会が決定するものとする。 

規則第 13 条（細則） 男子および女子競技 
附則 R1「男子および女子競技」 

Rule 14 – Safety and Health of Rowers 
1. The safety and health of all participants in the sport of rowing is a matter of paramount 

concern.  
2. Rowers entering international events shall ensure that: 

a. they have a state of health and fitness which allows them to compete at a level 
commensurate with the competition level of the particular event; and 

b. they have the basic swimming ability as defined in the Bye‑Law to this Rule. 
3. In addition to the safety provisions in Rule 51, each member federation shall ensure that:  

a. the rowers entered to represent their member federation meet the requirements stated in 
points 2) a) and b) of this Rule;  

b. their rowers are able to develop as athletes and compete free from unhealthy influences 
such as discrimination of any form, harassment and abuse so that the athletes are able to 
operate in a safe and secure environment. 

4. Every organising committee shall comply with all safety and health requirements of World 
Rowing and other authorities and shall ensure that the facilities at the regatta are of a 
sufficient standard to provide a safe, hygienic and healthy environment for rowers and other 
regatta participants. 

5. Member federations and organising committees shall respond fully and promptly to any 
inquiry by World Rowing as to any issue relating to the health and safety requirements as 
provided by these Rules and Bye‑Laws. 

Bye‑Laws to Rule 14 – Safety and Health of Rowers 
1. Swimming Ability 

All rowers competing in World Rowing Championship and World Rowing Cup regattas and 
qualification regattas for the Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games shall be able 
to swim 50m and keep their head above water unassisted for three minutes. It is the 
responsibility of the member federation to ensure and certify that rowers can meet these 
minimum standards and be able to provide evidence thereof if requested by World Rowing. 
At World Rowing Masters Regattas it is the responsibility of the individual masters rower 
(Rule 20). 

2. Pre-competition Health Screening 
a. All rowers competing in the World Rowing Senior, Under 23, Under 19 and Beach Sprint 

Championship regattas must have completed a pre-competition health screening which includes a 
questionnaire, a physical examination and an ECG following the IOC’s recommended procedure. It is 
the responsibility of the member federation to ensure and certify that these Pre-competition Health 
Screening procedures have been performed and be able to provide evidence thereof if requested by 
World Rowing. 

b. All rowers competing in the World Rowing Senior, Under 23, Under 19 and Beach Sprint World 
Championship regattas must complete the medical questionnaire and undergo a medical 

規則第 14 条 漕手の安全と健康 
1. ローイングというスポーツに参加するすべての人の安全と健康は、最も重要な問題。 

2. 国際的なイベントに参加する漕手は、以下のことを確認しなければならない。 
a. 特定の大会の競技レベルに見合ったレベルで競技を行うことができる健康状態およびフィットネス

を有していること。 

b. 本規則の細則に定義されている基本的な水泳能力を有していること。 

3. 規則第 51 条の安全規定に加えて、各加盟国協会は以下のことを確認しなければならな

い。 
a. 加盟国協会の代表としてエントリーした漕手は、本規則のポイント 2) a)および b)に記載された要件

を満たすこと。 

b. 漕手が、あらゆる形態の差別、ハラスメント、虐待などの不健全な影響を受けることなく、漕手とし

て成長し、競技を行うことができ、漕手が安全で安心な環境で活動することができる。 

4. すべての組織委員会は、ワールドローイングおよびその他の当局のすべての安全および健

康に関する要求事項を順守し、大会施設が漕手およびその他の大会参加者に安全で衛

生的かつ健康的な環境を提供するのに十分な水準であることを保証するものとする。 

5. 加盟国協会および組織委員会は、本規則および細則に規定されている安全衛生要件に

関するワールドローイングからの問い合わせに、完全かつ迅速に対応するものとする。 

規則第 14 条（細則） 漕手の安全と健康 

1. 水泳能力 
世界選手権,ワールドカップやオリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックの予選会に出
場するすべての漕手は、50m を泳ぎ、3 分間無抵抗で頭を水上に保つことができなければ
ならない。加盟国協会は、漕手がこれらの最低基準を満たしていることを確認し、証明す
る責任があり、ワールドローイングが要求した場合にはその証拠を提供できる。世界マスタ
ーズレガッタでは、個々のマスターズ漕手の責任となる（規則第 20 条）。 

2. 競技前の健康診断 
a. ワールドローイングシニア、U23、U19、ビーチスプリント選手権に出場する漕手は、IOC が推奨する

手順に従って、アンケート、身体検査、心電図を含む大会前の健康診断を受けなければならな
い。加盟国協会は、これらの競技前健康診断が行われたことを確認・証明し、ワールドローイング
が要求した場合にはその証拠を提供できるようにする責任がある。 

b. ワールドローイングシニア、U23、U19、ビーチスプリント世界選手権に出場する漕手は、
医療質問票に記入し、医療検査を受けなければならない。 
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examination each year, and, in addition, must undergo a resting ECG every three years 
up to the age of 23, and every five years after the age of 23. 

c. For all other World Rowing Championship and World Rowing Cup regattas, and World 
Rowing Masters Regattas, it is strongly recommended that rowers competing in these 
events undergo this Pre-competition Health Screening. 

3. Intravenous re-hydration 
Any rower who has been re-hydrated intravenously shall not subsequently compete on that 
day. 

4. Injections (No-Needle Policy) 
During International Regattas (from 24 hours before the start of the first race of the Regatta 
through to 24 hours after the end of the last race at such Regatta), any injection to any site 
of a rower’s body of any substance: 
a. Must be medically justified; 

Justification includes physical examination by a certified medical doctor (M.D.), diagnosis, 
prescription of medication, route of administration and appropriate documentation; 

b. Must respect the approved indication of the medication; 
c. Must be administered by a certified medical professional; and 
d. at regattas where a World Rowing Doctor is present, must be reported immediately and in 

writing not later than 24 hours afterwards to the World Rowing Doctor, including rowers 
with a valid TUE. The report must include the diagnosis, medication and route of 
administration. 

The disposal of used needles, syringes and other biomedical material which may affect the 
security and safety of others, including blood sampling (e.g. lactates) and other diagnostic 
equipment shall conform to internationally recognised safety standards. 

5. Member Federation Chief Medical Officer and Team Medical Officer 
a. Each member federation competing in events under these Rules, Bye-Laws and Regulations must, 

before the first competitions of crews from their federation each year, provide to World Rowing the 
name and contact details of its Chief Medical Officer with whom World Rowing may communicate on 
medical issues of a confidential or other nature and shall notify World Rowing of any change thereof.  

b. At the time that a team arrives at a regatta venue, the Team Manager shall register with World Rowing 
the name of its Team Medical Officer (if any) who is attending the regatta with that team.  

c. The Team Manager and Team Medical Officer are required to inform the organising committee Medical 
Officer about medical issues in their team which may be relevant to public health and safety of an 
event. 

また、23 歳までは 3 年に 1 回、23 歳以降は 5 年に 1 回、安静時心電図検査を受けなければな
らない。 

c. その他世界選手権、ワールドカップ、および世界マスターズレガッタを含むすべての大会について、
これらの大会に参加する漕手がこの競技前健康診断を受けることを強く推奨する。 

3. 静脈注射による補液 
静脈注射による補液を受けたすべての漕手は、その後その日の競技に参加してはならない。 

4. 注射（ノーニードルポリシー） 
国際レガッタ期間中（大会の最初のレース開始 24 時間前から当該大会の最後のレース終了 24 時
間後まで）、漕手の身体のいずれの部位に対するいかなる物質の注射は、 

a. 医学的に正当な理由がなければならない。 
正当な理由付けには、資格を付与された医師による診察、診断、処方箋、投与経路および適切
な文書を含む。 

b. 認可された薬物投与の適応を重んじるべきである。 
c. 認定された医療専門家によって投与されなければならない。 
d. ワールドローイングドクターが出席している大会では、有効な TUE を持つ漕手も含めて、直ちに、24

時間以内に書面でワールドローイングドクターに報告しなければならない。報告には、診断名、投
薬名、投与経路を記載しなければならない。 

使用済みの針、注射器、および採血（乳酸値など）やその他の診断機器など、他人の安全と安心に
影響を与える可能性のあるその他の生物医学的材料の廃棄は、国際的に認められた安全基準に
準拠するものとする。 

5. 加盟国協会のチーフ医療管理者とチーム医療管理者 
a. 本規則、細則、要項に基づいて競技を行う各加盟国協会は、毎年その協会のクルーが最初に出

場する大会の前に、機密事項やその他の性質の医療問題についてワールドローイングが連絡を
取ることのできるチーフ医療管理者の名前と連絡先をワールドローイングに提供しなければなら
ず、また、その変更をワールドローイングに通知しなければならない。 

b. チームが大会会場に到着した時点で、チームマネジャーは、そのチームと一緒に大会に参加する
チーム医療管理者（いる場合）の名前をワールドローイングに登録しなければならない。 

c. チームマネジャーとチーム医療管理者は、大会の公衆衛生と安全に関連する可能性のあるチー
ム内の医療問題について、組織委員会医療管理者に報告することが求められる。 

Rule 15 – Insurance 
1. Each member federation or club participating at a World Rowing Event shall ensure that it 

has adequate and appropriate insurance cover in place for each of its rowers and 
accompanying team officials (including delegates) for at least the duration of the event and 
the period of travel to and from.  

2. Only where a World Rowing Event permits an individual rower to enter that event directly 
and not through a member federation or a club, and a rower makes such a direct entry, that 
rower shall similarly ensure that he or she has adequate and appropriate insurance cover in 
place for the rower and any official such as a coach accompanying that rower. 

3. For the purpose of this Rule, “adequate and appropriate insurance cover” shall 
include cover for: 
a. General (third party) liability – sufficient for the countries visited; 

規則第 15 条 保険 
1. ワールドローイング大会に参加する各加盟国協会またはクラブは、少なくとも大会期間中お

よび往復の移動期間中、各漕手および同行するチーム関係者（役員を含む）に対して、十

分かつ適切な保険をかけていることを確認しなければならない。 

2. ワールドローイング大会が、加盟国協会やクラブを通さずに個人の漕手が直接大会に参加

することを認めている場合に限り、漕手がそのような直接エントリーする場合には、その漕手

は同様に、その漕手およびその漕手に同行するコーチなどの関係者のために十分かつ適

切な保険に加入していることを確認しなければならない。 

3. 本規則の目的上、「十分かつ適切な保険カバー」には、以下のカバーが含まれるものとする。 

a. 一般(第三者)賠償責任 - 訪問した国では十分。 
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b. Travel and medical expenses - sufficient for the country being visited and to 
include repatriation to the home country; and 

c. Property – for boats, other rowing related equipment and personal effects of 
significant value not covered by the travel insurance.  

4. Member federations or clubs, or rowers participating at a World Rowing event in 
the circumstances described in paragraphs 1 and 2 of this Rule shall, upon being 
requested by World Rowing to do so, provide documentation to World Rowing that 
confirms that they hold the various insurance coverage required by this Rule.  

b. 旅費および医療費 - 訪問先の国で十分な額であり、本国への送還も含まれる。 

c. 財産 - 海外旅行保険でカバーされていないボート、その他のボート関連機器、重要な

価値のある身の回り品。 

4. 本規則の第 1 項および第 2 項に記載された状況でワールドローイング大会に参加する加

盟国協会もしくはクラブ、または漕手は、ワールドローイングから要請があった場合、本規

則で要求される各種保険に加入していることを確認する書類をワールドローイングに提出

しなければならない。 
Rule 16 – Commitment 
1. Rowers may only compete at World Rowing Championship and World Rowing Cup regattas 

and qualification regattas for the Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games if they have 
submitted a signed World Rowing Commitment Form, according to Art. 57 of the Statutes.  
Each team official must have submitted a signed World Rowing Commitment Form to World 
Rowing before accreditation may be issued. 

2. Where World Rowing has also committed to follow the rules of other organisations as a 
condition of World Rowing’s authority in conducting the above events, rowers may also be 
required by World Rowing to sign additional commitments from such organisations as a 
condition to compete. 

規則第 16 条 誓約 
1. 漕手は、規則第 57 条に基づき、署名したワールドローイング誓約書を提出した場合に限

り、世界選手権、ワールドカップおよびオリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックの予

選大会に出場することができる。各チーム関係者は、大会の身分証が発行される前に、

署名したワールドローイング誓約書をワールドローイングに提出しなければならない。 

2. ワールドローイングが上記の大会を実施する権限の条件として、他の組織の規則に従うこと

も約束している場合、漕手は競技に参加する条件として、そのような組織からの追加の誓

約書に署名することをワールドローイングから求められることもある。 
Rule 17 – Age Categories 
The following age categories for rowers are recognised by World Rowing: 
1. Under 19 
2. Under 23 
3. Seniors 
4. Masters 

規則第 17 条 年齢別カテゴリー 
以下の漕手の年齢区分は、ワールドローイングにより承認される。 
１． U19 

２． U23 

３． シニア 

４． マスターズ 
Rule 18 – Additional Categories 
In addition to the age categories, World Rowing recognises a lightweight category for 
Seniors and Under 23, as well as a Para Rowing category for Seniors. 

規則第 18 条 追加カテゴリー 
ワールドローイングは、年齢区分に加え、シニアのパラローイングのカテゴリーの他、シニアおよ

び U23 の軽量級カテゴリーを承認する。 

SECTION 2 – Age Groups SECTION2 年齢別グループ 
Rule 19 – Under 19, Under 23 and Senior 
1. Under 19 - A rower may compete in an Under 19 rowing event until 31 December of the year in which 

they reach the age of 18.  
2. Under 23 - A rower may compete in an Under 23 rowing event until 31 December of the year in which 

they reach the age of 22. 
3. Senior – Senior rowing events are open to rowers of all ages. 

規則第 19 条 U19、U23、シニア 
1. U19 - 18 歳に達した年の 12 月 31 日まで、U19 の大会に参加することができる。 

2. U23 - 22 歳に達した年の 12 月 31 日まで、U23 の大会に参加することができる。 

3. シニア - シニアの大会は、すべての年齢層の漕手に開かれている。 

SECTION 3 – Masters SECTION 3 マスターズ 
Rule 20 – Masters 
A rower may compete in Masters rowing events from the beginning of the year during which 
they reach the age of 27. A World Rowing Masters Regatta shall be conducted each year under 
the supervision of the Masters Commission. The World Rowing Masters Regatta shall be an 
International Regatta under these rules. 
Bye‑Laws to Rule 20 – Masters 
Refer to Appendix R16 – World Rowing Masters Regatta Regulations. 

規則第 20 条 マスターズ 
漕手は、27 歳に達する年の年初からマスターズ競漕大会に出場することができる。世界マス

ターズレガッタは、マスターズ委員会の指導の下に開催されねばならない。世界マスターズレ

ガッタは、これら規則に基づく国際レガッタである。 

規則第 20 条（細則） マスターズ 
附則 R16 ワールドローイングマスターズ規定参照のこと。 
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SECTION 4 – Coxswains 
Rule 21 – Coxswains 
Coxswains are members of the crew. Any reference to rowers in these Rules shall include 
coxswains unless otherwise stipulated. 
Except for multi-sport Games and relevant qualification regattas which shall be subject to the 
rules of the authority concerned, the gender of the coxswain shall be open so that a men’s crew 
may be coxed by a woman and a women’s crew by a man. Age categories shall apply to 
coxswains, except in Masters events. In exceptional cases, the Executive Committee may 
make exceptions. 
The minimum weight for a coxswain wearing the racing uniform is 55.0 kilogrammes (“kgs”). 
To make up this weight, coxswains may carry a maximum of 15.0 kgs deadweight which shall 
be placed in the boat as close as possible to their person. No article of racing equipment shall 
be considered as part of this deadweight.  
These provisions shall also apply to coxswains in lightweight races. 
Bye‑Law to Rule 21 – Weighing of Coxswains 
Coxswains shall be weighed wearing only their racing uniform on tested scales not less than 
one hour and not more than two hours before their first race in each event in which they are 
competing on each day of the competition. 
The weighing scales shall indicate the weight of the coxswain to 0.1 kgs. 
The Control Commission may require on the occasion of the first weighing, or subsequently, 
the presentation of an official identity card with photograph. Where an official photograph of the 
crew has been checked for correctness against such identity card, this photograph may be used 
instead by the Control Commission at time of weighing. 
If coxswains are carrying deadweight, the Control Commission may require the weight of the 
deadweight to be checked at any time before the race or until immediately after disembarkation. 
Additionally, the Starter and Umpire may check the presence of the deadweight. 

SECTION 4 コックス 
規則第 21 条 コックス  
コックスはクルーの一員である。この規則では、他に規定がない限り、漕手にはコックスが含ま

れるものとする。 
マルチスポーツ大会および関係当局の規則に従う関連資格レガッタを除き、男子クルーのコックスを女

性が、女子クルーのコックスを男性が行うことができるように、コックスの性別はオープンでなければなら

ない。マスターズ競技を除き、コックスには年齢区分を適用する。例外的に、常任理事会は例外を設け

ることができる。 

レースユニフォームを着用したコックスの最低体重は 55.0 キログラム（以下、「キログラム」）。 

この重量を補うために、操舵手は最大 15.0kg の自重を搭載することができるが、これは可能な限り身

体に近い位置でボートに搭載しなければならない。レース用具は、この自重の一部とはみなされない。 

本規定は、軽量級レースのコックスにも適用される。 

規則第 21 条（細則） コックスの計量 
コックスは、大会の各日に出場する各種目の最初のレースの 1 時間前から 2 時間前までに、
試験済みの体重計でレースユニフォームのみを着用して体重を測定しなければならない。 
計量器は、操舵手の体重を 0.1 キログラム単位で表示しなければならない。 
監視員は，最初の計量時またはその後に，写真付きの公的身分証明書の提示を要求するこ
とができる。クルーの公式写真がその身分証明書に対して正確であることが確認されている
場合には， 監視は，計量時にこの写真を代わりに使用することができる。 
コックスが重荷を積んでいる場合、監視員は、レース前または下船直後まで、いつでも重荷の
重量を確認するよう求めることができる。さらに、発艇員と審判は重荷の有無を確認すること
ができる。 

SECTION 5 – Lightweights 
Rule 22 – Lightweights 
1. Rowers may compete in lightweight rowing events if they meet the following criteria: 

a. A crew competing in a lightweight men’s crew event shall have an average weight 
(excluding coxswain) not exceeding 70.0 kgs, and no individual rower may weigh more 
than 72.5 kgs. 

b. A rower competing in a lightweight men’s single sculls event may not weigh more than 
72.5 kgs. 

c. A crew competing in a lightweight women’s crew event shall have an average weight 
(excluding coxswain) not exceeding 57.0 kgs, and no individual rower may weigh more 
than 59.0 kgs. 

d. A rower competing in a lightweight women’s single sculls event may not weigh more than 
59.0 kgs. 

*Please note: The 2020 FISA Extraordinary Congress has delegated authority to the 2022 
World Rowing Ordinary Congress to consider possible changes to lightweight averaging for 
2023 and onwards. 
Bye‑Law to Rule 22 – Weighing of Lightweight Rowers 
Lightweight rowers shall be weighed wearing at least their racing uniform on tested 
scales not less than one hour and not more than two hours before their first race of 
each lightweight event in which they are 

SECTION 5 軽量級 
規則第 22 条 軽量級 
1. 漕手は、以下の基準を満たす場合、軽量級種目に出場することができる。 

a. 軽量級男子クルー（コックスを除く）は平均体重が 70kg 以下で、漕手個人は 72.5kg 以

下であること。 

b. 軽量級男子シングルスカルの漕手は 72.5kg 以下であること。 

c. 軽量級女子クルー（コックスを除く）は平均体重が 57kg 以下で、漕手個人は 59kg 以

下であること。 

d. 軽量級女子シングルスカルの漕手は 59kg 以下であること。 

*注意：2020 年 FISA 臨時総会は、2023 年以降の軽量級の平均体重を変更する可能性を

検討する権限を 2022 年ワールドローイング通常総会に委ねている。 

規則第 22 条（細則） 軽量級漕手の計量 
軽量級漕手は出場するレースユニフォームのみを着用し、出漕日毎に各軽量級種目の最初
のレースの 2 時間前から 1 時間前までの間に、検定済の計量器において計量しなければな
らない。 
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competing, each day of the competition. The weighing scales should indicate the 
weight of the rower to 0.1 kgs. 
Notwithstanding the foregoing, 
1. If two rounds of the same event take place on the same day of competition and 

some rowers in the second round do not have to race in the first round of that day, 
then these rowers in the second round shall be weighed at the same time as the 
rowers in the first round. 

2. On each occasion of weighing, each crew shall present itself together as a crew at 
the weighing centre and shall be weighed as a crew. If the first race is subsequently 
postponed or cancelled, the lightweight rower is not required to be weighed again 
on the same day for that event. 

3. The Control Commission shall require presentation of each rower’s official identity 
card with photograph at the time of the first weighing of the rower or subsequently. 
Where an official photograph of the crew has been checked for correctness against 
such identity card, this photograph may be used instead by the Control Commission 
at time of weighing. 

4. A rower or crew not meeting the required weight may be weighed again any number 
of times within the allowed time limit. However, if a rower or crew fails to meet the 
required weight or does not present itself by the expiry of the time permitted for 
weighing, the rower and the crew of that rower are no longer eligible and shall be 
excluded from the event. 

5. A reserve for a lightweight crew may be weighed with the crew as if a member of 
that crew. The recorded weight then applies in the event of a substitution under 
Rule 48 or 49. 

6. If a crew has officially weighed in without a reserve, a replacement rower under the 
provisions of Rule 48 or 49 may be weighed at any time before the next race of the 
crew. In such case, the individual weight and the crew average weight using the 
weight of the replacement rower and the recorded weights of the remaining crew 
members must comply with this Rule. 

計量器は、漕手の重量を 0.1 キログラム単位で表示すること。 
前述の事項にかかわらず 
1. 同一種目において 2 ラウンドが同日に実施され、2 番目のラウンドに出場するが最初のラウ

ンドには出場する必要のない漕手がいた場合、これらの漕手は、最初のラウンドの漕手と同
時に計量を行わねばならない。 

2. 各計量時には、そのクルーも、クルーとして一緒に計量に出頭し、クルーとして 計量を受け
なければならない。最初のレースが後に延期または中止された場合、軽量級漕手は当該
種目の同一日において再度計量される必要はない。 

3. 監視は、漕手の最初の計量時またはその後に、各漕手の公式の写真入り身分証明書の
提示を求めなければならない。クルーの公式写真がその身分証明書に対して正確である
ことが確認されている場合には、 監視は、計量時にこの写真を代わりに使用することができ
る。 

4. 要求された重量を満たさない漕手またはクルーは、許可された時間内であれば何度でも
再計量することができる。ただし、規定の重量に満たない場合や、計量時間内に出頭しな
い場合は、その漕手およびそのクルーは資格を失い、競技から除外される。 

5. 軽量級クルーの補欠漕手は、当該クルーのメンバーとして、そのクルーと一緒に計量する
ことができる。記録された重量は、規則第 48 条または第 49 条に基づく代漕する場合にお
いて適用される。 

6. 控えのいないクルーが公式に計量された場合、規則第 48 条または第 49 条の規定に基
づく代替漕手は、そのクルーの次のレースまでにいつでも計量することができる。この場合、
交代要員の体重と残りのクルーの記録された体重を用いた個人の体重およびクルーの平
均体重は、この規則に従わなければならない。 

SECTION 6 – Para Rowing SECTION 6 パラローイング 
Rule 23 – Para Rowing 
Rowers may compete in a Para Rowing event if they have an Eligible Impairment and 
have been allocated an eligible Sport Class and Sport Class status under the Para 
Rowing Classification Regulations (Appendix R15). Rowers may compete in a more 
functional Sport Class than their assigned Sport Class, but not a less functional Sport 
Class. 
The categories and boat classes are defined in the Para Rowing Competition 
Regulations  
(Appendix R14). 

規則第 23 条 パラローイング 
漕手は、出場資格のある障がいを有し、パラローイングクラス分け規約（附則 R15）に基づい

て適格なクラスとクラスのステータスを割り当てられていれば、パラローイング大会に出場する

ことができる。漕手は、割り当てられたクラスよりも機能的なクラスで競技することができるが、

機能的でないクラスでは競技できない。 

カテゴリーおよび艇種は、パラローイング競技規定（附則 R14）に定められている。 
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PART III – BOAT CLASSES 
Rule 24 – Boat Classes 
The following boat classes are recognised by World Rowing: 
1. Single sculls (1x) 
2. Double sculls (2x) 
3. Pair (2-) 
4. Coxed Pair (2+) 
5. Quadruple sculls (4x) 
6. Coxed Quadruple sculls (4x+) 
7. Four (4-) 
8. Coxed Four (4+) 
9. Eight (8+) 
Rule 25 – World Championship Event Programme 
In principle, the events programme for World Rowing Championship regattas shall be 
the same for men and women. 
World Rowing Championships are held in the following events: 

第 3 章 艇種 
規則第 24 条 艇種 
ワールドローイングにより公認された艇種は次の通り： 
1. シングルスカル（1x） 

2. ダブルスカル（2x） 

3. ペア（2-） 

4. 舵手付ペア（2+） 

5. クオドルプルスカル（4x） 

6. 舵手付クオドルプルスカル（4x+） 

7. フォア（4-） 

8. 舵手付フォア（4+） 

9. エイト（8+） 

規則第 25 条 世界選手権大会プログラム 
世界選手権大会プログラムは、原則として男女とも同じものとする。 

世界選手権は以下の種目で開催される。 

 
The Council will propose the most appropriate programme to the Quadrennial 
Congress convened in accordance with Article 32, to be valid for the next 4 years. 
The event programmes for the World Rowing Coastal Championships, World Rowing 
Beach Sprint Championships and World Rowing Indoor Championships shall be found 
in their relevant Event Regulations (Appendices).  
*Please note: The 2020 FISA Extra-Ordinary Congress has delegated authority to the 2022 
World Rowing Ordinary Congress to consider possible changes to the World Rowing 
Championship programmes for 2023 and onwards. 

理事会は、規則第 32 条に従って召集される 4 年ごとの総会に、今後 4 年間有効な最も適

切なプログラムを提案する。 

世界コースタル選手権、世界ビーチスプリント選手権、世界インドアローイング選手権の大会

プログラムは、それぞれの大会規則（附則）に記載されている。 

注：2020 年 FISA 臨時総会は、2023 年以降の世界選手権プログラムの変更の可能性を検

討する権限を 2022 年ワールドローイング通常総会に委ねている。 

Rule 26 – Olympic Games Event Programme 
The events programme for the Olympic regatta shall be determined by the IOC Executive Board 
after consultation with World Rowing in accordance with the Olympic Charter. 
The World Rowing Congress shall select a recommended Olympic programme that the World 
Rowing Executive Committee shall submit to the IOC. 

規則第 26 条 オリンピック大会プログラム 
オリンピックの大会プログラムは、オリンピック憲章に基づき、ワールドローイングと協議の上、IOC 理事会

が決定する。ワールドローイング総会は、推奨オリンピックプログラムを選定し、ワールドローイング常任理

事会が IOC に提出する。 
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Bye‑Laws to Rule 26 – Olympic Games Boat Classes 
The following events will be included on the rowing programme for the 2020 Tokyo 
Olympic Games and  
the 2024 Paris Olympic Games: 

規則第 26 条（細則） オリンピックの艇種 
2020 年東京オリンピックおよび 2024 年パリオリンピックのローイングプログラムには、以下の
競技が含まれる。 

 
 
Rule 27 – Boat Classes at Other Events 
The events at Regional and Continental Championship regattas as well as multi-sport 
Games regattas shall be proposed to World Rowing by the regional or continental 
rowing confederation or multi-sport Games associations, as appropriate for World 
Rowing approval. 

規則第 27 条 他の大会の艇種 
地域および大陸選手権、マルチスポーツ大会における大会の競漕種目は、地域または大陸

連盟またはマルチスポーツゲーム協会が適宜ワールドローイングに提案し、ワールドローイング

の承認を得るものとする。 
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PART IV – BOATS AND CONSTRUCTION 
Rule 28 – Free Construction 
The construction, design and dimensions of boats and oars shall, in principle, be 
unrestricted subject to the Bye‑Laws to this Rule and to Rule 29. However, except for 
the rowers’ seats, all load bearing parts including the axes of moving parts must be 
firmly fixed to the body of the boat.  
Bye‑Laws to Rule 28 – Boats and Equipment 
Refer to Appendix R2 – Boats and Equipment. 

第 4 章 艇と構造 
規則第 28 条 自由構造  
艇およびオールの構造、デザイン、寸法について、本規則の細則および規則第 29 条に従う
ことを条件に、原則として無制限とする。ただし、漕手のシートを除き、可動部の軸を含むすべ
ての耐荷部位は、艇本体にしっかりと固定されていなければならない。 

規則第 28 条（細則） 艇と装備 
附則 R2「艇と装備」を参照してください。 

Rule 29 – Innovations in Equipment 
1. Innovations in equipment including, but not limited to, boats, oars, related 

equipment and clothing, must meet the following requirements before being used 
in International Regattas: 
a. Be commercially available to all rowers (patents may not exclude the use by a team or a 

rower); 
b. Not add to the cost or complexity of the sport without adding corresponding value; 
c. Not provide an advantage to some rowers over others or change the nature of the sport; 
d. Be safe and consistent with the principles of sustainable development; and 
e. Be a positive development for the sport of rowing and maintain the principles, in particular 

those of fairness and equality, of the sport. 
2. An innovation must be submitted to the World Rowing Executive Committee for 

evaluation. If it is judged to meet the above conditions and is approved for use, it 
must be readily available for all rowers by 1 January in order to be authorised for 
use in International Regattas that year.  
Crews shall not be allowed to compete with unapproved innovations in events held 
under these Rules. 
The Executive Committee has the sole authority to decide all matters under this 
Rule including what constitutes an innovation, whether an innovation is significant, 
whether it is readily available, whether the costs are reasonable, whether it is safe 
and consistent with the principles of sustainable development and whether it is a 
positive development for the sport of rowing and maintains the principles of the 
sport. 

規則第 29 条 装備の改良  
1. ボート、オール、関連機器、服装を含む（ただしこれらに限定されない）装備の改良は、国

際レガッタで使用する前に以下の要件を満たさなければならない。 

a. すべての漕手が商業的に入手可能であること（特許により相手チームや漕手の使用を

除外してはならない） 

b. 競技に膨大な経費がかからないこと 

c. ある限られた漕手のみが有利にならないこと、また競技の本質を変えてはならない 

d. 安全であること、また環境にも優しいこと。 

e. スポーツとしてのローイング競技の発展に寄与し、特に公正と公平の原則を維持するこ

と 

2. 改良案件はワールドローイング常任理事会に提出され、評価を受けなければならない。上

記の条件を満たしていると判断され、使用が承認された場合、その年の国際レガッタでの

使用が許可されるためには、1 月 1 日までにすべての漕手がすぐに使用できるようにしな

ければならない。クルーは、本規則に基づいて開催される大会において、承認されていな

い改良技術を用いて競技することを認められない。 

ワールドローイング常任理事会は、何が改良案件を構成するか、重要であるかどうか、容

易に入手できるかどうか、コストが妥当かどうか、安全で持続可能な開発の原則に合致し

ているかどうか、ローイング競技にとって前向きな開発でありスポーツの原則を維持してい

るかどうかなど、本規則に基づくすべての事項を決定する唯一の権限を有する。 

Rule 30 – Weight of Boats 
All boats used at World Rowing Championship, World Rowing Cup, Olympic, 
Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification regattas, Regional Games and 
Continental Championship regattas and all other International Regattas shall be of 
defined minimum weights as set out in the Bye‑Laws to this Rule. 
The minimum boat weights for boats used at coastal rowing and beach sprint rowing 
events are found in Appendix R18 and Appendix R19. 
Bye‑Laws to Rule 30 – Weight of Boats  
Refer to Appendix R3 – Weight of Boats. 

規則第 30 条 艇の重量 
世界選手権大会、ワールドカップ、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連

する予選大会、地域および大陸選手権、その他すべての国際レガッタで使用される艇は、こ

の規則の細則に最低重量を定めている。 

コースタルおよびビーチスプリント競技で使用する最小の艇重量は、附則 R18 および附則

R19 に記載されている。 

規則第 30 条（細則） 艇の重量 
附則 R3「艇の重量」を参照。 
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PART V – COURSES 第 5 章 コース 
Rule 31 – Characteristics 
1. The standard international course for World Rowing Championship, World Rowing Cup, 

Olympic Games, Paralympic Games and relevant qualification regattas, Regional Games, 
Continental Championships and International Regattas shall provide fair and equal racing 
conditions for six crews racing in separate, straight, parallel lanes that are perpendicular to 
the Start and Finish lines, over a distance of 2,000 metres. 

2. For World Rowing Championship, World Rowing Cup, Olympic, Paralympic and relevant 
qualification regattas, the standard international course shall be provided with technical 
installations and equipment to Category A level as defined in the Bye‑Laws to Rules 31 to 
33.  
In addition, it must also comply with all the specifications and descriptions given in the latest 
version of the World Rowing Manual.  

3. Requirements for the World Rowing Coastal Championships, World Rowing Beach 
Sprint Championships and World Rowing Indoor Championships are defined in the 
relevant Event Regulations. 

4. In order to be classified by World Rowing as a standard international course, full details of 
the course concerned must be submitted in writing to World Rowing by the applicants, and 
the course must be inspected at the cost of the member federation concerned and approved 
by an expert appointed by World Rowing. 

5. The Council may approve non-standard requirements for World Rowing Championship, 
World Rowing Cup, Olympic, Paralympic and relevant qualification regattas, Continental and 
Regional Games and Continental Championship regattas where this is in the interests of the 
event and the sport of rowing. 

規則第 31 条 特徴 
1. 世界選手権、ワールドカップ、オリンピック、パラリンピック、および関連する予選大会、地域

および大陸選手権、およびすべての 国際レガッタ用の国際標準コースは、分離された真

っ直ぐで平行な 2,000m の距離があり、6 レーンすべてに公平で同じレース条件を提供す

ること。 

2. 世界選手権、ワールドカップ、オリンピック、パラリンピックおよび関連の予選大会、地域およ

び大陸選手権、およびすべての国際レガッタ用の国際標準コースは、細則で規定される

カテゴリ－A レベルの技術的設備と装置を備えていなければならない。加えて国際標準コ

ースは「ワールドローイング競漕マニュアル」の最新版に載っている仕様と解説にも従うこ

と。 

3. 世界コースタル選手権、世界ビーチスプリント選手権、世界インドアローイング選手権の要

件は、関連する大会規則に定義されている。 

4. ワールドローイングが標準的な国際コースとして分類するためには、申請者が書面で当該コ

ースの詳細をワールドローイングに提出し、当該加盟国協会の費用負担でコースを検査

し、ワールドローイングが指名した専門家が承認しなければならない。 

5. 理事会は、世界選手権、ワールドカップ、オリンピック、パラリンピック、関連する予選大会、

コンチネンタルゲーム、リージョナルゲーム、コンチネンタルチャンピオンシップの大会にお

いて、大会とローイングスポーツの利益になる場合は、標準外の要件を承認することがで

きる。 
Rule 32 – Racing Distance 
1. International Regattas 

The standard international racing distance shall be 2,000 metres straight for men and women 
in the categories Senior, Under 23, Under 19 and Para Rowing. For Masters (men, women 
and mixed crews) the racing distance shall be 1,000 metres straight. 

2. World Rowing Championship regattas 
The length of the standard World Championship course shall be 2,000 metres straight. The provisions 
of this Rule require the use of moveable starting installations in order that the bows of all boats of 
whatever class may be aligned on the same start line. 
Requirements for the World Rowing Coastal Championships, World Rowing Beach Sprint 
Championships and World Rowing Indoor Championships, are defined in the relevant Event 
Regulations. 

3. The length of the course and all intermediate distances shall be measured by an independent 
qualified surveyor and a certified plan shall be held by the organising committee. This plan 
shall be available for inspection by World Rowing at any time. For World Rowing 
Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification regattas, 
World Rowing may request a further survey be carried out to standards specified in the latest 
version of the World Rowing Manual. 

4. The Council may grant exceptions to this rule where necessary for regattas in multi-sport 
competitions, Continental or other Championships where it is clearly demonstrated that a 
standard course is not reasonably achievable. 

5. A non-standard course may be shorter (for example, sprints) or longer (for example, long 
distances, head of the river, etc.) than the standard course. It is not necessary that a 
nonstandard course be straight. 

規則第 32 条 レース距離 
1. 国際レガッタ 

標準的な国際レースの距離は、シニア、U23、U19、パラローイングのカテゴリーの男女で、直線

2,000m とする。マスターズ（男子、女子、混合クルー）のレース距離は、1,000m ストレートとする。 

2. 世界選手権 

世界選手権の標準コースの長さは、直線で 2,000m とする。この規則の規定では、クラスを問わずす

べての艇の艇首が同じ発艇線上に並ぶように、移動可能なスタートインスタレーションを使用すること

が求められている。 

世界コースタル選手権、世界ビーチスプリント選手権、世界インドアローイング選手権の要件は、関連

する大会規則に定義される。 

3. コースの長さとすべての中間距離は、中立的な資格のある測量士によって測定され、証明された図

面を組織委員会が保有するものとする。この計画は、いつでもワールドローイングの検査に供される

ものとする。世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピック、および関連する予選大会

については、ワールドローイングは、ワールドローイングマニュアルの最新版に規定されている基準に

沿って、さらなる調査を行うよう要請することができる。 

4. 理事会は、マルチスポーツ大会、大陸およびその他の選手権において、国際標準コース

の設定が不可能な理由があることを明快に提示された場合、本規則の例外を許可するこ

とがある。 

5. 非標準コースは、標準距離より短くても（例えばスプリントレース）、長くても（例えば長距離

レースやヘッドレース等）構わない。非標準コースは、真っ直ぐである必要もない。 
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Rule 33 – Number of Lanes 
1. International Regattas 

On standard international courses, races shall normally be held using up to six 
lanes. 

2. World Rowing Championship and World Rowing Cup regattas Races shall be held 
using up to six lanes but, in principle, the course shall have at least eight lanes 
usable for racing. 
Requirements for the World Rowing Coastal Championships, World Rowing Beach 
Sprint Championships and World Rowing Indoor Championships, are defined in the 
relevant Event Regulations. 

Bye‑Laws to Rules 31 to 33 – Regatta Courses  
Refer to Appendix R4 – Regatta Courses 

規則第 33 条 レーン数 
1. 国際レガッタ  

国際標準コースでは、レースは通常 6 レーンまでを利用して行われる。 

2. 世界選手権およびワールドカップは 6 レーンまでを利用して行われるが、原則としてコース

は少なくともレースに使用可能な 8 レーンを有すること。世界コースタル選手権、世界ビー

チスプリント選手権、世界インドアローイング選手権の要件は、関連する大会規則に定義

される。 

規則第 31 条から第 33 条（細則） レガッタコース 
附則 R4 レガッタコース参照 
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PART VI – ORGANISATION OF REGATTAS 第６章 レガッタの開催 
SECTION 1 – General SECTION 1 一般  
Rule 34 – Authority of World Rowing 
All International Regattas and International Indoor Rowing competitions are under the overriding authority 
of World Rowing and, subject thereto, of the member federation concerned. An organising committee shall 
be responsible for the organisation of regattas. 
World Rowing Championship, World Rowing Cup, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant 
qualification regattas, Continental and Regional Championship regattas as well as regattas in connection 
with other multisport competitions shall take place under the authority of World Rowing, which will give 
directions to the organising committee. The Executive Committee shall nominate Technical Delegates for 
each regatta in accordance with Appendix R5. 

規則第 34 条 ワールドローイングの権限 
すべての国際レガッタおよび国際インドアローイング大会は、ワールドローイングおよびそれを前提とした

当該加盟国協会の最上位の権限の下にある。組織委員会は、レガッタの組織に責任を負うものとする。 

世界選手権、ワールドカップ、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選会、大

陸および地域選手権その他マルチスポーツ大会に関連するレガッタは、組織委員会に指示を与えるワ

ールドローイングの権限の下で開催される。常任理事会は附則 R5 に従い、各レガッタの技術総監を指

名する。 

SECTION 2 – Regatta Roles SECTION 2 大会の役割 
Rule 35– The Organising Committee 
The relevant member federation shall ensure that an organising committee is formed for each 
International Regatta or International Match. The organising committee is responsible to ensure 
the proper preparation and operation of the regatta in accordance with the Rules of Racing, 
related Bye‑Laws and Event Regulations. 
The responsibilities and duties of the organising committee are set out in the Bye‑Laws to this 
Rule at Appendix R5, Regatta Roles. 

規則第 35 条 組織委員会 
関連加盟国協会は、各国際レガッタまたは国際試合のために組織委員会を設立することを

確実にしなければならない。組織委員会は、競漕規則、関連細則、大会規則に従って、レガ

ッタの適切な準備と運営を行う責任がある。 

組織委員会の責任と任務は、附則 R5「大会の役割」に定められている。 

Rule 36 – Team Manager 
1. At International Regattas each member federation or club shall appoint an individual (the 

“Team Manager”) who will be responsible for official communication between rowers and 

coaches and the organising committee during a regatta. Team Managers are responsible for 
their team and they or their delegate must identify themselves to the organising committee 
and agree arrangements for subsequent communications, including attendance at all Team 
Managers’ Meetings. 

2. At World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant 
qualification regattas, and World Rowing Cup regattas, each participating member federation 
shall appoint a Team Manager. Team Managers, or their delegates, shall attend each official 
Team Managers’ Meetings and shall communicate to all rowers and coaches in their teams 
all relevant information from the meeting or otherwise distributed to Team Managers, 
including that concerning racing and safety, and shall be responsible for all official 
communications with World Rowing during the regatta on matters concerning their teams, including 
withdrawal of crews and substitution of rowers. 

3. Failure of a member federation or club to appoint a Team Manager or failure of a Team Manager to attend 
official meetings or communicate information may result in the member federation being sanctioned by 
the Executive Committee. 

規則第 36 条 チームマネジャー 
1. 国際レガッタでは、各加盟国協会またはクラブは、レガッタ中の漕手、コーチ、および組織委員会間

の公式コミュニケーションに責任を持つ個人「チームマネジャー」を任命しなければならない。チーム

マネジャーは、そのチームに責任を持ち、彼らまたは彼らの代理人は、組織委員会にチームマネジ

ャーであることを告げ、すべてのチームマネジャーミーティングへの出席を含む、その後のコミュニケ

ーションのための取り決めに同意しなければならない。 

2. 世界選手権大会およびオリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選会、なら

びにワールドカップにおいて、各参加加盟国協会はチームマネジャーを任命する。チームマネジャ

ー、またはその代理人は、各公式チームマネジャーミーティングに出席し、ミーティングで得た、また

はチームマネジャーに配布されたレースや安全に関するものを含むすべての関連情報をチーム内

の全漕手およびコーチに伝え、また、クルーの棄権や漕手の交代を含むチームに関する事項につい

て、レガッタ期間中にワールドローイングとのすべての公式コミュニケーションを行う責任を負うものと

する。 

3. 加盟国協会やクラブがチームマネジャーを任命しなかったり、チームマネジャーが公式の会議に出席

しなかったり、情報を伝達しなかったりした場合、加盟国協会は常任理事会から制裁を受けることが

ある。 

Rule 37 – World Rowing – Roles at Regattas 
World Rowing shall have certain responsibilities at regattas including duties carried out by 
specified officials. Racing will be conducted in accordance with these Rules by International 
Umpires, the Jury and the Board of the Jury. 
1. The Executive Committee shall have specific responsibilities at regattas under the 

Statutes and Rules of Racing. In addition: 
a. International Regattas and International Matches - the Executive Committee 

may appoint a Technical Delegate to represent World Rowing at the regatta 

規則第 37 条 ワールドローイング 大会の役割 
ワールドローイングは、特定のオフィシャルが行う職務を含む、レガッタにおける一定の責任を

有する。レースは国際審判員、審判員、裁定委員会によって本規則に基づいて行われる。 

1. 常任理事会は、定款および競漕規則に基づき、レガッタにおいて特定の責任を負うものと

する。それに加えて 

a.国際レガッタおよび国際対抗戦 – 常任理事会は、レガッタでワールドローイングを代表す

る技術代表を任命することができる。 
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b.World Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant 
qualification regattas and World Rowing Cup regattas – the Executive Committee 
shall appoint the following officials to represent World Rowing at the regattas: 
i. Technical Delegate(s) 
ii. President of the Jury 
iii. World Rowing Doctor 
iv. World Rowing Event Safeguarding Officer 
v. Fairness Committee 
The appointment, roles and responsibilities of these officials are set out in the Bye‑Law to 
this Rule at Appendix R5.  

2. Conduct of Racing 
a. The Jury - The Jury shall be responsible for conducting the racing and ensuring 

that the regatta is run in accordance with these Rules of Racing, Bye‑Laws and 
Event Regulations and shall be comprised of a group of International Umpires, 
supported where appropriate by national umpires.  
The safety of rowers must be the prime concern of the Jury at all times during the 
regatta. 

b. Board of the Jury - The Board of the Jury shall consider and decide on any 
protests made according to Rule 76 and shall consist of the President of the Jury and two 
other members of the Jury designated by the President of the Jury on a daily basis prior to the start 
of racing.  

c. International Umpires shall be responsible for conduct of racing as members of the Jury. 
Bye‑Laws to Rules 35–37 – Regatta Roles  
Refer to Appendix R5 – Regatta Roles 

b. 世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選会およ

びワールドカップ- 常任理事会は、レガッタでワールドローイングを代表する以下の役員

を任命する。 

i.技術総監（複数可） 

ii.審判長 

iii.ワールドローイングドクター 

iv.ワールドローイング大会保護責任者 

v.公正委員会 

これらの役員の任命、役割、責任は、附則 R5 に記載されている。 

2. レースの実施 

a.審判員 – 審判は、レースを実施し、大会が本競漕規則、細則および大会規則に従って

運営されていることを確認する責任を負うものとし、国際審判団から構成され、必要に

応じて各国の審判団によってサポートされるものとする。大会期間中、漕手の安全は常

に審判員の最大の関心事でなければならない。 

b. 裁定委員会 – 裁定委員会は、規則第 76 条に基づいて行われた抗議を検討・決定す

るものであり、審判長と、毎日レース開始前に審判長が指名する他の 2 名の不服審査

委員で構成される。 

c. 国際審判員は、審判員の一員としてレースの実施に責任を負う。 

規則第 35-37 条（細則） 大会の役割 
附則 R5「大会の役割」を参照。 

SECTION 3 – Commercial and Identification Provisions 
Rule 38 – Commercial Publicity, Sponsorship, Advertising, and Identifications 
All Identifications displayed on clothing and equipment and in any other manner whatsoever at 
a regatta held under these Rules, related Bye‑Laws and Event Regulations (Appendix R6) shall 
be restricted and governed by these Rules. Any contravention shall be subject to penalty. 
Bye‑Laws to Rule 38 – Commercial Publicity, Sponsorship, Advertising, and 
Identifications  
Refer to Appendix R6 - Commercial Publicity, Sponsorship, Advertising, and Identifications 

SECTION3 商業および識別に関する規定 
規則第 38 条 商業的宣伝、スポンサーシップ、広告、および識別情報 
本競漕規則、関連細則および大会規則(附則 R6)に基づいて開催された大会において、衣

類や機器、その他の方法で表示されるすべての識別情報は、本規則によって制限され、管

理されるものとする。いかなる違反も罰則の対象となる。 

規則第 38 条（細則） 商業的宣伝、スポンサーシップ、広告および識別情報 
附則 R6「商業的宣伝、スポンサーシップ、広告および引き別」を参照。 

Rule 39 – Rowers’ Clothing and Blade Colours 
1. Members of the same crew shall compete wearing identical clothing except as 

allowed under the Bye‑Laws to Rule 38. If any members of the crew wear 
headwear, then the headwear worn by those crew members shall be identical 
except as allowed under the Bye‑Laws to Rule 38. 

2. The colours and design of the blades of all oars and sculls shall be identical on both 
sides. 

3. Coxswains may race wearing additional clothing in the colours of their crew. 
4. World Rowing Championship regattas 

a. Members of national crews shall wear the registered racing uniform of their 
member federation. The blades of all oars and sculls shall be in the registered 
colours of their federation. 

規則第 39 条 漕手の衣服とブレードの色 
1. 同一クルーのメンバーは、規則第 38 条細則で認められている場合を除き、同一のウェア

を着用して競技する。クルーの中にヘッドウェアを着用している者がいる場合は、規則第

38 条細則で認められている場合を除き、そのクルーが着用するヘッドウェアは同一のもの

でなければならない。 

2. すべてのオールとスカルのブレードの色とデザインは、両面とも同一でなければならない。 

3. コックスは、クルーの色の服を追加で着てレースをすることができる。 

4. 世界選手権 

a.ナショナルクルーのメンバーは、加盟国協会の登録されたレーシングユニフォームを着用

しなければならない。すべてのオールとスカルのブレードは、加盟国協会の登録色でな

ければならない。 
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b. At least three months before the first proposed use in competition, the design and colours of racing 
uniforms and blades shall be registered with World Rowing in accordance with Art. 13 of the Statutes.  

c. The Council may issue further regulations regarding rowers’ clothing at World Rowing Championship 
and World Rowing Cup regattas in particular, including use of a t-shirt provided by World Rowing or 
other World Rowing sponsor identification as defined in the Bye‑Law to Rule 38. 

Bye‑Law to Rule 39 – Rowers’ Clothing and Blade Colours 
At International Regattas, members of a composite crew shall either wear an identical uniform 
and Identifications or each member of the crew shall wear the uniform and Identification of his 
own club. 

b.競技会での最初の使用予定日の少なくとも 3 か月前に、競技用ユニフォームとブレードのデザイン

と色を、定款第 13 項に従ってワールドローイングに登録しなければならない。 

c.理事会は、ワールドローイングが提供する T シャツや、規則第 38 条細則に定義されているその他

のワールドローイングのスポンサーの識別情報の使用を含め、特に世界選手権やワールドカップで

の漕手の服装についてさらなる規則を発行することができる。 

規則第 39 条（細則） 漕手の衣服とブレードの色 

国際レガッタでは、複合クルーのメンバーは、同一のユニフォームと識別情報を着用するか、
または各クルーが自分のクラブのユニフォームと識別情報を着用しなければならない。 

Rule 40 – Prizes and Sponsorship Contracts 
Rowers may receive cash or other prizes for competition. They may also enter into sponsorship 
contracts provided these contracts are reviewed and approved by their member federation in 
advance, and that these contracts are in compliance with World Rowing Statutes and Rules of 
Racing, related Bye‑Laws and Event Regulations. 

規則第 40 条 賞品およびスポンサーシップ契約 
漕手は、競技のために現金またはその他の賞品を受け取ることができる。また、スポンサーシッ

プ契約を結ぶことができるが、これらの契約が事前に加盟国協会の審査を受けて承認され、かつ、これ

らの契約がワールドローイング定款、競漕規則、関連細則および大会規則を順守していることが条件と

なる。 

Rule 41 – World Rowing Merchandising Rights 
At all regattas under its authority World Rowing retains all rights to: 
1. Sell merchandise, souvenirs and other articles. The organising committee shall 

provide sites for this activity at no cost to World Rowing; 
2. Use and licence the name and official emblem of World Rowing and World Rowing 

and other names, emblems and logos as registered by World Rowing. 
World Rowing may share a proportion of the proceeds of the sale of these rights with 
the organising committees of relevant regattas. 

規則第 41 条 ワールドローイング商標権 
その権限下にあるすべての大会において、ワールドローイングは以下のすべての権利を保持

する。 
1. 商品、記念品、その他の物品を販売すること。組織委員会は、この活動のための会場をワールドロー

イングに無償で提供する。 

2. ワールドローイングおよびワールドローイングの名称と公式エンブレム、およびワールドローイングが登録

したその他の名称、エンブレム、ロゴを使用および使用許諾すること。 

ワールドローイングは、これらの権利の売却益の一部を、関連する大会組織委員会と共有す

ることができる。 

SECTION 4 – Entries, Withdrawals and Crew Changes 
Rule 42 – Authorisation of the Member Federation 
1. International Regattas 

A crew may compete in an International Regatta in another country only if authorised in 
writing by its member federation. The latter shall be held responsible for the payment of the 
entry fees. If an organising committee allows a crew to enter its regatta without written 
authorisation from the relevant member federation then that federation cannot be held 
responsible for the crew and for its actions. This rule shall not apply to Masters regattas. 

2. World Rowing Championship and World Rowing Cup regattas and qualification regattas for 
Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games 
Rowers shall compete under the name of their member federation which shall alone be 
entitled to enter and represent them. 

3. Olympic, Paralympic and Youth Olympic regattas 
Rowers shall compete under the name of their National Olympic or Paralympic Committee 
which shall alone be entitled to enter and represent them. 

SECTION 4 - エントリー、棄権、クルーの変更 
規則 42 - 加盟国協会の権限 
1. 国際レガッタ 

クルーは、その加盟国協会が書面で承認した場合に限り、他国で開催される国際レガッタに出場す

ることができる。後者は参加費の支払いに責任を負うものとする。組織委員会が、関連する加盟国協

会からの書面による許可なしにクルーの大会への参加を許可した場合、その協会はクルーとその行

動に対して責任を負うことはできない。この規則はマスターズレガッタには適用されない。 

2. 世界選手権、ワールドカップ、およびオリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックに関連する予選

会 

漕手は、加盟国協会の名前で競技するものとし、その協会のみが漕手を出場させ、代表する権利を

有するものとする。 

3. オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピック 

漕手は、自国のオリンピックまたはパラリンピック委員会の名前で競技を行うものとし、同委

員会は単独で漕手を出場させ、代表する権利を有するものとする。 
Rule 43 – Entries 
1. International Regattas 

a. The entry of a crew for an International Regatta will be valid if all details required 
by the entry form have been completed.  

b. Names shall be shown starting with the bow rower and finishing with the stroke 
rower, followed by the coxswain. 

規則第 43 条 エントリー 
1. 国際レガッタ 

a.国際レガッタのためのクルーのエントリーは、エントリーフォームに必要なすべての詳細が

記入された場合に有効となる。 

b.氏名は、バウから始まり、ストローク、そしてコックスの順に表示される。 
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c. The organising committee of an International Regatta must accept every valid 
entry made by the closing date except where only one entry is received by the 
entry deadline in which case that event will be cancelled. 

2. World Rowing Championship regattas 
a. Dedicated entry forms shall be made available to the member federations in 

principle two months before the closing date for entries.  
b. Entries must be received at World Rowing headquarters before the specified 

deadline (usually between 9 and 14 days before the date of the first heat).  
c. These entries shall indicate the crews, with the names and the birthdates of the 

rowers in the crews, starting with the bow rower and finishing with the stroke 
rower, followed by the coxswain.  

d. The entries shall also include the names and birthdates of any additional rowers 
who may be used as a replacement during the regatta. 

e. Minimum entries - Should only one crew be entered in an event at the entry 
deadline, the event will be cancelled. 

c.国際レガッタの組織委員会は、締切日までに有効なエントリーをすべて受理しなければ

ならない。ただし、エントリー締切日までに 1 つのエントリーしか受理されなかった場合に

は、そのイベントはキャンセルされる。 

2. 世界選手権 

a. 専用エントリーフォームは、原則としてエントリー締切日の 2 か月前に加盟国協会に配布

する。 

b.エントリーは、指定された締切日（通常、最初の予選開催日の 9～14 日前）にワールドロ

ーイング本部で受理されなければならない。 

c.これらのエントリーには、クルーを示し、そのクルーに属する漕手の名前、生年月日を、バ

ウから始まり、ストローク、そしてコックスの順に記載する。 

d.エントリーには、大会中に交代要員として使用される可能性のある追加の漕手の名前と

生年月日も含めるものとする。 

e.最小限のエントリー - エントリー締切日に 1 クルーしかエントリーしていない場合、そのイ

ベントはキャンセルされる。 
Rule 44 – List of Entries 
1. International Regattas 

Not later than two days after the closing of the entries, the organising committee 
shall send to all participating clubs and member federations a list of the entries, a 
provisional timetable of the heats, the time(s) and venue(s) of the Team Managers’ 
Meeting and draw, and details of the traffic rules. 

2. World Rowing Championship regattas 
World Rowing shall make a list of the entries from member federations entered in 
each event available to all federations concerned. 

規則第 44 条 エントリーリスト  
1. 国際レガッタ  

組織委員会は、エントリー締切後 2 日以内に、エントリーテスト、予選の暫定的なタイムテ

ーブル、チームマネジャーミーティングおよび抽選会の時間と会場、航行規則の詳細を、

すべての参加クラブおよび加盟国協会に送付しなければならない。 

2. 世界選手権  

ワールドローイングは、各競技会にエントリーした加盟国協会のエントリーリストを、関係する

すべての連盟に提供する。 
Rule 45 – False Declarations 
Any false declaration regarding the name, age, classification, club membership or 
eligibility of a rower may result in the disqualification of every rower of the crew 
concerned from all races for which they are entered at the regatta in question. The 
Executive Committee may apply additional penalties. 

規則第 45 条 虚偽の申告 
漕手の氏名、年齢、クラシフィケーション、クラブメンバーシップ、または資格に関するいかな

る虚偽の申告も、当該クルーのすべての漕手が当該レガッタでエントリーしたすべてのレース

から失格となることがある。常任理事会は追加の罰則を適用することができる。 

Rule 46 – Entry Irregularities 
1. International Regattas 

Any person, club or member federation claiming that an entry is not valid shall lodge 
an objection in writing promptly with the organising committee specifying the 
grounds upon which they consider that the entry is invalid. After consultation with 
the affected parties, the organising committee shall decide on the matter and, if 
found justified, shall reject the entry concerned. 

2. World Rowing Championship and World Rowing Cup regattas and qualification 
regattas for the Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games 
Any member federation claiming that an entry is not valid shall lodge an objection 
in writing promptly with the Executive Committee specifying the grounds on which 
it considers that the entry is invalid. After consultation with the affected parties, the 
Executive Committee shall decide on the matter and, if found justified, shall reject 
the entry concerned. 

規則第 46 条 エントリーの不正行為 
1. 国際レガッタ 

エントリーが無効であると主張する個人、クラブまたは加盟国協会は、エントリーが無効で

あると考える根拠を明記して、速やかに組織委員会に書面で異議を申し立てるものとす

る。組織委員会は、関係者との協議の後、その問題を決定し、正当であると認められた

場合には、当該エントリーを拒否するものとする。 

2. 世界選手権、ワールドカップおよびオリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックと関連す

る予選会 

エントリーが無効であると主張する加盟国協会は、エントリーが無効であると考える根拠を

明記して、速やかに書面で常任理事会に異議を申し立てるものとする。常任理事会は、

関係者との協議の後、その問題を決定し、正当であると認められた場合には、当該エント

リーを拒否するものとする。 
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Rule 47 – Withdrawals 
1. International Regattas 

a. If a club or member federation wishes to withdraw from an event that it has entered, it shall 
give notice in writing to the organising committee as soon as possible and, at the latest, 
before the Team Managers’ Meeting. 

b. In the case of a Regatta comprising two successive days of racing and where the events 
are held as two separate one-day regattas, a withdrawal for the second regatta must be 
given, in writing, to the organising committee no later than one hour after the last race of 
the first day.  

c. In the event of a withdrawal the organising committee may conduct a new draw. 
2. World Rowing Championship, World Rowing Cup regattas, Olympic, Paralympic, 

Youth Olympic and relevant qualification regattas  
If a member federation withdraws a crew or crews from an event in which it has 
been entered, it shall give notice in writing of the withdrawal to World Rowing, at the 
latest, three hours before the Draw. 

3. A withdrawal once made is irrevocable. 
Bye‑Law to Rule 47 – Withdrawals after the Withdrawal Deadline 
World Rowing Championship and World Rowing Cup regattas and qualification regattas for the 
Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games 
1. Notice of the withdrawal must be lodged with World Rowing at the World Rowing 

Regatta Office or another previously announced location. 
2. In cases of withdrawals received later than the deadline of three hours before the Draw, the 

member federation concerned will be fined EUR 500 or equivalent per withdrawal. However, 
there shall be no financial sanction for the withdrawal of a crew that withdraws for medical or 
safety reasons acceptable to World Rowing. 

規則第 47 条 棄権 
1. 国際レガッタ 

a.クラブまたは加盟国協会がエントリーした競技会を棄権をする場合は、できるだけ速やか
に遅くとも、チームマネジャーミーティングの前までに、書面で組織委員会に通知しなけ
ればならない。 

b. 連続する 2 日間のレースで構成される大会の場合で、イベントが 2 つの別々の 1 日レガ
ッタとして開催される場合、2 番目のレガッタの棄権は 1 日目の最終レース後 1 時間以
内に書面で組織委員会に提出しなければならない。 

c.棄権があった場合、組織委員会は新たに抽選を行うことができる。 

2. 世界選手権、ワールドカップおよびオリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックと関連す

る予選会 

加盟国協会がエントリーされた競技会からクルーを取り消す場合は、遅くとも抽選の 3 時

間前までに書面でワールドローイングに取り下げの通知をしなければならない。 

3. 一度行った棄権は取り消すことができない。 

規則第 47 条（細則） 棄権期限後の棄権 
世界選手権、ワールドカップ、およびオリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックと関連す
る予選会 
1. 棄権の通知は、ワールドローイングの大会事務所または事前に告知された別の場所でワー

ルドローイングに提出しなければならない。 
2. 抽選の 3 時間前という期限を過ぎてからの棄権の場合、当該加盟国協会は 1 回の棄権

につき 500 ユーロまたはその相当額の罰金を科される。ただし、ワールドローイングが認め
た医療上または安全上の理由で棄権したクルーに対しては、金銭的な制裁はないものと
する。 

Rule 48 – Crew Changes after the Entry Deadline and before the First Heat 
1. International regattas 

a. Crews – Clubs or member federations may substitute up to one half the number of rowers 
(as well as the coxswain, if applicable) in any crews entered by them, provided:  
i. that the replacement rowers are members of the same club, or, in the case of composite 

crews, of one of the clubs concerned.  
ii. in the case of national team crews, the replacement rower shall be of the same member 

federation. 
iii. Any substitution is to be notified in writing to the organising committee at least one hour 

before the first heat of the event. 
b. Single scullers – A single sculler who has entered shall not be replaced except in the case 

of illness or injury in accordance with the Bye‑Law 1b) to this Rule. 
2. World Rowing Championship, World Rowing Cup regattas and qualification regattas for the 

Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games: 
a. Crews – Member federations may substitute up to one half the number of rowers (as well 

as the coxswain, if applicable) in all crews entered by them, provided that the replacement 
rowers are eligible to represent that federation in accordance with these Rules, and that 
the changes are communicated in writing to World Rowing at least three hours before the 
first heat of the event. 

規則第 48 条 エントリー締切後、最初の予選前のクルー変更について 
1. 国際レガッタ 

a.クルー - クラブまたは加盟国協会は、エントリーしたクルーの漕手（該当する場合は、コックスも）の

人数の半分までを交代することができる。 

i.交代する漕手が同じクラブの会員であること、または複合クルーの場合は関係するクラブの一つ

の会員であること。 

ii.代表チームのクルーの場合、交代する漕手は同じ加盟国協会の漕手でなければならない。 

iii.どのような交代も、イベントの最初の予選の 1 時間前までに書面で組織委員会に通知しなけれ

ばならない。 

b.シングルスカル - エントリーしたシングルスカルは、本規則の細則 1b)に従って病気や怪我をした場

合を除き、交代してはならない。 

2. 世界選手権、ワールドカップおよびオリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックと関連する予選会: 

a.クルー - 加盟国協会は、エントリーした全クルーの漕手（該当する場合は、コックスも）の人数の半

数を上限として交代させることができる。ただし、交代させる漕手が本規則に従って当該連盟を代

表する資格を有し、かつ、その変更が大会の最初の予選の 3 時間前までにワールドローイ

ングに書面で通知されていることを条件とする。 
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b. Single scullers – A single sculler who is entered shall not be replaced except in the case of illness or 
injury in accordance with the Bye‑Law 2 b) to this Rule. 

Bye‑Laws to Rule 48 – Changes after the Entry Deadline and before the First Heat for 
Medical Reasons 
1. International Regattas: 

a. Crews: In addition to the provisions of paragraph 1 a) of this Rule, in the case of illness of, 
or injury to, a member of a crew before the first heat, a substitution of that rower may be 
made no later than one hour before the crew’s first heat upon production of a medical 
certificate.  
The replaced rower may not compete again in the same crew even if he is returned to health.  
Any replacement rower must be eligible to represent that club or, in the case of national crews that 
member federation, in accordance with these Rules. 

b. Single scullers: A single sculler who is entered and falls ill or is injured may, after the entry 
deadline and on production of a medical certificate, be replaced no later than one hour 
before their first heat provided that the replacement rower is a member of the same club, 
and in the case of national teams of the same member federation. 

c. Any replacement under this Bye-Law must be communicated in writing to the organising 
committee at least one hour before the first heat of the crew or sculler concerned. 

d. The official start time, in principle, shall not be changed for such substitutions, however in 
exceptional cases the President of the Jury may make a decision to delay the start. 

2. World Rowing Championship, World Rowing Cup regattas and qualification regattas for 
Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games 
a. Crews - In addition to the provisions of paragraph 2 a) of this Rule, in the case of illness of, or injury 

to, a member of a crew before the first heat, a substitution of that rower may be made in principle no 
later than one hour before the official start time of the race if a medical certificate is provided and if the 
change is approved by the World Rowing Doctor who shall first examine the ill or injured rower. The 
replaced rower may compete again in the same crew at any point during the competition if returned 
to health as confirmed by a further medical certificate and with the approval of the World Rowing 
Doctor, who shall first make a further examination of the rower concerned. Any replacement rower 
must be eligible to represent that member federation in accordance with these Rules. 

b. Single scullers - In the case of illness of, or injury to, a single sculler before the first heat, 
a substitution of that sculler may be made in principle no later than one hour before the 
official start time of their heat if a medical certificate is provided and if the change is 
approved by the World Rowing Doctor who shall first examine the ill or injured sculler. The 
replacement sculler must be eligible to represent that federation in accordance with these Rules. 
A single sculler replaced under this Bye-Law may not compete again in that event even if returned to 
health. 

c. Any replacement under this Bye-Law must be communicated in writing to World Rowing 
at least one hour before the scheduled time of the first heat of the crew or sculler 
concerned. 

d. The official start time, in principle, shall not be changed for such substitutions, however in 
exceptional cases the President of the Jury may make a decision to delay the start. 

b.シングルスカル - エントリーしたシングルスカルは、本規則の細則 2 b)に従った病気や怪我の場合

を除き、交代することはできない。 

規則第 48 条（細則） エントリー締切後、最初の予選前の医療上の理由による変更 
1. 国際レガッタ 

a.クルー本規則第 1a)の規定に加えて、最初の予選前にクルーのメンバーが病気または負傷した場
合、医師の診断書を提出することにより、そのクルーの最初の予選第の 1 時間前までに、その漕
手を交代させることができる。交代した漕手は、健康状態が回復しても、同じクルーで再び競技す
ることはできない。交代する漕手は、本規則に従って、そのクラブを代表する資格を有していなけ
ればならないし、ナショナルクルーの場合には、その加盟国協会を代表する資格を有していなけれ
ばならない。 

b.シングルスカル - エントリーしたシングルスカルが病気または負傷した場合、エントリー締切後に医
師の診断書を提出することで、最初の予選の 1 時間前までに交代することができる。ただし、交代
する漕手が同じクラブのメンバーであること、ナショナルチームの場合は同じ加盟国協会のメンバ
ーであることが条件となる。 

c.本細則に基づく当該クルーまたはスカル漕手の交代は、最初の予選の 1 時間前までに、組織委員
会に書面で通知されなければならない。 

d.このような交代時では、原則として公式スタート時刻は変更されないが、例外的に審判長がスタート
を遅らせる決定をすることがある。 

2. 世界選手権、ワールドカップおよびオリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックと関連する予選会 
a.クルー - 本規則 2a)の規定に加えて、最初の予選前にクルーのメンバーが病気または負傷した場

合、診断書が提出され、病気または負傷した漕手を最初に診察するワールドローイングドクターが
その変更を承認した場合には、原則としてレースの公式スタート時刻の 1 時間前までにその漕手
を交代させることができる。交代した漕手は、健康状態が回復したことが診断書によって確認さ
れ、ワールドローイングドクターが承認すれば、大会中いつでも同じクルーで再出場することができ
る。交代する漕手は、本規則に従い、その加盟国協会を代表する資格を有していなければならな
い。 

b.シングルスカル – 最初の予選前にシングルスカルが病気または負傷した場合、医師の診断書が提
出され、ワールドローイングドクターが病気または負傷したスカル漕手を最初に診察してその変更を
承認した場合、原則として予選の公式スタート時刻の 1 時間前までにそのスカル漕手を交代させ
ることができる。交代する漕手は、本規則に従い、当該連盟を代表する資格を有していなければ
ならない。この細則に基づいて交代した1人のスカル漕手は、たとえ健康状態が回復したとしても、
その大会に再び出場することはできない。 

c.本細則に基づく交代は、当該クルーまたはスカル漕手の最初の予選の予定時刻の 1 時間前まで
にワールドローイングに書面で通知されなければならない。 

d.このような交代では、原則として公式スタート時刻は変更されないが、例外的に審判長がスタートを
遅らせる決定をすることがある。 

Rule 49 – Changes after the First Heat 
1. International regattas: 

a. Crews 
i. No substitution of rowers may be made in a crew which has already raced in their heat of the event, 

except in the case of illness or injury, in which case a medical certificate shall be provided and the 
crew change approved by the organising committee 

規則第 49 条 最初の予選後の変更 
1. 国際レガッタ 

a.クルー 

i.ただし、病気や怪我の場合は、医師の診断書を提出し、組織委員会がクルーの変更を承認しな

ければならない。 
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ii. A rower who has been replaced may no longer compete at the regatta, even if the rower 
is restored to health. 

iii. Up to half of the rowers in a crew plus the coxswain (if applicable) may be changed in 
accordance with this Rule. 

iv. Any replacement rower must be a member of the same club, and in the case of national 
team, of the same member federation. 

b. Single scullers – No substitution is permitted for a single sculler who has already 
raced in the heat of their event. 

2. World Rowing Championship, World Rowing Cup regattas and qualification regattas 
for Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games: 
a. Crews 

i. No substitution of rowers shall be made in a crew which has already raced in the heat 
of its event except in the case of illness or injury to a member of the crew, in which case 
a medical certificate shall be required and the crew change request shall be submitted 
in writing to World Rowing. 

ii. The change may only be made if it is approved by the World Rowing Doctor, who has 
first had or has waived an opportunity to examine the ill or injured rower. 

iii. The rower may compete again in the same crew if returned to health at any point during 
the competition upon notification to World Rowing in writing with a further medical 
certificate, and with the approval of the World Rowing Doctor who shall have had further 
opportunity to examine the rower. 

iv. Up to half of the rowers in a crew plus the coxswain (if applicable) may be changed in 
accordance with this Rule. 

v. Any replacement rower must be eligible to represent that member federation in 
accordance with the Rules of Racing and related Bye‑Laws. 

b. Single scullers – No substitution of a single sculler may be made once they have 
competed in their heat. 

3. Consequential Substitutions 
a. Where a rower is ill or injured and a substitution is made for that rower using a 

rower from a second boat (with no doubling up), the rower from the second boat 
may in turn be substituted in that boat by another rower. 

b. This consequential substitution may only occur if the line of substitutions is clearly 
resulting from the illness or injury of the rower in the first boat in accordance with 
Bye‑Laws to Rule 45 or Rule 46. 

c. If the ill or injured rower recovers and is substituted back into the boat, the rower substituted 
for the ill or injured rower and any other rower substituted as a consequence of the initial 
substitution, must then at the same time, and effective immediately, be substituted back 
into their original boat for the next round of their event. 

d. Where a consequential substitution is made and there is no available 
replacement for the second rower, then the crew of that second rower may be 
withdrawn as a consequential medical withdrawal under Rule 47. 

e. Any replacement rower must be eligible to represent that club or, in the case of 
national crews that member federation in accordance with the Rules of Racing 
and related Bye‑Laws. 

ii. 交代した漕手は、たとえ健康を回復したとしても、もはや大会に出場することはできな

い。 

iii. クルーの漕手の半数までと、（該当する場合は）コックスをこの規則に従って変更する

ことができる。 

iv. 交代する漕手は、同じクラブに所属していなければならず、ナショナルチームの場合

は同じ加盟国協会に所属していなければならない。 

b. シングルスカル - 既に自分のイベントの予選でレースをしたシングルスカルの交代は認

められない。 

2. 世界選手権、ワールドカップおよびオリンピック、パラリンピックおよびユースオリンピックと関

連する予餞会。 

a. クルー 

i.クルーのメンバーが病気や怪我をした場合を除き、すでにそのイベントの予選でレース

を行ったクルーには、漕手の交代は行われない。この場合、医師の診断書が必要と

なり、クルーの交代要求はワールドローイングに書面で提出されなければならない。 

ii. この変更は、病気や怪我をした漕手を診察する機会を最初に得たか、あるいは放棄

したワールドローイングドクターが承認した場合にのみ行うことができる。 

iii. 大会中に健康状態が回復した場合は、さらなる診断書を添えて書面でワールドロー

イングに通知し、さらにその漕手を診察する機会を得たワールドローイングの医師の

承認を得た上で、同じクルーで再び出場することができる。 

iv. クルーの漕手の半数までと、（該当する場合は）コックスをこの規則に従って変更す

ることができる。 

v. 交代する漕手は、競漕規則および関連する細則に従い、その加盟国協会を代表す

る資格を有していなければならない。 

b. シングルスカル - シングルスカルが予選に出場した後は、交代することはできない。 

3. 結果的な交代 

a. 漕手が病気または負傷し、その漕手の代わりに第 2 ボートの漕手を使った場合（ダブル

アップはしない）、第 2 ボートの漕手はそのボートで他の漕手と交代することができる。 

b. この結果的な交代は、規則第 45 条または規則第 46 条の細則に従って、交代の列が

明らかに第 1 ボートの漕手の病気または負傷に起因する場合にのみ行うことができる。 

c. 病気や怪我をした漕手が回復して再びボートに乗り込んだ場合、病気や怪我をした漕手

の代わりに乗り込んだ漕手と、最初の乗り込みの結果として乗り込んだ他の漕手は、同

時に、かつ即時に、次の競技のために元のボートに乗り込まなければならない。 

d. 結果的に交代が行われ、第 2 ボートの交代要員がいない場合、その第 2 ボートのクル

ーは、規則第 47 条に基づく結果的な医療上の棄権として棄権することができる。 

e. 交代する漕手は、そのクラブを代表する資格を有していなければならず、国内クルーの

場合には、競漕規則および関連する細則に従って、その連盟を代表する資格を有して

いなければならない。 
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SECTION 5 – Safety and Fairness 
Rule 50 – Guiding Principles – Safety and Fairness 
1. The primary principles guiding the organising committee and the regatta officials in charge of 

the regatta shall be: 
a. Safety of all rowers; 
b. Fairness for all rowers. 

2. Each individual rower and team official shall act at all times in accordance with these 
principles. 

SECTION 5 安全と公平性 
規則第 50 条 指導原則 安全と公平性 
1. 組織委員会とおよびレガッタを担当するレガッタオフィシャルを導く第一の原則は、以下の

とおりとする。 
a.すべての漕手の安全性。 

b.すべての漕手にとっての公平性。 

2. 漕手個人とチーム関係者は、常にこの原則に従って行動しなければならない。 

Rule 51 – Safety – General Principles 
1. An organising committee is responsible for providing all safety measures at its regatta. The 

Council may remove a regatta from the World Rowing International Event Calendar if it is not 
satisfied that the Rules of Racing and Bye‑Laws regarding safety have been observed. 

2. Rowers and team officials shall at all times act and compete in accordance with the rules in 
force relating to the safe use and safe condition of their boats, oars, sculls and other items 
of equipment. 

3. It is the responsibility of rowers, team officials and their club or member federation to ensure 
that all their equipment is in a safe and suitable condition and that the rowers meet the 
requirements of Rule 14 regarding swimming ability and state of health and fitness. 

4. Rowers and team officials shall comply with the instructions of the Jury and of the organising 
committee on any matter relating to safety. 

5. Any member of the Jury may prohibit any crew from going on the water if they consider that 
crew constitutes a danger to themselves or other crews on the water. In the event of a dispute, 
the President of the Jury shall determine the issue. 

6. While the organising committee of a regatta shall take all reasonable steps to 
provide safe rowing conditions and appropriate safety measures, the ultimate 
responsibility for competing safely lies first and foremost with each individual rower and their 
team officials. 

7. The responsibility for all aspects of safety at World Rowing Championships, World 
Rowing Cup regattas, qualification regattas for Olympic, Paralympic and Youth 
Olympic Games, International Regattas and International Matches lies with the 
organising committee, as well as the competing clubs, member federations and 
rowers as provided for by these Rules. In this aspect World Rowing accepts no legal 
liability. 

規則第 51 条 安全性 – 一般原則 
1. 組織委員会は、大会におけるすべての安全対策を提供する責任がある。理事会は、安全

に関する競漕規則および細則が遵守されていないと判断した場合、その大会をワールドロ

ーイング国際レガッタカレンダーから削除することができる。 

2. 漕手とチーム関係者は、常にボート、オール、スカル、その他の用具の安全な使用と安全

な状態に関連する有効な規則に従って行動し、競技するものとする。 

3. すべての用具が安全で適切な状態であること、漕手が泳力や健康状態、フィットネスに関

して規則第 14 条の要件を満たしていることを確認するのは、漕手、チーム関係者、所属

クラブまたは加盟国協会の責任である。 

4. 漕手およびチーム関係者は、安全に関するあらゆる事項について、審判および組織委員

会の指示に従わなければならない。 

5. 審判は、クルーが自分自身や水上の他のクルーに危険を及ぼすと判断した場合、そのク

ルーの水上への出航を禁止することができる。紛争が発生した場合は、審判長が決定す

る。 

6. 大会組織委員会は、安全な漕ぎの状態と適切な安全対策を提供するために、あらゆる合

理的な手段を講じるものとするが、安全に競技を行うための最終的な責任は、何よりもま

ず各漕手とそのチーム関係者にある。 

7. 世界選手権、ワールドカップ、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックと関連する予

選会、国際レガッタ、国際対抗戦における安全性のすべての面での責任は、組織委員

会、および本規則で規定されている競技クラブ、加盟国協会、漕手が負うものとする。こ

の点において、ワールドローイングはいかなる法的責任も負わない。 

Rule 52 – Safety – Training at Regattas 
1. Training shall take place only during the official training hours as notified by the organising 

committee. 
2. During the official training hours, a medical and rescue service shall operate on the land and 

on the water. 
3. The organising committee shall give advance notice of the official opening day of the course for training 

a. The official opening day for an International regatta shall be a minimum of one day before the start of 
the regatta; 

b. The official opening day for an Under 23 or Under 19 Championship shall be a minimum of three days 
before the start of the regatta; and 

c. The official opening day for a senior World Rowing Championship shall be a minimum of four days 
before the start of the regatta. 

4. The organising committee shall also give as much notice of the official training hours for each 
day as is reasonably possible subject to review for safety or operational requirements. 

規則第 52 条 安全性 - レガッタでのトレーニング 
1. トレーニングは、組織委員会が通知した公式トレーニング時間内にのみ行われるものとす

る。 

2. 公式トレーニングの時間帯には、医療・救助サービスが陸上と水上で活動する。 

3. 組織委員会は、トレーニングのためのコースの正式な開始日を事前に通知するものとす

る。 

a.国際レガッタの公式開会日は、レガッタ開始日の最低 1 日前とする。 

b.U23 または U19 選手権の公式開会日は、レガッタ開始の最低 3 日前とする；および 

c.シニア世界選手権大会の公式開幕日は、レガッタ開始の最低 4 日前とする。 

4. また、組織委員会は、各日の公式トレーニング時間を合理的に可能な範囲で予告するも

のとする。ただし、安全上または運営上の必要性から見直しを行うことがある。 
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5. Notification of the official training hours shall specify the opening time and the closing time of 
the course for each day of training. All crews must be off the water by that closing time. 

6. Crews may be penalised for failing to follow these requirements. 

5. 公式トレーニング時間の通知は、トレーニングの各日のコースの開始時間と終了時間を指定するもの

とする。すべてのクルーは、その閉会時刻までに水から上がる必要がある。 

6. これらの要件に従わなかった場合、クルーはペナルティを受ける可能性がある。 
Rule 53 – Traffic Rules on the Course 
1. The organising committee must publish, and display clearly in the embarkation or boathouse 

area, the traffic rules to be followed to control the movement of the boats on the water. These 
rules must cover: 
a. Traffic rules for training; and 
b. Traffic rules for racing. 

2. It is the responsibility of every Team Manager to ensure that all of their team members 
understand the traffic rules. 

3. It is the responsibility of every rower to comply with these traffic rules. 
4. It is a requirement of these Rules that a crew warming up for a race or cooling down after a 

race: 
a. Must stop when a race approaches its position; 
b. Must not cross the finish line (in any direction) while boats from a race are in the process 

of finishing; and 
c. Must not follow a race over all or part of the course, even outside the buoyed area, when 

not taking part in a race. 
5. A crew may be penalised for failing to follow these requirements. 
Bye‑Laws to Rule 53 – Traffic Rules on the Course 
1. A copy of the traffic rules must be provided to every club or member federation 

entered, be published in the Team Managers Manual and clearly displayed on large 
signs in the boating area.  
These signs shall be located beside the pontoons where the crews go out on to the water. 

2. The traffic rules for training and racing shall identify at least one clear lane of water as a 
neutral lane between crews travelling in opposite directions on the water. If it is not possible 
to provide the neutral lane, then the crews travelling in opposite directions must be separated 
by a “swimming line”, or equivalent, as a continuous, physical barrier on the water surface. 

3. In principle there shall be no training during racing at International Regattas. 
4. The traffic rules for racing shall cover the warm-up area and the cool-down area. 

They shall also take into consideration the safe movement of any boat taking part 
in the victory ceremony. 

規則第 53 条 コース上の航行規則 
1. 組織委員会は、水上でのボートの動きをコントロールするために従うべき航行規則を公表し、乗船場

またはボートハウスエリアに明確に表示しなければならない。これらの規則は以下をカバーしなけれ

ばならない。 

a.トレーニングのための航行規則、および 

b.レース中の航行規則。 

2. すべてのチームメンバーが航行規則を理解していることを確認するのは、すべてのチームマネジャー

の責任である。 

3. この航行規則を守ることは、すべての漕手の責任である。 

4. レースのウォーミングアップやレース後のクーリングダウンを行うクルーは、本規則要件を遵

守する。 
a.レースが自分の位置に近づくと必ず停止する。 

b.レース中の艇がフィニッシュしている間は、いかなる方向にもフィニッシュラインを越えてはならな

い。 

c.レースに参加していないときは、コースの全部または一部を、ブイの外であっても追いかけてはなら

ない。 

5. これらの要件に従わない場合、クルーはペナルティを受ける可能性がある。 

規則第 53 条（細則） コース上の航行規則 
1. 航行規則のコピーは、エントリーしたすべてのクラブまたは加盟国協会に提供され、チームマネジャー

マニュアルに掲載され、ボートエリアの大きな標識にはっきりと表示されなければならない。これらの
標識は、クルーが海に出るポンツーンの横に設置されなければならない。 

2. トレーニングおよびレースのための航行規則では、水面上を反対方向に走行するクルーの間に、少な
くとも 1 つの明確なレーンをニュートラルレーンとして定めなければならない。ニュートラルレーンを設
けることができない場合には、反対方向に漕行するクルーは、水面上の連続した物理的な障壁であ
る「スイミングライン」またはそれに相当するものによって分離されなければならない。 

3. 原則として、国際レガッタでのレース中のトレーニングは行わないものとする。 
4. レース中の航行規則は、ウォームアップエリアとクールダウンエリアを対象とする。また、表彰式に参

加する艇の安全な移動についても考慮しなければならない。 
Rule 54 – Other Boats on the Water 
1. Racing 

a. During the official hours of racing (when the traffic rules for racing apply), no boat 
(moving or fixed) shall be allowed on the regatta course or in the training areas 
unless it has the approval of the President of the Jury. 

b. The President of the Jury shall approve the position and the movement of all 
approved vessels, i.e. Umpires’ boats, rescue boats, television boats, work boats, 
etc. during the official hours of racing. 

2. Training 
a. During the official hours of training (when the traffic rules for training apply), no 

boat (moving or fixed) shall be allowed on the regatta course or in the training 
areas without the approval of the Competition Manager. 

規則第 54 条 水上の他艇 
1. レース中 

a.レースの公式時間（レースのための航行規則が適用される時間）には、審判長の承認を

得ない限り、いかなるボート（移動式または固定式）もレガッタコースまたはトレーニングエ

リアに入ってはならない。 

b.審判長は、レースの公式時間中、すべての承認された船舶、すなわち主審艇、レスキュ

ーボート、テレビボート、作業艇などの位置と移動を承認しなければならない。 

2. トレーニング 

a.トレーニングの公式時間（トレーニングのための航行規則が適用される場合）には、競漕

委員長の承認なしにレガッタコースまたはトレーニングエリアにいかなるボート（移動また

は固定）も入れてはならない。 
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b. The Competition Manager shall approve the position and the movement of all approved 
vessels such as rescue boats, television boats, work boats, etc. during the official hours of 
training. 

3. The Competition Manager is responsible for ensuring that no unauthorised crews or boats 
shall be permitted on the water of the regatta course at any time during the course opening 
times, from the first day the course opens until the end of the regatta. 

b. 競漕委員長は、救助艇、テレビボート、作業艇などの承認されたすべての船舶の位置と

移動を、公式トレーニング時間中に承認しなければならない。 

3. 競漕委員長は、コースオープン初日から大会終了までのコースオープン時間中、無許可

のクルーまたはボートがレガッタコースの水上に許可されないことを保証する責任がある。 

Rule 55 – Damage to Equipment 
Should a crew suffer damage to its equipment, the Board of the Jury shall, upon 
request from any of the crews involved, decide who is at fault. 

規則第 55 条 機器の損傷 
クルーが機器に損害を被った場合、裁定委員会は、関係するクルーのいずれかの要求に応じて、過失

の有無を決定する。 

Rule 56 – Fairness – General Principles 
1. All rowers competing at a regatta shall at all times: 

a. compete fairly; 
b. be respectful of their opponents and the regatta officials; 
c. Comply with the Rules of Racing; in particular, to be at the start on time and follow the 

instructions of the officials both on the water and off. 
2. Team officials shall, at all times: 

a. Be familiar with the Rules of Racing as may be relevant to their individual team duties; 
b. Be respectful of the other teams, and regatta officials, and of the need for fair competition. 

3. Regatta officials shall ensure that the Rules of Racing are applied fairly and in an 
atmosphere of respect to all rowers and team officials. 

規則第 56 条 公平性 一般原則 
1. 大会に出場するすべての漕手は、常に以下の事項を守らなければならない。 

a.公正な競漕 

b.対戦相手とレガッタオフィシャルに敬意を払うこと。 

c.競漕規則を順守すること。特に、時間通りにスタート地点に到着し、水上および海上での役員の指

示に従うこと。 

2. チーム関係者は、常に 

a.各チームの職務に関連する競漕規則に精通していること。 

b.他のチームや大会役員に敬意を払い、公正な競漕の必要性を理解する。 

3. レガッタオフィシャルは、すべての漕手とチーム関係者に敬意を払いつつ、公正に競漕規

則が適用されることを保証しなければならない。 

SECTION 6 – The Draw and Progressing to the Finals 
Rule 57 – World Rowing Progression System 
1. Should the number of crews taking part in an event exceed that of the number of lanes used 
for racing, a progression system shall be used to determine the finalists. 
2. International Regattas 

Each round of an event shall finish at least two hours before the following round of the same 
event. 

3. World Rowing Championship regattas, Olympic, Paralympic, Youth Olympic Games and 
relevant qualification regattas 
a. If earlier rounds of racing are required before the Final, they shall, in principle, be organised 

in such a way that a rower shall not be required to race more than once a day in the same 
event, or, if this is not possible and with the exception of Re-Rows, all rowers in the same 
round of that event shall have had the same number of races on that day. 

b. The progression systems to be used shall be the World Rowing Progression System.  
Modified progression systems may be approved by the Executive Committee. 

Bye‑Laws to Rule 57 – World Rowing Progression System to Determine Finalists 
Refer to Appendix R7 - World Rowing Progression System to Determine Finalists 

SECTION6:抽選と決勝戦への進出 
規則 57 条 ワールドローイング勝ち上がりシステム 
1. イベントに参加するクルーの数がレースに使用するレーンの数を超えた場合は、勝ち上がりシステムを

用いてファイナリストを決定する。 

2. 国際レガッタ 

イベントの各ラウンドは、同じイベントの次のラウンドの少なくとも 2 時間前に終了しなければならない。 

3. 世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選会 

a.決勝戦の前に早いラウンドが必要な場合は、原則として、1 人の漕手が同一種目で 1 日に 2 回以

上レースをする必要がないように編成されなければならない。それが不可能な場合（再レースを除

く）は、その種目の同一ラウンドに参加するすべての漕手がその日に同じ回数のレースをしなけれ

ばならない。 

b.使用される勝ち上がりシステムは、ワールドローイング勝ち上がりシステムとする。変更された勝ち上

がりシステムは、常任理事会によって承認されることがある。 

規則第 57 条（細則） ファイナリストを決定するためのワールドローイング勝ち上がりシステム 
附則 R7 ワールドローイング勝ち上がりシステムを参照し、ファイナリストを決定する。 

Rule 58 – Seeding 
1. The purpose of seeding is to avoid many of the faster boats in an event being drawn into the 

same heat. The seeding order shall only affect the allocation of crews to the heats and is for 
no other purpose. It shall not be taken into account for any of the later rounds of competition. 

2. The Executive Committee shall determine and publish in advance the criteria for 
seeding crews and it shall appoint a Seeding Panel for a regatta at which seeding 
is to apply. 

規則第 58 条 シード 
1. シードの目的は、あるイベントで速い艇の多くが同じ予選に引き込まれることを避けるためで

ある。シード順は、予選へのクルーの割り当てにのみ影響し、他の目的ではない。また、後

の大会では一切考慮されない。 

2. 常任理事会は、クルーのシードに関する基準を決定して事前に公表し、シードが適用され

る大会のためにシード審査会を任命するものとする。 
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3. Where a Seeding Panel has been appointed by the Executive Committee under this Rule for 
a particular regatta, the Seeding Panel shall determine which crews in which events should 
be seeded. 

4. The Seeding Panel will seed crews applying the criteria determined by the Executive 
Committee and published in advance, in principle seeding two crews per heat with the highest 
seeded crew being paired with the lowest seeded crew, the next highest with the next lowest, 
etc. 

5. There shall be a random draw, supervised by a member of the Jury, to determine the heat 
for each pair of seeded crews so that the highest seeded crew is not always in heat 1. The 
lanes of each of the seeded crews in their heat shall also be determined by random draw. 

3. 特定の大会のために本規則に基づいてシード審査会が常任理事会によって任命された場

合、シード審査会は、どの種目のどのクルーをシードすべきかを決定するものとする。 

4. シード審査会は、常任理事会が決定し、事前に公表された基準に基づいて、原則として予

選第 1 レースにつき 2 クルーをシードし、最高シードのクルーは最低シードのクルーと、次

の最高シードのクルーは次の最低シードのクルーと、それぞれペアを組む。 

5. 最高位のシードクルーが常に予選第 1 レースに入るわけではないので、各ペアのシードク

ルーの予選を決定するために、審判が監督する無作為抽選が行われる。 

Rule 59 – The Draw 
1. The Draw for the heats shall take place at the Team Managers’ meeting. 
2. If the number of entries in an event would result in an unequal number of crews in each heat, then the 

heats with the greater number of crews are drawn before the heats with the lesser number of crews. 
3. If the entries for an event are less than or equal to the number required for a final: 

a. at International and World Rowing Cup regattas, a Preliminary Race to determine lanes 
for the final is not required and the Draw for lanes for that final should take place at the 
main Draw; 

b. at World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification 
regattas, there shall be a mandatory preliminary race for all crews and the Draw for the Preliminary 
Race shall take place at the main Draw. The results of the Preliminary Race shall determine the lanes 
for the final. 

4. If a crew withdraws after the Draw, but before the start of the first heat in their event and if 
the number of crews remaining in the event implies another variant of the progression system, 
or if the withdrawal results in an avoidable imbalance between the number of crews in each 
heat, the President of the Jury shall supervise a new Draw and, if necessary, postpone the 
race times to allow the redraw to be implemented. 

規則第 59 条 抽選 
1. 予選の抽選は、チームマネジャーのミーティングで行われる。 
2. イベントのエントリー数により、各予選のクルー数が不均等になる場合は、クルー数の多い予選が少な

い予選よりも先に抽選される。 

3. イベントのエントリー数が、決勝戦に必要な数以下の場合。 

a.国際大会やワールドカップでは、決勝戦のレーンを決定するための予備レースは必要なく、決勝戦

のレーン抽選はメイン抽選で行われるべきである。 

b.世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピック、および関連する予選会では、すべて

のクルーに対して必須の予備レースを行うものとし、予備レースの抽選はメイン抽選で行われる。

予選レースの結果は、決勝のレーンを決定する。 

4. 抽選後、その種目の最初の予選開始前にクルーが棄権し、その種目に残っているクルー

の数が勝ち上がりシステムの別のバリエーションを示唆している場合、あるいは棄権によっ

て各予選のクルーの数が回避可能なほど不均衡になっている場合、審判長は新たな抽

選を監督し、必要に応じて再抽選を実施できるようにレース時間を延期するものとする。 

Rule 60 – Determining the Lanes (Normal Conditions) 
1. A random draw, supervised by the President of the Jury, shall be held to determine the heat 

and lane to which each crew will be assigned in the first round of the progression system, 
subject to the provision for seeded crews (Rule 58). 

2. Assignment of lanes in later rounds – For all rounds after the heats, the principle is to put the 
crews with the best placings in their previous round in the middle lanes. The crews with the 
next lower placings in their previous round are put in the next outer lanes, etc. If the crews 
have the same placings in the previous round then there shall be a draw, supervised by a 
member of the Jury, to determine their lanes in the next round. 

3. At World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant 
qualification regattas and World Rowing Cup regattas, if a crew withdraws after the heats 
and this results in an avoidable imbalance in the next round of racing (e.g., Semi-finals CD 
with 5 and 3 crews), the President of the Jury may decide to alter the progression system to 
balance the number of crews in each race. 

規則第 60 条 レーンの決定（通常の状態） 
1. 審判長が監督する無作為抽選により、シードクルーの規定（規則第 58 条）に従い、各クル

ーが勝ち上がりシステムの最初の予選で割り当てられる予選とレーンを決定するものとす

る。 

2. 後半戦でのレーンの割り当て – 予選以降のすべてのラウンドでは、原則として、前のラウン

ドで最も良い順位のクルーを中央のレーンに配置する。前のラウンドの順位が低かったク

ルーは、その次の外側のレーンに配置される。前のラウンドでの順位が同じ場合は、審判

の監督のもと、次のラウンドのレーンを決める抽選が行われる。 

3. 世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選会、およ

びワールドカップにおいて、予選の後にクルーが棄権し、その結果、次のラウンドのレース

で回避可能な不均衡が生じた場合（例：5 クルーと 3 クルーによるセミファイナル CD）、審判長

は各レースのクルー数のバランスをとるために勝ち上がりシステムを変更することを決定することが

できる。 

Rule 61 – Withdrawals, Exclusions and Disqualifications after the Draw 
If a crew withdraws or is excluded or disqualified after the Draw then the following 
procedures shall operate: 
1. If the withdrawal, exclusion or disqualification takes place before the start of the first 

heat, the start of the first repêchage, the start of the first quarter-final or the start of 
the first semi-final 

規則第 61 条 抽選後の棄権、除外、失格 
抽選後にクルーが棄権したり、除外されたり、失格となった場合は、以下の手続きを行うもの

とする。 

1. 最初の予選、最初の敗者復活、最初の準々決勝、最初の準決勝前に、棄権、除外、失格

が発生した場合、 
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of the event, the President of the Jury may take the appropriate steps to modify the Draw or 
make a new Draw. In addition: 
a. The result of the race will show the crew as DNS (did not start), EXC (excluded) or DSQ 

(disqualified). 
b. A crew withdrawing before its heat or which is excluded or disqualified at any point in the 

event shall not be ranked in that event. 
c. A crew withdrawing after its heat but before the start of its repêchage or its quarter-final or 

its semi-final will be placed last in the overall ranking of that event, and if there is more 
than one, then equally in last place. 

2. If a crew stops rowing during a heat, a repêchage, a quarter-final, or a semi-final 
and does not finish the race: 
a. The result of the race will show the crew as DNF. 
b. The number of crews stipulated in the progression system will go forward to the next round. 
c. The crew that does not finish the race will not be placed in that race and will not race again 

in the event and will be placed last in the overall ranking of that event. 
d. Notwithstanding the above, where a problem has prevented the crew from finishing a race, 

the President of the Jury or, at a World Rowing Championship regatta, Olympic, 
Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification regattas or World Rowing Cup 
regatta, the Executive Committee, may decide to place that crew last in that race. 

3. If a crew is excluded or disqualified after the start of the first heat of the event: 
a. The result of the race will show the crew as EXC or as DSQ. 
b. The number of crews stipulated in the Draw will go forward to the next round. 
c. The crew that has been excluded or disqualified will not race again in the event and will 

not be ranked in the event. 
4. In any final, if a crew withdraws before the start of the race or if a crew stops rowing 

during the race and does not finish the race: 
a. The result of the race will show the crew as DNS or DNF. 
b. The crew that withdraws or stops during the race will be placed last in that final. 

審判長は抽選を修正したり、新たに抽選を作成したりする適切な措置をとることができる。

なお。 
a.レースの結果、クルーは DNS(スタートしなかった)、EXC(除外)、DSQ(失格となった)のいずれかで表

示される。 

b.予選前に棄権したクルーや、競技中に除外または失格となったクルーは、その競技での順位はつ

かない。 

c.予選終了後、敗者復活、準々決勝、準決勝の開始前に棄権したクルーは、そのイベントの総合ラ

ンキングで最下位となり、複数のクルーがいる場合は均等に最下位となる。 

2.予選、敗者復活、準々決勝、準決勝の途中でクルーが漕ぐのをやめ、レースを終了しなかった場合。 

a.レース結果では、そのクルーは DNF と表示される。 

b.勝ち上がりシステムで規定された数のクルーが次のラウンドに進む。 

c.完走できなかったクルーは、そのレースには出場できず、そのイベントで再びレースをすることはな

く、そのイベントの総合ランキングでは最下位となる。 

d.上記にかかわらず、問題によってクルーがレースを終えることができなかった場合、審判長、または

世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選会、ワールドロー

イングカップにおいては、常任理事会は、そのクルーをそのレースで最後尾にすることを決定するこ

とができる。 

3. イベントの最初の予選開始後にクルーが除外または失格となった場合。 
a.レースの結果は、そのクルーが EXC または DSQ として表示される。 

b.抽選で規定された数のクルーが次のラウンドに進む。 

c.除外または失格となったクルーは、そのイベントで再びレースに参加することはできず、ランキングに

も参加できない。 

4. いずれの決勝でも、スタート前にクルーが棄権した場合や、レース中にクルーが漕ぐのをや

めて完走しなかった場合。 

a.レースの結果、クルーは DNS または DNF として表示される。 

b.レース中に棄権またはストップしたクルーは、そのファイナルで最下位となる。 

Rule 62 – Time Trials 
1. A Time Trial is a race in which crews are started one after the other, whether in one or more 

lanes, and where the result is determined by the time taken by each crew to complete the 
course. 

2. In cases of limited time availability or in adverse or unequal conditions, the President of the 
Jury at International Regattas, or the Executive Committee or its delegate at World Rowing 
Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification regattas and 
World Rowing Cup regattas, may decide to hold time-trials instead of or in combination with 
heats, repêchages, quarter-finals, semi-finals and finals. The format and description of time 
trials is set out in the Bye‑Laws to this Rule. 

Bye‑Laws to Rule 62 – Time Trials 
Refer to Appendix R8 – Time Trials 

規則第 62 条 タイムトライアル 
1. タイムトライアルとは、1 つまたは複数のレーンでクルーが次々とスタートし、各クルーがコー

スを完走するまでの時間で結果を競うレース。 

2. 利用可能な時間が限られている場合や、不利な条件や不平等な条件の場合には、国際

レガッタでは審判長が、世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよ

び関連する予選会、ワールドカップでは常任理事会またはその代表が、予選、敗者復活、

準々決勝、準決勝、決勝の代わりに、またはそれらと組み合わせてタイムトライアルを実

施することを決定することができる。タイムトライアルの形式と説明は、この規則の細則に

記載されている。 

規則第 62 条（細則） タイムトライアル 
附則 R8「タイムトライアル」を参照 

Rule 63 – Adverse Weather Conditions 
1. At International Regattas, when unfair or unrowable conditions prevail or are predicted, and 

after consultation with appropriate members of the Jury and the organising committee, the 
President of the Jury may decide to apply provisions as described in the Bye‑Laws to this 
Rule. 

規則第 63 項 悪天候条件 
1. 国際レガッタにおいて、不公平または漕げない状態が続いているか、そのような状態が予

測される場合、裁定員会の適切なメンバーおよび組織委員会との協議の後、審判長は細

則の規定を適用することを決定できるものとする。 
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2. For World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification regattas 
and World Rowing Cup regattas, when unfair or un-rowable conditions prevail or are predicted, the 
Fairness Committee or Executive Committee respectively may decide to apply provisions as described 
in the Bye‑Laws to this Rule. The President of the Jury shall implement the decisions. 

Bye‑Laws to Rule 63 – Alternative Programmes in cases of Adverse Weather 
Conditions 
1. When unfair or unrowable conditions prevail or are predicted, the Fairness Committee may 

apply the options as described below. First consideration must be to the most appropriate 
option from Options 1, 2 and 3 before considering Option 4. 
a. Option 1 - To use the lanes offering the most equal conditions; 
b. Option 2 - To recommend to the Executive Committee to change the time table of the regatta to avoid 

adverse weather conditions; 
c. Option 3 - To suspend racing when weather conditions are, or are about to become unfair or unrowable 

and recommend alternative times for racing; 
d. Option 4 

i. To prioritise the lanes for each individual race using the placings from the previous round to put the 
crews with similar placings from the previous round into adjoining lanes and giving the crews having 
achieved better placings better lanes. 

ii. Where two or more crews have the same placing in the immediately previous round 
(e.g. each were heat winners), then there shall be a new draw for the crews with the 
same placing, supervised by a member of the Jury, to determine their reallocated lanes. 

This alternative shall not be used for heats (or in finals of an event with less than seven crews 
where there has been no mandatory preliminary race to determine the lanes for the final). 

2. At International Regattas, if the President of the Jury has determined that none of these 
Options provide an appropriate solution, the President of the Jury shall decide whether to 
implement one of the Solutions in point 3) of this Bye-Law in order to continue the regatta. 

3. At World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant 
qualification regattas and World Rowing Cup regattas, if the Fairness Committee determined 
that none of these Options provide an appropriate solution, it is the duty of the Executive 
Committee to decide whether to implement one of the following solutions in order to continue 
the regatta. The Executive Committee will consult with the Fairness Committee before 
determining which Solution to implement. 
a. Solution 1: To start racing earlier than previously scheduled; 
b. Solution 2: To resume racing at a later time when conditions have improved; 
c. Solution 3: To omit one or more rounds of the event (e.g. semi-finals) where adverse 

conditions have stopped racing for a significant period of time or where the weather 
forecast indicates that racing may not be possible on some of the remaining days. In such 
a case the composition of the next rounds will be determined on the basis of the results of 
those rounds that have been completed. That may necessitate more than six crews in each 
race. Wherever possible the rankings of the crews in the previous rounds will be used as 
the basis for the composition of the next rounds. 

d. Solution 4: To implement time trials for each individual race, e.g., if there were four heats 
from the official draw, then there shall be four separate time trial races in accordance with 
Appendix R8. 

e. Solution 5: To implement a time trial in which all the remaining crews at each level in a 
round or rounds of an event compete together in one time trial. 

f. Solution 6: To reduce the length of the race to no less than 1,000 metres where conditions 
are so adverse that no other alternative is possible. 

2. 世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選会、ワールドカップ

の場合において、不公平またはローイング不可能なコンディションが支配しているか、または予測さ

れる場合、公正委員会または常任理事会はそれぞれ、この規定を適用することを決定することがで

きる。審判長は、その決定を実行する。 

規則第 63 項（細則） 悪天候の場合の代替プログラム  

1. 天候が悪く、公平に漕ぐことができないような条件になった、または、そうなる可能性がある
と判断するのは公正委員会の任務である。下記に示されているものの中から、最も適切
な手段を採用することもかれらの責務である。これらの他に取るべき手段を採用する場
合、公正委員会は常に４項を考慮する前に１項や２項、３項を考慮すること。 
a.オプション 1-最も等しい条件を提供するレーンを使用する。 
b.オプション 2-悪天候を避けるために競漕日程を変更することを常任理事会に助言する。 
c.オプション 3-悪天候の間レースを中断する、または、不公平や漕げない状況になる前に、変更す

るレース時間を助言する。 
d.オプション 4 

i. 各レースのレーンの優先順位は、前戦の順位を参考にして、前戦の順位が似ているクルーを
隣り合わせのレーンにし、より良い順位を獲得したクルーにはより良いレーンを与える。 

ii.直前のラウンドで 2 つ以上のクルーが同じ順位であった場合（例：それぞれが予選勝者であっ
た場合）、審判の監督のもと、同じ順位のクルーに対して新たな抽選を行い、再配置されるレ
ーンを決定する。 

この代替案は、予選（または決勝のレーンを決定するための義務的な予選レースが行われていな
いクルー数 7 名未満のイベントの決勝）には使用してはならない。 

2. 国際レガッタにおいて、審判長がこれらの選択肢のいずれも適切な解決策を提供してい
ないと判断した場合、審判長は、大会を継続するために本細則のポイント 3）の解決策の
いずれかを実施するかどうかを決定する。 

3. 世界選手権大会、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連資格レガッ
タ、ワールドカップにおいて、公正委員会がこれらの選択肢のいずれも適切な解決策を
提供しないと判断した場合、大会を継続するために以下の解決策のいずれかを実施す
るかどうかを決定するのは常任理事会の義務である。常任理事会は、どの解決策を実
施するかを決定する前に、公正委員会と協議する。 

a.解決策 1：レースを以前のスケジュールよりも早く開始する。 
b.解決策 2：条件が改善された後日、レースを再開すること。 
c.解決策 3：悪条件によりレースがかなりの期間停止している場合や、天気予報で残りの日にレース

ができない可能性がある場合に、1 つ以上のラウンド（例：準決勝）を省略する。このような場合、
次のラウンドの構成は、終了したラウンドの結果を基に決定される。そのため、各レースに 6 名以
上のクルーが必要となる場合がある。可能な限り、前のラウンドでのクルーの順位が次のラウンド
の構成の基礎となる。 

d.解決策 4：個々のレースでタイムトライアルを実施する。例えば、公式抽選で 4 つの予選があった
場合、附則 R8 に従って 4 つの個別のタイムトライアルレースを実施する。 

e.解決策 5：イベントのラウンドまたはラウンドで各レベルの残りのクルー全員が 1 つのタイムトライア
ルで一緒に競うタイムトライアルを実施する。 

f.解決策 6：コンディションが非常に悪く、他に代替手段がない場合、レースの長さを 1,000m 以上
に短縮する。 
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4. When a decision is made to adopt any one of these Options or to implement any one of these 
Solutions, that decision shall be announced to the crews and notified to the Team Managers 
at the earliest opportunity as the case may require. In particular, adequate time must be given 
to crews to prepare for their race with knowledge of the change to the racing procedure by 
the adoption of one of the Options or the implementation of one of the Solutions. 

5. Results from the previous rounds of racing may be used other than in accordance 
with the normal progression system to ensure fairness of competition. 

4. これらの選択肢のいずれかを採用する、またはこれらの解決策のいずれかを実施するとい
う決定がなされた場合、その決定はクルーに発表され、場合によっては最も早い機会に
チームマネジャーに通知されなければならない。特に、選択肢の一つの採用または解決
策の一つの実施によるレース手順の変更を知った上で、クルーがレースの準備をするた
めの十分な時間が与えられなければならない。 

5. 前ラウンドのレース結果は、競技の公平性を確保するために、通常の勝ち上がりシステムに
従わずに使用することができる。 

Rule 64 – Re–Rows 
1. A Re-Row is a second running of a race involving some or all crews of that race. 
2. The Umpire shall decide whether there is to be a Re-Row of a race. 
3. The Re-Row shall be over the full distance of the original race. 
Bye‑Laws to Rule 64 – Re-Rows 
1. The Umpire may require a race to be re-rowed in accordance with this Rule if the Umpire 

considers that a Re-Row is necessary to ensure the fairness of the competition and, in 
particular but not exhaustively, in any one of the following circumstances: 
a. A race which has been started but is interrupted by weather conditions or other external 

influences and is stopped by the Umpire before the race is finished; 
b. There is interference between crews during a race and the Umpire determines that in order 

to restore the chances of a crew the race should be re-rowed with all or some of the crews; 
c. A dead-heat, where this is required by the Rules of Racing; 
d. Other special situations as decided by the Umpire to ensure the fairness of the 

competition. 
2. The Umpire shall decide which crews in the original race shall be required to re-

row. 
3. Where the original race has been completed, the Umpire may exempt one or more crews 

from the Re-Row and confirm the results of those crews in the original race. 
4. Before ordering the Re-Row, the Umpire may exclude one or more crews from the event in accordance 

with the Rules of Racing where that crew’s (or crews’) actions have caused the Re-Row. 
5. A Re-Row shall take place not less than two hours after the original race and on the same day. The 

Umpire may decide, in consultation with the President of the Jury, that this two-hour limit may be reduced. 
6. For the purposes of this Rule, the decision of the Board of the Jury determining a protest from the decision 

of the Umpire to order a Re-Row shall be deemed the decision of the Umpire. 
7. For the purposes of this Rule, the decision of the Executive Committee determining an appeal from the 

Board of the Jury on a decision to order a Re-Row shall be deemed the decision of the Umpire. 
8. At International Regattas, the Umpire may decide whether the Re-Row shall take place over the full 

course distance or over a shorter distance depending on the circumstances, including the distance 
already rowed by the crews in the original race, the time remaining until the next round, the overall 
fairness to the crews and any other relevant matters. 

規則第 64 条 – 再レース 
1. 再レースとは、そのレースの一部または全部のクルーが参加する 2 回目のレースのこと。 

2. 主審は、レースの再抽選を行うかどうかを決定する。 

3. 再レースは、元のレースの全距離を漕ぐものとする。 

規則第 64 条（細則） 再レース 
1. 主審は、競技の公平性を確保するために再漕が必要であると判断した場合、特に以下の状況におい

て、本規則に従って再レースを要求することができる。 
a. スタートしたレースが、天候やその他の外的要因によって中断され、レース終了前に主審によって

中止されたもの。 
b. レース中にクルー間の妨害があり、主審がクルーのチャンスを回復させるために、すべてのクルー

または一部のクルーでレースをやり直すべきだと判断した場合。 
c. 同着（競漕規則で定められている場合）。 
d. その他、競技の公平性を確保するために主審が判断した特別な状況。 

2. 主審は、最初のレースでどのクルーが再漕を要求されるかを決定する。 
3. 元のレースが終了している場合、主審は 1 組以上のクルーを再漕から除外し、元のレースにおけるそ

れらのクルーの結果を確認することができる。 
4. 主審は、再漕を命じる前に、そのクルーの行為が再漕の原因となった場合には、競漕規則に基づい

て 1 つ以上のクルーを競技から除外することができる。 
5. 再レースは、最初のレースから 2 時間以上経過してから、同じ日に行われる。主審は、審判長と協議

の上、この 2 時間の制限を短縮することができる。 
6. 本規則においては、再レースを命じた主審の決定に対する上訴を決定する裁定委員会の決定は、

主審の決定とみなす。 
7. 本規則においては、再レースを命じる決定に関する裁定委員会からの上訴を決定する常任理事会

の決定は、審判の決定とみなす。 
8. 国際レガッタでは、審判は、最初のレースでクルーがすでに漕いだ距離、次のラウンドまでの残り時

間、クルーにとっての全体的な公平性、その他の関連事項などの状況に応じて、再漕を全コースの
距離で行うか、より短い距離で行うかを決定することができる。 

SECTION 7 – Sanctions 
Rule 65 – Sanctions 
1. In any case of breach of the rules, a member of the Jury may impose appropriate sanctions.  

The sanctions available are: 
a. Reprimand, which is a formal admonishment that the conduct of the rower or 

crew is in breach of the Rules and that this breach may be taken into account 
when considering 

SECTION 7 罰則 
規則第 65 条 罰則 
1. ルール違反があった場合、審判は適切な罰則を科すことができる。 

課せられる罰則は以下の通り。 

a.指導とは、漕手またはクルーの行為が規則に違反していること、およびその違反を考慮

に入れることができることを正式に告げることである。 
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an appropriate sanction for any further breach during that regatta. This will be an 
appropriate sanction where the breach does not warrant a high level of sanction. 

b. Yellow Card – which is a formal warning for a breach of the Rules: 
i. A Yellow Card shall apply to the next race in which that crew competes in that regatta. It 

shall lapse only when the race is concluded and shall therefore still apply in the case of 
a postponement or a Re-Row of that race. 

ii. A crew awarded two Yellow Cards applying to the same race shall be awarded a Red 
Card and excluded from the event. 

c. Relegation (REL) – which places a crew in the last position in a race where specifically 
provided in these rules. 

d. Red Card or Exclusion (EXC) which excludes the crew from all the rounds of the event in 
question. This sanction is for a serious and/or repeated breach of the Rules justifying that 
the offending crew take no further part in the event. 

e. Disqualification (DSQ) which disqualifies a rower or a crew from all events in the regatta. 
i. This sanction is for the most serious breach of the Rules justifying removal from the 

regatta. 
ii. Where a rower is disqualified, that rower shall take no further part in the regatta. 
iii. Where a rower is disqualified at a time when Rules 45 and 46 only allow substitutions 

for medical reasons, then the rower may not be replaced and the crew of that rower 
shall be excluded from all rounds of the event in question. 

iv. Where a crew is disqualified, no member of that crew shall take any further part in any 
event at that regatta. 

2. Sanction on a Member Federation 
a. The President of the Jury may additionally provide a report to the Executive Committee on 

the breach of the Rules and the sanction imposed. 
b. The Executive Committee shall, upon receiving such a report from the President of the 

Jury and if it considers that the sanction imposed by the Jury was not sufficient to the 
breach: 
i. provide a copy of the report to the relevant member federation; 
ii. give notice to that member federation that it intends to consider also imposing a sanction 

on that member federation with that notice to specify: 
1) the nature of the breach to be considered; 
2) the sanction or range of sanctions that will be considered; 
3) if past conduct is to be taken into account, the notice shall specify that accordingly 

and detail the relevant past conduct; and 
4) invite the member federation to provide written submissions on the issue by a stated 

date. 
c. The Executive Committee may, after considering the report and any submissions from the 

member federation, impose such sanction as it considers appropriate to reflect the serious 
nature of the breach and/or the past conduct of that crew or any member of it or its team 
official as the circumstances may justify. 

Bye‑Laws to Rule 65 – Yellow and Red Cards 
1. When a Yellow Card or Red Card is awarded to a crew, the sanctioned crew shall 

be informed immediately or as soon thereafter as possible. 

その大会中の更なる違反に対しては、適切な罰則を行う。これは、違反行為が高度な

罰則を必要としない場合に適切な罰則となる。 

b.イエローカード - ルール違反に対する正式な警告。 
i.イエローカードは、そのクルーがその大会で出場する次のレースに適用される。イエローカードは、レースが終

了した時点で失効するため、そのレースが延期、再レースとされた場合にも適用される。 

ii. 同一レースで 2 枚のイエローカードを獲得したクルーには、レッドカードが与えられ、イベントから除外される。 

c. 最下位付置（REL） -これらの規則が特に適用される場合、クルーをレースで最下位にすることをいう 

d. レッドカードまたは敗者復活（EXC）：当該イベントの全ラウンドからクルーを排除する。この罰則

は、重大かつ反復的な規則違反に対して行われ、違反したクルーはそのイベントにこれ以上参

加しないことが正当化される。 

e. 失格（DSQ）は、漕手またはクルーが大会のすべての競技から失格となる。 

i. この罰則は、大会からの退場を正当化する最も深刻な規則違反に対するものである。 

ii. 漕手が失格となった場合、その漕手はそれ以上大会に参加してはならない。 

iii. 規則第 45 条および第 46 条で医療上の理由による交代が認められている時に失格となった場

合、その漕手は交代できず、その漕手のクルーは当該競技のすべてのラウンドから除外される。 

iv. クルーが失格となった場合、そのクルーのいかなるメンバーも、その大会のいかなる競技にも参

加してはならない。 

2. 加盟国協会への罰則 

a.審判長は、さらに、本規則の違反と課された罰則について常任理事会に報告すること

ができる。 

b.常任理事会は、審判長からこのような報告を受け、審判委員会が課した罰則が違反に

対して十分でないと判断した場合には 

i.報告書のコピーを関連する加盟国協会に提供すること。 

ii.当該加盟国協会に罰則を課すことも検討するつもりであることを、その旨を明記して当

該加盟国協会に通知する。 

1)考慮すべき違反の性質 

2)考慮される罰則または罰則の範囲。 
3)過去の行為が考慮される場合は、その旨を明記し、関連する過去の行為の詳細を記載する

こと。 

4)加盟国協会に対して、所定の期日までに問題に関する書面による提出物を提出するよう求

めること。 

c.常任理事会は、報告書および加盟国協会からの提出物を考慮した上で、違反行為の

深刻な性質、および／または当該クルー、そのメンバー、そのチーム関係者の過去の

行為を反映して、状況に応じて適切と思われる罰則を科すことができるものとする。 

規則第 65 条（細則） イエローカードとレッドカード 
1. クルーにイエローカードまたはレッドカードが与えられた場合、罰則を受けたクルーは直ち

に、またはその後可能な限り速やかにその旨を伝えなければならない。 
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2. At World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant 
qualification regattas and World Rowing Cup regattas, if the sanction applies to a 
race in a subsequent racing session, it shall be notified in writing to the Team 
Manager of that crew. This written notification shall state: 
a. The crew on which the sanction has been imposed; 
b. The sanction; 
c. The nature of the breach; 
d. Time and location of the breach; 
e. Any other important facts; and 
f. The name and function of the Jury member who awarded the sanction. 

3. In the case of a Yellow Card applying to the next race of the sanctioned crew for which the 
crew is not yet on the water, the sanction shall where possible be announced verbally to the 
crew by the Jury member at the outgoing pontoon when the crew boats for its race. 

4. Where a crew already on the water is awarded a Yellow Card prior to arriving at the 
Start, the Starter shall announce the sanction to the crew before the start of its race. 

5. A crew awarded a Red Card or otherwise excluded or disqualified shall not 
participate in the race once notified of the sanction 

6. If a sanction which affects the result of a crew is applied by a member of the Jury, 
it shall be shown on the race result in the following form: DSQ – Disqualification; 
EXC – Red Card or Exclusion; REL – Relegation. 

2. 世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選大会、ワ

ールドカップにおいて、罰則が後続のレースに適用される場合は、そのクルーのチームマ

ネジャーに書面で通知しなければならない。この書面による通知には次のことが記載され

なければならない。 
a.罰則を受けたクルー。 

b.罰則は 

c.侵害の内容 

d.侵害の時間と場所 

e.その他の重要な事実。 

f.罰則を与えた審判の名前と機能。 

3. 罰則を受けたクルーがまだ海に出ていない次のレースにイエローカードが適用される場合、罰則は可

能な限り、クルーがレースに向けて出航する際に、出航するポンツーンにいる審判が口頭でクルーに

告知するものとする。 

4. すでに水上にいるクルーがスタート地点に到着する前にイエローカードを受けた場合、発艇員はレー

ス開始前にそのクルーに罰則を告げなければならない。 

5. レッドカードを与えられたクルー、またはその他の方法で除外または失格となったクルーは、罰則の通

知を受けた時点でレースに参加してはならない。 

6. クルーの結果に影響を与える罰則が審判によって適用された場合は、レース結果に以下の形式で表

示されるものとする。DSQ - 失格、EXC - レッドカードまたは除外、REL -最下位付置。 

SECTION 8 – The Start 
Rule 66 – At the Start 
The first 100 metres of the regatta course constitutes the start zone. 
A crew may enter the start zone if permitted by the Starter, but shall not enter the racing lanes 
until all crews from the preceding race have left the start zone and the Starter has attributed a 
lane to the crew. Crews must be attached to their starting positions at least two minutes before 
the designated start time. 

SECTION8 発艇 
規則第 66 条 発艇にて 
レガッタコースの最初の 100ｍが発艇水域である。 

発艇員の許可を得て、クルーは発艇水域に入ることができるが、前のレースのクルーがすべて発艇水

域を去り、発艇員がクルーにレーンを割り当てるまで、競漕水域に入らないものとする。クルーは発艇時

刻の少なくとも 2 分前に発艇位置に到着していなければならない。 

Rule 67 – The Starting Procedure 
1. Methods of Starting - There shall be two methods of starting as described in the Bye‑Law to 

this Rule. The normal start procedure shall include a roll call of all crews before the start 
command is given. Alternatively, in case of adverse weather conditions or other valid reasons 
the Starter may decide to use the Quick Start procedure in which there is no roll call of 
individual crews. 

2. Starting Process - The Starter shall inform the crews of their starting positions and shall start 
the race when the Judge at the Start indicates that the crews are correctly aligned. The Judge 
at the Start alone shall decide if the boats are correctly aligned or if one or more crews have 
committed a false start. 

a. Should the Judge at the Start deem there to be a false start or the start to be otherwise faulty, the Starter 
shall stop the race and, if there was a false start, shall award a Yellow Card to the crew or crews which, 
in the opinion of the Judge at the Start, caused it. A crew causing two false starts or receiving two Yellow 
Cards which apply to the same race for any infringement whatsoever, shall be awarded a Red Card and 
be excluded from the event. 

3. In principle the Starter shall start the race at the scheduled race start time. 
4. The Starter may start the race without reference to absentees. A crew arriving late at its 

starting position may be awarded a Yellow Card by the Starter. 

規則第 67 条 発艇手順  
1. 発艇の方法 - 本規則細則に記載されているように、発艇には 2 つの方法があるものとする。通常の

発艇方法では、スタートの指示が出る前に全クルーの点呼が行われる。また、悪天候やその他の正

当な理由がある場合には、発艇員は個々のクルーの点呼を行わないクイックスタートの手順を採用

することができる。 

2. 発艇手順 – 発艇員はクルーにスタート位置を知らせ、線審によりクルーが正しく整列していることを示

したときにレースを開始する。線審は、艇が正しく整列しているか、あるいは 1 人以上のクルーがフォ

ルススタートをしたかどうかを単独で判断する。 

a.線審がフォルススタートまたはスタートに問題があると判断した場合、発艇員はレースを中止し、フ

ォルススタートがあった場合には、線審の見解により、その原因となったクルーにイエローカードを

与えなければならない。2 回のフォルススタートを起こしたクルー、またはいかなる違反行為によっ

ても同一レースに適用される 2 枚のイエローカードを受け取ったクルーには、レッドカードが与えら

れ、その大会から除外される。 

3. 発艇員は、原則として、予定されたレース開始時刻にレースを開始する。 

4. 発艇員は欠席者に関係なくレースを開始することができる。スタート位置に遅れて到着したクルーに

は、発艇員からイエローカードが与えられることがある。 
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Bye‑Laws to Rule 67 – The Starting Procedure 
1. Starting Procedure – Normal Start 

a. Crews must attach themselves to their start pontoons at least two minutes before the start time of 
their race. Two minutes before the designated start time, the Starter shall announce “Two minutes” 

and this shall signify to the crews that they are formally under Starter’s orders.  
The announcement of “Two minutes” shall also be an instruction to the crews that they must be ready 
to race within two minutes. After announcing “Two minutes” and if the Starter is satisfied that all the 
crews are ready to race the Starter may, in adverse weather conditions or other special 
circumstances, proceed with the start without waiting for the scheduled start time. 

b. Where an Alignment Control Mechanism is in use, the Starter, after all crews are attached 
to their start pontoon, shall alert crews by announcing “Raising Start System” and shall 
then activate the alignment mechanism to raise it to the surface. 

c. Before giving the start command, the Starter shall ensure that the Umpire and the Judge 
at the Start are ready. When the boats are aligned and the crews are ready to race, the 
Starter shall make a roll call by announcing – in lane order – the names of each of the 
crews in the race. Each crew is responsible for being both straight and ready to race at the 
end of the roll call. 

d. Once the roll call begins the Starter shall proceed to finish the roll call, taking no further 
notice of any crew which indicates that it is not ready or not straight. After the last crew has 
been named in the roll call the Starter shall check that the crews are straight and the Judge 
at the Start is indicating that the crews are still correctly aligned and shall then say: 
“Attention!” 

e. The Starter shall then EITHER raise the red flag, OR where the start is given using traffic 
lights, shall press a button (or switch) to change the traffic lights from the neutral position 
to red. 

f. After a clear pause the Starter shall give the start signal by: 
i. EITHER dropping the red flag quickly to one side and simultaneously saying: “Go!” 
ii. OR by pressing a button that shall, at the same instant: 

1) Change the red light to green; 
2) Make an audible signal through the loudspeakers; 
3) Start the timing system for the race; 
4) Freeze the picture on the monitor in the Aligner’s hut (if freeze frame facility is 

provided); 
5) Release the Alignment Control Mechanism (if used). 

g. The pause between the raising of the red flag / the showing of the red light and the start 
signal shall be clear and shall be variable from race to race. 

h. If the starting procedure is interrupted for any reason then the Starter may begin the 
procedure again, starting with the roll call. 

i. After a false start the Starter must begin the procedure again, starting with the roll call. The 
starter is not required to announce “Two minutes” again. 

2. Starting Procedure – Quick Start 
Where the Starter considers, for adverse weather conditions or any other valid 
reason, that the normal start with the roll call should not be used, after saying “Two 
Minutes!” the Starter shall inform the crews that the race will be started using the 
“Quick Start”. 
Then, in place of the roll call, the Starter shall just say: “All Crews”, and after a 
clear pause he shall then say “Attention” and shall then proceed with the remaining 
start procedure. 

規則第 67 条（細則） 発艇手順 
1. 始動手順 - ノーマルスタート 

a.クルーはレースのスタート時刻の 2 分前までにスタートポンツーンに着地しなければなら
ない。指定されたスタート時刻の 2 分前に発艇員は「トゥーミニッツ」とアナウンスし、これ
はクルーに発艇員の命令を正式に受けることを意味する。2 分」というアナウンスは、2 分以内

にレースの準備をしなければならないというクルーへの指示でもある。2 分 "のアナウンスの後、発
艇員がすべてのクルーがレースの準備ができていると判断した場合、発艇員は悪天候やその他の
特別な状況下では、予定されたスタート時刻を待たずにスタートを行うことができる。 

b. 艇首を揃える発艇制御装置が使用されている場合、発艇員は、すべてのクルーがスタート用ポン
ツーンに取り付けられた後、"Raising Start System "とアナウンスしてクルーに注意を促した後、艇
首を揃える発艇制御装置を作動させて水面に上げる。 

c.スタートの指示を出す前に、発艇員は線審とジャッジの準備ができていることを確認しなければなら
ない。艇が整列し、クルーがレースの準備ができたら、発艇員は点呼を行い、レースに参加する各
クルーの名前をレーン順に発表する。各クルーは、点呼が終わった時点で、まっすぐにレースの準
備ができていることに責任がある。 

d.点呼が始まると、発艇員は点呼を終えなければならず、準備ができていない、あるいはまっすぐで
ないと示すクルーには一切注意を払わない。点呼で最後のクルーが指名された後、発艇員はクル
ーがまっすぐになっていることを確認し、線審がクルーが正しく整列していることを示した後、「アテ
ンション！」と言うものとする。 

e. 発艇員は赤旗を揚げるか、信号機を使ってスタートする場合はボタン（またはスイッチ）を押して信
号機をニュートラルから赤に変更しなければならない。 

f.明確なポーズの後、発艇員は次の方法でスタートの合図をする。 
i.どちらかが赤旗を素早く片側に落とし、同時に言う。「ゴー!」 
ii.あるいは、そのようなボタンを押しても、同じ瞬間に 

1)赤色灯を青に変える。 
2)ラウドスピーカーで音を出してください。 
3)レースの計時システムを開始する。 
4)アライナーズハットのモニターに表示されている画像をフリーズさせる（フリーズ機能がある場

合）。 
5) 艇首を揃える発艇制御装置（使用している場合）を解除する。 

g.赤旗の掲揚／赤ランプの点灯とスタート信号との間の休止時間は明確でなければならず、レースご
とに変動する。 

h.何らかの理由で開始手続きが中断された場合、発艇員は点呼から再度手続きを開始することがで
きる。 

i.フォルススタートの後、発艇員は点呼から手順をやり直さなければならない。発艇員は「トゥーミニッ
ツ」と再度アナウンスする必要はない。 

2. 起動手順 - クイックスタート 
悪天候やその他の正当な理由により、発艇員が点呼による通常のスタートを行うべきではないと判断
した場合、発艇員は「トゥーミニッツ！」と言った後、「クイックスタート」でレースを開始することをクル
ーに伝えなければならない。 
その後、発艇員は点呼の代わりに「オールクルー」と言う。その後、点呼の代わりに発艇員が「オール
クルー」と言い、しばらくしてから「アテンション」と言って、残りのスタート手順を行うものとする。 
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Rule 68 – False Start 
A crew whose rowers begin rowing and whose boat crosses the start line after the Starter has raised the 
red flag, or the red light is shown and before the start command is given, has committed a false start and 
shall be awarded a Yellow Card. If more than one boat commits a false start, only the crew or crews that 
the Judge at the Start decides actually caused the false start shall be awarded a Yellow Card. 
Bye‑Laws to Rule 68 – Consequences of a False Start 
1. After the start command has been given, the Starter shall look towards the Judge at the Start to check 

that it was a good start. Should the Judge at the Start indicate that this not be so, the Starter shall stop 
the race by ringing the bell and waving the red flag from side to side. If the traffic lights start system 
includes both visual and audible signals to indicate a false start then these shall be used (instead of the 
bell and the red flag) by flashing the red light and sounding the audible signal repeatedly. In this case, 
the Judge at the Start may directly activate the signal to stop the race. 

2. In the case of a false start, the Judge at the Start shall inform the Starter of the name of the crew or crews 
to be penalised and the Starter shall award that crew or crews a Yellow Card when they have returned 
to their starting position by stating “(Name of Crew), False Start, Yellow Card!”. 

3. The Starter shall then instruct the official on the starting platforms to place a yellow marker, or in the case 
of a Red Card or Exclusion a red marker, adjacent to the starting position of the crew or crews so 
penalised. The yellow or red marker must be clearly visible to the crew concerned. 

4. A crew awarded a Red Card or otherwise excluded will not take part in the race and will leave the course 
and return to the boating area as directed by the Starter. 

規則第 68 条 フォルススタート 
漕手が漕ぎ始め、発艇員が赤旗を上げた後、あるいは赤ランプが点灯した後、スタートの指示が出される前にボート

が発艇線を越えたクルーは、フォルススタートをしたことになり、イエローカードが与えられる。複数の艇がフォルススタ

ートを行った場合は、線審が実際にフォルススタートを起こしたと判断したクルーのみにイエローカードが与えられる。 

規則第 68 条（細則） フォルススタートの結果 
1. スタートの指示が出された後、発艇員は線審の方を見て、スタートがうまくいったかどうかを確認する。線審がそう

ではないと示した場合、発艇員はベルを鳴らし、赤旗を左右に振ってレースを止める。トラフィックライトスタートシ
ステムにフォルススタートを示す可視と音声両方の信号が含まれている場合は、ベルと赤旗の代わりに、赤ラン
プの点滅と音声信号を繰り返し鳴らすことで使用する。この場合、スタート地点の審判員は、レースを停止するた
めの信号を直接作動させることができる。 

2. フォルススタートの場合、線審はペナルティを受けるクルーの名前を発艇員に伝え、発艇員はそのクルーがスター
ト位置に戻った時点で「（クルーの名前）、フォルススタート、イエローカード！」と言って、そのクルーにイエローカー
ドを与えなければならない。 

3. 発艇員は、スターティングプラットフォームにいる役員に、ペナルティを受けたクルーのスタート位置に隣接して黄
色のマーカーを置くように指示しなければならない。また、レッドカードや除外の場合は、赤色のマーカーを置かな
ければならない。黄色または赤色のマーカーは、関係するクルーからはっきりと見えるようにしなければならない。 

4. レッドカードを与えられたクルー、またはその他の方法で排除されたクルーはレースに参加せず、発艇員の指示に
従ってコースを離れ、ボートエリアに戻ることになる。 

Rule 69 – Objections at the Start 
A crew awarded a Yellow Card or excluded or disqualified at the start may make an 
objection to the Umpire or the Starter at the time. The Umpire or the Starter shall 
decide immediately on the objection and shall communicate the decision to the objecting 
crew, to the other crews in the race, and to the President of the Jury and other race officials. 

規則第 69 条 発艇時の異議  
発艇でイエローカードを与えられた、除外または失格となったクルーは、その際に主審または発艇員に

異議を申し立てることができる。主審または発艇員は、その異議に関し直ちに決定を行い、異議を申し

立てたクルー、当該レースの他のクルー、および審判長と他のレースオフィシャルにその決定を伝えるも

のとする。 

SECTION 9 – During the Race 
Rule 70 – Responsibility of the Rowers 
All rowers shall compete in their races in accordance with these Rules. Crews are responsible 
for their own steering. Each crew shall have a lane reserved for its own use and shall remain 
completely (i.e., including its oars or sculls) within this lane throughout the race. If a crew leaves 
its lane then it does so at its own risk. If it impedes or interferes with any of its opponents or 
gains any advantage thereby, it may be penalised without prior warning or other notification 
from the Umpire. 

SECTION 9 レース中 
規則第 70 条 漕手の責任  
すべての漕手は、本規則に従って競漕するものとする。クルーは、自己の操舵に責任を負う。各クルー

は、レースの最初から最後まで、自己の使用のために割り当てられたレーン内に完全に（オールを含め）

とどまるものとする。もしクルーが自己のレーンを外れる場合、それはクルーの自己責任であり、競漕相

手の何れかを妨害するとか自己を優位にする場合、当該クルーは事前の警告または主審からの他の

通知なしに罰則を受ける。 

Rule 71 – Interference 
A crew causes interference to its opponents if its oars, sculls or boat encroach into the 
opponent’s lane and cause a disadvantage to its opponents by contact, its wash or 
other distraction, or in any other way. The Umpire alone shall decide if a crew is in its 
lane or if it is interfering with another crew and causing them a disadvantage. If a crew 
has caused interference to another crew and has, in the Umpire’s opinion, affected 
the finishing position of that crew then it may be excluded by the Umpire. In the 
situation where a collision between boats or oars or sculls has occurred, the Umpire may 
exclude the crew causing the collision even if no prior warning has been given to that crew. 
In no case may the Umpire alter a placing. 
Bye‑Laws to Rule 71 – Actions on Interference and Consequences thereof 
1. Alerting a crew – If a crew is about to cause interference to another crew, the Umpire shall, 

when possible, raise the white flag, call to the crew at fault, state the name of the crew and 
indicate the 

規則第 71 条 妨害 
オールまたはボートが相手のレーンを侵害し、接触、波、その他の注意散漫により、またはその他の何ら

かの方法でその相手が不利になる場合、クルーはその相手へ妨害を引き起こしたことになる。クルーが

自己のレーンにいるか、そのクルーが別のクルーを邪魔し相手に不利益をもたらしているかどうか、主審

が唯一の決定者である。あるクルーが別のクルーへの妨害を引き起こし、主審の見解として、相手クル

ーの着順に影響を与えた場合、妨害を引き起こしたクルーは主審により除外されることがある。ボートま

たはオール同士の衝突が生じた状況では、主審は、警告が前もってそのクルーに与えられていなくても

衝突を引き起こしたクルーを除外することができる。 

如何なる場合も、主審は順位を変更してはならない。 

規則第 71 条（細則） 妨害の帰結  
1. クルーへの警告 － あるクルーが別のクルーへの妨害を引き起こしそうになったら、主審は白旗を上

げて、過誤のあるクルーに声をかけ、クルー名を読み上げ、旗を必要な方向へ倒してレーンの変更
を指示すものとする。原則として、もしそのレーンに障害物がなければ、主審はクルーに操舵指示を
与えてはならない。 
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required change of direction by lowering the flag to that side. In principle, the Umpire may 
not otherwise give steering indications to a crew unless there is an obstruction in its lane. 

2. Stopping a crew – To ensure the safety of the rowers and to prevent damage to boats and equipment, 
the Umpire may intervene by raising the white flag to the vertical position, naming the crew and giving 
the command “Stop!”. A crew so instructed shall immediately stop their boat.  
The crew may begin rowing again to finish the race if permitted by the Umpire. 

3. Alerting the Umpire – If, during a race, a crew considers that it is being interfered with by 
another crew and is suffering a disadvantage thereby, then a member of the crew should, if 
possible, draw the attention of the Umpire to the interference at the time the interference 
occurs to indicate that it intends to make an objection. 

4. Remedying a disadvantage – If a crew is placed at a disadvantage, the priority is to restore 
its chances. The imposition of any sanction is a secondary consideration. Should a crew 
suffer a disadvantage, the Umpire must take the most appropriate course of action provided 
by the Rules.  
Such action may be, for example, to stop the race, impose the appropriate sanction and order 
the race to be re-rowed. Depending on circumstances, the Umpire may allow the race to 
continue and then announce a decision after the race is over. The Umpire may not only 
penalise the crew at fault while the crew that has suffered interference does not have its 
chances restored to it. 

5. Nothing in this Rule or its Bye-Laws lessens the responsibility of each crew to remain in its 
designated lane throughout the race. 

旗をそちら側に下げることで、必要な方向転換を行う。原則として、主審はクルーのレーン
に障害物がない限り、それ以外の方法でステアリングを指示することはできない。 

2. クルーの停止 － 出漕者の安全性を確保し、艇と装備の損傷を防ぐために、主審は、白旗
を垂直方向に上げて、クルー名を呼び、「ストップ！」と令することにより介在してもよい。
「ストップ！」と令されたクルーは直ちに艇を停止するものとする。その後主審の許可を得
た場合、クルーはレースを終えるために再び漕ぎ始めることができる。 

3. 主審への警告 － レース中に、あるクルーが別のクルーにより妨害され不利益を受けてい
ると思った場合、クルーは、可能であれば、異議を申し立てるつもりであることを示すため
に妨害が生じている最中に主審の注意を引くようにすべきである。 

4. 不利益の救済 －あるクルーが不利益を被った場合、最優先すべきは勝利の機会を回復させるこ

とである。（不利益を与えたクルーへ）罰則を与えることは第二の優先事項である。もしクルーが不
利益を被った場合、主審は規則に定められた最も適切な行動計画をとらなければならない。例え
ば、主審は、レースを止め、適切な罰則を与え、再レースを命じてもよい。状況により、主審は、レー
スを継続させ、レースが終わった後に自己の決定を表明する。主審は、妨害を受けたクルーに回復
する機会がないのに、妨害したクルーに罰則を与えるだけではいけない。 

5. この規則または細則のいかなる規定も各クルーが指定されたレーンを守る責任を軽減する
ものではない。 

Rule 72 – Coaching during Racing 
In addition to the provisions of Bye‑Law to Rule 28 (Appendix R2), it is prohibited to give any 
instructions, advice or directions to rowers or crews that are racing with any electric, electronic 
or other technical device, either directly or indirectly from outside the boat. 

規則第 72 条 レース中の指導 
規則第 28 条細則（附則 R2）の条項に加えて、競漕している漕手またはクルーに対し、ボートの外から

直接的でも間接的でも、電気的、電子的、または他の技術的装置により、如何なる指示、助言または

指示も与えることは禁止される。 

SECTION 10 – The Finish 
Rule 73 – Conclusion of the Race 
1. A crew has finished the race when the bow of its boat has reached the finish line. The race 

shall be valid, i.e. in order, even if the crew is incomplete. Nevertheless, a crew of a coxed 
boat finishing the race without its coxswain shall be excluded. 

2. A race is concluded when the Umpire so indicates by raising a white flag or otherwise confirms 
the result. 

Bye‑Laws to Rule 73 – Conclusion of the Race 
1. Race was in order – The Umpire, even if satisfied that the race was in order, must check to 

be sure that no crew is making an objection under Rules 71 or 75 before signalling to the 
Judge at the Finish, by raising the white flag, that the race was in order. Before leaving the 
finish area the Umpire shall make sure that the Judge at the Finish has acknowledged the 
signal with either a white flag or a white light. 

2. Race was not in order – If the Umpire considers that the race was not in order the Umpire shall raise the 
red flag and shall then inform the crews and the Judges at the Finish of the decision.  
The Judges at the Finish, in such cases, must not announce the official result of the race 
until the Umpire has given the decision. 

3. Objections - If a crew considers that its race was not in order a member of the crew must 
raise their arm to indicate that it is making an objection. In this case the Umpire shall not raise 
any flag at the end of the race but shall consult with the objecting crew and consider their 
objection. The Umpire may then decide upon one of a number of alternative actions: 
a. The Umpire may reject the crew’s objection and raise a white flag to signify that the race 

was in order. 

SECTION 10 フィニッシュ 
規則第 73 条 レースの完了 
1. クルーがレースを終えたのは、艇首がフィニッシュラインに到達したときである。クルーが不完全であっ

ても、レースは有効であり、すなわち順当である。ただし、操舵手がいない状態でレースを終えたコッ

クスボートのクルーは除外される。 

2. レースは、主審が白旗を揚げるなどして、その結果を確認したときに終了する。 

規則 第 73 条（細則） レースの完了 
1. レースが正常に行われた場合 – 主審は、レースが正常に行われたと確信した場合でも、判定員に白

旗を上げてレースが正常に行われたことを合図する前に、どのクルーも規則第 71 条または第 75 条
に基づいて異議を唱えていないことを確認しなければならない。フィニッシュエリアを離れる前に、主
審は判定員が白旗または白光でその信号を確認したことを確認しなければならない。 

2. レースが正常に行われなかった場合 -主審がレースが正常に行われなかったと判断した場合、主審
は赤旗を掲げ、その決定をフィニッシュのクルーと審判に伝えなければならない。このような場合、判
定員は、主審が決定を下すまで、レースの公式結果を発表してはならない。 

3. 異議 - あるクルーが自分のレースに問題があったと考えた場合、そのクルーは腕を上げて異議を申
し立てなければならない。この場合、主審はレース終了時に旗を上げてはならないが、異議を唱え
たクルーと協議し、その異議を検討しなければならない。その後、主審はいくつかの代替措置のうち
の 1 つを決定することができる。 

a.主審はクルーの異議を却下し、レースが正常に行われたことを示すために白旗を揚げることができ
る。 
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b. The Umpire may accept the crew’s objection and raise a red flag to signify that the race was not in 
order. The Umpire shall then follow the procedure to handle objections (Rule 75). 

c. The Judges at the Finish, in such cases, shall not announce the official result of the race until the 
Umpire has given a decision. 

4. Official result – The official result of the race shall be determined by the Judge at the Finish 
and crews shall be ranked in order of the bows of their boats reaching the finish line. Where the Umpire 
considers that the race was not in order, the Judge at the Finish shall take into account the decision of 
the Umpire in determining the official result of the race. 

5. Photo-finish – In the case of a close finish the Judge at the Finish shall determine the order 
of finish by viewing the picture produced by the photo-finish system. The necessary 
equipment shall be operated by specialists who do not form part of the team of Judges at the Finish. 
Systems using less than 100 frames per second are not suitable for determining the order of finish. The 
organising committee must provide equipment specially designed for the purpose. 

6. Timing – Intermediate times and finish times shall be recorded to 1/100th of a second. This 
may mean that where there is a difference between crews on the photo-finish system of less 
than 1/100th of a second, those crews may have the same recorded times but will have different 
rankings. The exception shall be for time trials (see Appendix R8) where the times of each crew determine 
their ranking and in such races, where crews finish less than 1/100 of a second apart, their times shall 
be recorded as shown on the photo-finish system if any. The necessary equipment shall be operated by 
technicians who do not form part of the team of Judges at the Finish. 
a. International Regattas – If the finish of the race for each crew can be clearly determined by the naked 

eye, times taken by hand-operated timing equipment may be used. In the case of a photo-finish the 
times shown on the result sheets and on the scoreboard shall be taken from the photo-finish for all the 
crews in that race. 

b. World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification regattas 
and World Rowing Cup regattas – All times shown on the result sheets and on the scoreboard shall 
be taken from the photo-finish for all the crews in all races. 

7. Exclusion by the Umpire – A crew excluded by the Umpire during the race or at the finish of 
a race shall be notified by the Umpire saying “(name of crew) – (reason for exclusion) – Red 
Card – Exclusion!” 

b.主審はクルーの異議を受け入れ、赤旗を上げてレースが不成立であったことを示すことができる。
その後、主審は異議を取り扱う手順（規則第 75 条）に従わなければならない。 

c.このような場合、判定員は、主審が決定を下すまで、レースの公式結果を発表してはならない。 
4. 公式結果 - レースの公式結果は判定員によって決定され、クルーはフィニッシュラインに到達した艇

首の順に順位付けられる。主審がレースが秩序立っていなかったと判断した場合、判定員は主審の
判断を考慮してレースの公式結果を決定する。 

5. フォトフィニッシュ - 僅差の場合、判定員は、フォトフィニッシュシステムで作成された画像を見て、フ
ィニッシュの順番を決定する。必要な機器は、判定員チームに属さない専門家によって操作されな
ければならない。毎秒 100 フレーム以下のシステムは、フィニッシュの判定には適していない。組織
委員会は、この目的のために特別に設計された機器を用意しなければならない。 

6. タイミング - 中間タイムとフィニッシュタイムは、1/100 秒単位で記録する。これは、フォトフィニッシュ
システムでクルー間の差が 1/100 秒以下の場合、それらのクルーは記録されたタイムが同じでも順
位が異なることを意味する。例外として、タイムトライアル（付録 R8 参照）では、各クルーのタイムが
順位を決定するが、そのようなレースでは、クルーのフィニッシュが 1/100 秒以下の差である場合、
フォトフィニッシュシステムがあれば、そのタイムが記録される。必要な機器は、判定員チームの一
員ではない技術者によって操作されなければならない。 

a.国際レガッタ-各クルーのレースのフィニッシュが肉眼で明確に判断できる場合は、手動式計時装
置で計測したタイムを使用してもよい。フォトフィニッシュの場合、競漕結果記録およびスコアボード
に表示されるタイムは、そのレースに参加したすべてのクルーのフォトフィニッシュから得られるもの
とする。 

b.世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックや関連の予選大会、ワールドカップ-
競漕結果記録やスコアボードに表示されるタイムは、すべてのレースのすべてのクルーのフォトフィ
ニッシュからのものとする。 

7. 主審による除外-レース中またはレース終了後に主審によって除外されたクルーには、主審が「（クル
ーの名前） - （除外の理由） - レッドカード - 除外！」と通知する。 

Rule 74 – Dead–Heats 
When the order of finish between two or more crews is too close for any difference to be 
determined, then the result shall be declared a dead heat between the crews involved. 
Bye‑Laws to Rule 74 – Dead-Heats 
If there is a dead-heat, the following procedure shall operate: 
1. In a heat, if a dead-heat occurs between crews and if those crews cannot all progress into 

the same level of the next round, then there must be a Re-Row in accordance with Rule 64. 
If all crews involved in the dead-heat progress anyway into the same level of the next round, 
there will be no Re-Row and their relative positions in the next round shall be decided by a 
draw supervised by a member of the Jury. 

2. In a repêchage, a quarter-final or a semi-final if a dead-heat occurs between crews and if 
those crews cannot all progress into the same level of the next round, then the crew which 
had the highest ranking in the immediate preceding round shall be deemed to have the higher ranking 
of the dead-heat crews for progression to the next round. The immediate preceding round shall be 
the last previous round in which both/all of the dead-heat crews competed. If the crews had the 
same result in that round then the ranking in the next previous round shall be used for this purpose. If on 
this basis the results of the crews concerned are identical, then there must be a Re-Row between the 
crews involved in the dead-heat. Where such a dead-heat involves more than two crews and this number 
exceeds the number of crews advancing to the same level of the next 

規則第 74 条 同着  
２クルーまたはそれ以上のクルーの着順が、その差を決定できないほど、あまりにも接近した場合、当該

クルー間で同着であったと発表するものとする。 

規則第 74 条（細則） 同着 
同着が発生した場合は、以下の手順で動作する。 
1. 予選において、クルー間で同着が発生し、それらのクルーが全員次のラウンドの同じレベルに進むこと

ができない場合は、規則第 64 条に従って再レースが行われなければならない。同着に関与したす
べてのクルーが次のラウンドの同じレベルに進む場合は、再レースは行われず、次のラウンドでの相
対的な位置は、審判が監督する抽選によって決定される。 

2. 敗者復活、準々決勝、準決勝において、クルー間で同着が発生し、それらのクルーがすべて同じレ
ベルの次のラウンドに進むことができない場合、次のラウンドに進むためには、同着したクルーのうち、
直前のラウンドで最高順位にあったクルーが上位にあるとみなされる。直前のラウンドとは、同着して
いるクルーの両方または全員が出場した最後のラウンドを指す。そのラウンドでの結果が同じだった
場合は、次の前のラウンドでの順位を使用するものとする。もし、これに基づいて、関係するクルーの
結果が同じであれば、同着に関係するクルー間で再レースを行わなければならない。このような同
着に 2 人以上のクルーが参加し、その数が次のラウンドの同じレベルに進出するクルーの数を超え
る場合は、次のラウンドで再抽選を行う。 
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round, the above procedure shall be used to determine which of those crews shall so 
advance. If all crews involved in the dead-heat progress anyway into the same level of the 
next round, there will be no Re-Row and their relative positions in the next round shall be 
decided by a draw supervised by a member of the Jury. 

3. In a final, if a dead-heat occurs between crews, then they shall be given equal placing in the 
final order and the next placing(s) shall be left vacant. If the tied placing is for a medal position 
then the organising committee shall provide additional medals. 

4. Where a Re-Row is required as a result of a dead-heat under this Bye-Law, that Re-Row 
shall be over the full course distance under the provisions of Rule 64. 

ラウンドでは、上記の手順で、どのクルーがそのように進むかを決定する。同着に関与したすべての
クルーが次のラウンドで同じレベルに進んだ場合、再レースは行われず、次のラウンドでの相対的な
位置は、審判の監督による抽選で決定される。 

3. 決勝において、クルー間で同着が発生した場合は、最終的な順位は同等とし、次の順位は空席とす
るものとする。同点の順位がメダルポジションの場合は、組織委員会が追加のメダルを提供する。 

4. 本細則に基づく同着の結果、再レースが必要となった場合、その再レースは規則第 64 条
の規定により全コースの距離を超えるものとする。 

SECTION 11 – Objections, Protests, Outcome of Protests, Appeals 
and Disputes 
Rule 75 – Objections 
1. Objections to Sanctions 

a. A crew may only object to a sanction at the time it is awarded in accordance with the Bye
‑Law to this Rule by informing the member of the Jury, the Starter or the Umpire who 
notified the crew of the sanction that it objects to the sanction. 

b. The member of the Jury, the Starter or the Umpire to whom the objection is made shall 
decide on the objection without delay and shall communicate the decision to the crew, to 
the Starter and to the other race officials. 

2. Objection to the conduct of a race 
a. If a crew considers that its race was not in order and that its ranking in the race has been 

affected, a member of the crew may object to the Umpire before its boat has left the 
immediate area of the finish line and before the umpire raises the white flag, in order for 
the objection to be valid. 

b. Such an objection may only concern the conduct of that crew’s race. 
Bye‑Laws to Rule 75 – Objections 
1. Objections to Sanctions 

a. Where a sanction is imposed on a crew in each of the following circumstances 
the crew may raise an objection as follows: 
i. At the Start - a crew awarded a sanction during warm-up or at the Start may object to 

the Starter, Umpire or any other member of the Jury at the Start or at the time the 
sanction is awarded. 

ii. During a race – a crew sanctioned by the Umpire during a race may object to the Umpire 
at the time the sanction is awarded or immediately after the finish of its race. 

iii. During cool-down or training or at any other time - A crew notified of a sanction for an 
infringement during cool down or training or at any time other than those above, may 
object to the member of the Jury who notifies the crew of the sanction. In such cases, 
in order to be valid the objection must be made before the crew embarks for the race to 
which the sanction applies. 

2. Objection to the conduct of a race 
a. A crew that objects to the conduct of its race must object to the Umpire 

immediately after the finish of the race, before the crew leaves the immediate 
area of the finish line and before the Umpire raises the white flag. 
i. The crew shall indicate to the Umpire that it wishes to make an objection by a 

member of the crew raising their arm. 

SECTION 11 異議、提訴、抗議の結末、上訴および紛争 
規則第 75 条 異議 
1. 罰則に対する異議 

a. クルーは、本規則の細則に従って罰則が与えられた時点で、その罰則をクルーに通知

した審判、発艇員または主審に、その罰則に異議を唱える旨を通知することによっての

み、その罰則に異議を唱えることができる。 

b. 異議を受けた審判、発艇員、主審は、遅滞なく異議申し立てを決定し、その決定をクル

ー、発艇員、他のレースオフィシャルに伝えなければならない。 

2. レースの実施に対する異議申し立て 

a.クルーが自分のレースが順当ではなく、レースでの順位に影響があったと考える場合、ク

ルーの 1 人は、その艇がフィニッシュライン付近を離れる前、かつ主審が白旗を揚げる

前に主審に異議を唱えることができるが、その場合、異議は有効となる。 

b.このような異議申し立ては、そのクルーのレースの実施に関するものに限られる。 

規則第 75 条（細則） 異議 
1. 罰則に対する異議 

a.以下の各状況においてクルーに罰則が課せられた場合、クルーは以下のように異議を
申し立てることができる。 
i.発艇時 - ウォームアップ中または発艇時に罰則を受けたクルーは、発艇時または罰則
を受けた時点で、発艇員、主審、その他の審判に異議を唱えることができる。 

ii.レース中 - レース中に主審から罰則を受けたクルーは、罰則が与えられた時、または
レース終了直後に主審に異議を申し立てることができる。 

iii.クールダウン中、トレーニング中、またはその他の時 - クールダウン中、トレーニング
中、または上記以外の時に違反行為に対する罰則を通告されたクルーは、その罰則
を通告した審判に異議を唱えることができる。このような場合、異議申し立てが有効で
あるためには、罰則が適用されるレースにクルーが出航する前に行われなければなら
ない。 

2.  レースの実施に対する異議申し立て 
a.レースの実施に異議を唱えるクルーは、レース終了後直ちに、クルーがフィニッシュライン
のすぐ近くを離れる前に、また主審が白旗を揚げる前に、主審に異議を唱えなければなら
ない。 
i.クルーは、腕を上げて異議を唱えたいことを主審に示さなければならない。 
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ii. The objecting crew shall not leave the area of the finish line until the Umpire 
has heard its objection. 

b. The Umpire will determine the objection as follows: 
i. The Umpire may reject the crew’s objection and raise a white flag to signify that the race 

was in order; 
ii. The Umpire may accept the crew’s objection and raise a red flag to signify that the race 

was not in order. 
1) In this case the Umpire must go to the Judges at the Finish in order to give them the 

decision and any necessary explanation. 
2) The Judges at the Finish, in such cases, shall not announce the official result of the 

race until the Umpire has given a decision 
iii. The Umpire may decide to seek further information regarding the objection. 

1) In this case, the Umpire shall raise a red flag and then take any necessary further 
steps to resolve the issues relating to the objection, e.g. consult with other officials, 
consult with other persons, consult with the President of the Jury etc. 

2) The Judges at the Finish, in such cases, shall not announce the official result of the 
race until the Umpire has given a decision. 

ii.異議を唱えたクルーは、主審がその異議を聞くまで、フィニッシュラインのエリアを離れ
てはならない。 

b.主審は以下のように異議を判定する。 
i.主審はクルーの異議を却下し、レースが正常に行われたことを示すために白旗を揚げることがで

きる。 
ii.主審はクルーの異議を受け入れ、レースが正常に行われなかったことを示すために赤旗を揚げ

ることができる。 
1)この場合、主審は判定員に判定を伝え、必要な説明をしなければならない。 
2)このような場合、判定員は、主審が決定を下すまでレースの公式結果を発表してはならな

い。 
iii.主審は、異議に関してさらに情報を求めることを決定することができる。 

1)この場合、主審は赤旗を掲げ、異議申し立てに関する問題を解決するために、他の役員に
相談する、他の人に相談する、審判長に相談するなど、必要な追加措置を取らなければな
らない。 

2)このような場合、判定員は、主審が決定を下すまで、レースの公式結果を発表してはならない。 

Rule 76 – Protests 
1. A protest to the Board of the Jury may only be made by: 

a. a crew whose objection has been rejected; 
b. a crew whose ranking in a race has been affected by the acceptance of an 

objection; 
c. a crew ruled DNS (did not start) or DNF (did not finish); 
d. a crew that has been excluded or disqualified; and 
e. a crew that disputes the published results. 

2. Such a protest must be in writing and lodged with the President of the Jury not later 
than one hour after the conclusion of the race and the publication of the official 
results. 

3. The protest must be accompanied by a deposit of EUR 100 or equivalent, which 
amount shall be refunded if the protest is upheld. 

4. The Board of the Jury shall then decide if the protest was justified. It will make its 
decision before the next round of races in the event concerned and, in any case, no 
later than two hours after the last race of the day. The decision and reasoning shall 
be given in writing. 

5. The Board of the Jury may: 
a. Reject the protest; 
b. Uphold the protest and provide such relief as may be necessary to restore each 

affected crew’s chances in the race or to correct the published results. The relief 
available to be provided by the Board of the Jury is as follows: 
i. Reprimand a crew; 
ii. Exclude a crew from the event; 
iii. Disqualify a crew; 
iv. Relegate a crew to last place in the race where specifically provided for in these Rules; 
v. Order a Re-Row in accordance with Rule 64 between some of all of the crews 

in the race. 

規則第 76 条 抗議 
1. 裁定委員会への抗議は、以下のみ行うことができる。 

a.異議申立てが却下されたクルー。 

b.異議申立てを受理したことにより、レースでの順位に影響を受けたクルー。 

c.クルーが DNS（スタートしなかった）または DNF（フィニッシュしなかった）と判定されたクルー。 

d.除外または失格となったクルー。 

e.発表された結果に異議を唱えるクルー。 

2. このような抗議は書面で、レース終了後、公式結果の発表後 1 時間以内に審判長に提出

しなければならない。 

3. 抗議には、100 ユーロまたはその相当額の保証金を添えなければならない。この保証金

は、抗議が支持された場合に返金される。 

4. 裁定委員会は、その後、抗議が正当であるかどうかを決定する。裁定委員会は、当該大

会の次のラウンドのレース前に決定し、いかなる場合もその日の最後のレースから 2 時間

以内に決定する。決定とその理由は書面で示されるものとする。 

5.裁定委員会は、以下のことができる。 

a.抗議を拒否する。 

b.抗議を支持し、影響を受けた各クルーのレースでのチャンスを回復するため、または公

表された結果を修正するために必要な救済措置を講じる。裁定委員会が提供可能な

救済措置は以下の通りである。 

i.クルーを指導する。 

ii. クルーをイベントから除外する。 

iii. クルーの失格 

iv. 本規則で特別に規定されている場合、クルーをレースの最下位に降格させる。 

v. レース中の一部または全部のクルーの間で、規則第 64 条に基づいて再レースを行

う。 
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6. At a World Rowing Championship or World Rowing Cup regatta, in the case of a protest 
arising from an objection concerning the final of an event, the Executive Committee may 
postpone the victory ceremony of that event. 
a. If the victory ceremony has taken place, and if the subsequent decision of the Board of the 

Jury changes the final result of the event then the official result shall be changed 
accordingly. 

b. Where medal placings are affected, then the medals shall be re-awarded as necessary in 
accordance with the decision. 

7. Subject only to Rule 77, the decision of the Board of the Jury on such a protest shall be final 
and not subject to further appeal. 

6. 世界選手権またはワールドカップにおいて、大会の最終結果に関する異議に起因する抗

議があった場合、常任理事会はその大会の表彰式を延期することができる。 

a.表彰式が行われ、その後の裁定委員会の決定により大会の最終結果が変更された場

合、公式結果もそれに応じて変更されるものとする。 

b.メダルの順位に影響が出た場合は、その決定に基づき、必要に応じてメダルを再授与

する。 

7. 規則第 77 条に限り、このような抗議に対する裁定委員会の決定は最終的なものであり、さ

らなる上訴の対象とはならない。 
Rule 77 – Appeals 
1. Only appeals provided for by this Rule will be considered by the Executive Committee 
2. A decision of the Board of the Jury which confirms the decision of a member of the Jury shall 

be final and may not be appealed. 
3. Subject to paragraph 2 above, an appeal to the Executive Committee against a decision of 

the Board of the Jury may be made only by: 
a. a crew whose ranking in a race has been adversely affected by a decision of the Board of 

the Jury; or 
b. a crew whose protest against the published results was rejected by the Board of the Jury. 

4. Appeal Time Limits and Requirements 
a. International Regattas - Any such appeal must be lodged with the Executive Director within 

three days of the date that the decision to be appealed was notified to that crew, club or 
member federation; 

b. World Rowing Championships, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant 
qualification regattas and World Rowing Cup regattas – Any such appeal must be lodged 
at the World Rowing Office of the regatta within one hour of the publication of the official 
results of the race following the decision of the Board of the Jury. 

c. An appeal shall be by notice in writing specifying: 
i. The member federation and crew bringing the appeal; 
ii. The decision appealed against; 
iii. the grounds to be relied on for the appeal. 

d. The appeal must be accompanied by a fee of EUR 200 or equivalent which fee 
shall be refunded if the appeal is allowed. 

e. The Executive Committee shall consider the appeal and may: 
i. Reject the appeal; 
ii. Allow the appeal and provide such relief as was available to the Board of the Jury as it 

considers just and appropriate. 
If the decision of the Executive Committee on the appeal changes the final result of the 
event, the official result shall be changed accordingly. 

f. At World Rowing Championships, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and 
relevant qualification regattas and World Rowing Cup regattas: 
i. Where the appeal relates to a preliminary round in an event, the Executive 

Committee will deliver its decision before the next round of that event 
ii. Where the decision of the Executive Committee on the appeal changes the 

final result of the event: 

規則第 77 条 上訴 
1. 常任理事会では、本規則に規定されている異議申立てのみが検討される。 

2. 審判員の決定を確認する裁定委員会の決定は最終的なものであり、上訴することはでき

ない。 

3. 上記 2 項に従い、裁定委員会の決定に対する常任理事会への異議申立ては、以下の者

のみが行うことができる。 

a.裁定委員会の決定により、レースでの順位に悪影響を受けたクルー、または 

b.公開された結果に対する抗議が裁定委員会で却下されたクルー。 

4. 上訴の時間制限と要件 

a.国際レガッタ – 上訴は、上訴の対象となる決定がそのクルー、クラブ、または加盟国協

会に通知された日から 3 日以内に事務局長に提出しなければならない。 

b.世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックや関連する予選会、ワールド

カップ- 上訴は、裁定委員会の決定後、レースの公式結果が発表されてから 1 時間以

内に、大会のワールドローイング事務局に提出されなければならない。 

c.上訴は、以下、指定された書面による通知によって行われる。 

i.訴えを起こした加盟国協会とクルー。 

ii.この決定は不服である。 

iii.上訴のために依拠すべき理由。 

d.上訴には、200 ユーロまたはその相当額の手数料を差しれる必要があるが、上訴が認め

られた場合には手数料は返金される。 

e.常任理事会は、異議申立てを検討し、次のことを行うことができる。 

i.訴えを却下する。 

ii.上訴を許可し、裁定委員会が正当かつ適切と考える救済措置を提供する。上訴に対

する常任理事会の決定が大会の最終結果を変える場合、 

f.世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選大会、ワ

ールドカップにて。 

i.上訴がある大会の予選に関連している場合、常任理事会はそのイベントの次のラウンド

の前に決定を下す。 

ii.上訴に対する常任理事会の決定が、大会の最終結果を変える場合。 
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1) the official result shall be changed accordingly; and 
2) where the medal placings are affected, the medals shall be re-awarded as necessary 

in accordance with the decision. 
iii. As a general rule, the victory ceremony will not be postponed for an appeal. 

5. Decisions of the Executive Committee under this rule are final 

1)それに伴い、公式結果も変更されるものとする。 

2)メダルの順位に影響がある場合は、その決定に従って、必要に応じてメダルを再授

与する。 

iii.原則として、上訴のために表彰式が延期されることはない。 

5. 本規則に基づく常任理事員会の決定は最終的なものである。 
Rule 78 – Disputes, Appeals and Cases not Covered 
1. International Regattas 

Subject to Rule 79, disputes between clubs or member federations shall be referred 
to the organising committee. Appeals against decisions of the organising committee 
may be submitted to the Executive Committee under Rule 77. 

2. World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant 
qualification regattas and World Rowing Cup regattas – 
The Executive Committee shall adjudicate on appeals from a decision of the Board 
of the Jury and on all cases not covered by the Rules of Racing and Bye‑Laws and 
the Event Regulations as well as on disputes which may arise during these regattas. 

The decision of the Executive Committee shall be final. Any decision made by the 
Executive Committee under this Rule shall immediately be communicated to the 
member federations of World Rowing in writing. 

規則第 78 条 対象外の紛争、上訴および事件  
1. 国際レガッタ 

第 79 条に従って、クラブまたは加盟連盟間の論争は組織委員会に付託されるものとす

る。組織委員会の決定に対する抗議は、第 77 条に基づいて常任理事会に提出すること

ができる。 

2. 世界選手権、オリンピック・パラリンピック・ユースオリンピックおよび関連する予選会、ワール

ドカップ 

常任理事会は、裁定委員会の決定に対す上訴や、競漕規則・細則・大会規則に規定さ

れていないすべてのケース、およびこれらのレガッタ中に発生する紛争について裁定を行

う。 

常任理事会の決定は最終的なものとする。この規則に基づいて常任理事会が行った決定

は、直ちにワールドローイングの加盟国協会に書面で通知しなければならない。 
Rule 79 – International Regattas – Disputes between the Organising Committee, Clubs 
or Member Federations 
1. A dispute between the Organising Committee, clubs or member federations at an 

International Regatta may be referred to the Executive Committee for resolution. 
2. This dispute referral process is to enable such a dispute to be resolved swiftly and with the 

minimum of inconvenience or expense to the parties. 
3. This referral may be made by any one of the parties in dispute. The referral shall be in writing 

and made as soon as possible after the conclusion of the International Regatta. 
4. It may be inappropriate for the Executive Committee to decide on certain disputes.  

Accordingly, the Executive Committee may, in its absolute discretion, decline to accept the 
referral without providing an explanation. 

5. If the Executive Committee agrees to accept the referral, it shall proceed to determine the 
dispute by due process and with respect to the fundamental rights of the parties in dispute. 

6. The decision of the Executive Committee on the dispute shall be considered final and binding 
on the parties 

規則第 79 条 国際レガッタ 組織委員会、クラブまたは加盟国協会の間の争議 
1. 国際レガッタにおける組織委員会、クラブまたは加盟国協会の間の紛争は、解決のために常任理事

会に付託することができる。 

2. この紛争紹介プロセスは、このような紛争を迅速に、かつ当事者の不便さや費用を最小限に抑えて

解決することを目的としている。 

3. この照会は、紛争当事者のいずれかが行うことができる。照会は書面で行い、国際レガッタの終了後

できる限り早く行うものとする。 

4. 特定の紛争については、常任理事会が決定することが不適切な場合がある。したがって、常任理事

会は、その絶対的な裁量により、説明を行うことなく付託を受けることを拒否することができる。 

5. 常任理事会が付託を受け入れることに同意した場合、常任理事会は、紛争当事者の基本的権利を

尊重し、適正な手続きによって紛争の解決を図るものとする。 

6. 紛争に関する常任理事会の決定は、最終的なものとみなされ、当事者を拘束するものと

する。 

Rule 80 – The Regatta Report 
1. Where World Rowing has given notice before the regatta that it requires a regatta report, the 

Chair of the organising committee and the President of the Jury shall write the regatta report 
on the standard form of World Rowing. This report shall include comments on the running of 
the races and on any incidents and disputes arising. This report shall be submitted in 
electronic form to World Rowing not later than 7 days after the regatta. 

2. World Rowing may request an organising committee to send to World Rowing in 
electronic form not later than 7 days after the regatta the complete results of the 
regatta. 

規則第 80 条 大会報告書 
1. ワールドローイングが大会報告書を必要とすることを大会前に通知した場合、組織委員会

の委員長と審判長は、ワールドローイングの標準書式で大会報告書を作成しなければな

らない。この報告書には、レースの運営および発生した事案や紛争についてのコメントを含

まなければならない。この報告書は、レガッタ終了後 7 日以内に電子形式でワールドロー

イングに提出しなければならない。 

2. ワールドローイングは、組織委員会に対し、大会後 7 日以内に電子形式で大会の全成績

をワールドローイングに送付するよう要請することができる。 
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SECTION 12 – Duties of the Jury 
Rule 81 – Control Commission 
The Control Commission shall ensure that the composition of the crews is correct and 
that their equipment is in order. It shall also assist in the identification of the rowers 
selected to undergo antidoping tests after their race. 

SECTION12 審判の任務 
規則第 81 条 監視員  
監視員は、クルーの構成が正しく、かつ装備が整っていることを確認する。また、レース後にア

ンチドーピング検査を受ける漕手の特定を支援するものとする。 

Rule 82 – The Starter and the Judge at the Start 
The Starter and the Judge at the start shall ensure that the correct starting procedure 
is followed. 

規則第 82 条 発艇員および線審  
発艇員および線審は、正しいスタート手順が踏まれていることを確認しなければならない。 

Rule 83 – The Umpire 
1. The Umpire shall ensure the proper conduct of the race and the safety of the rowers and in 

particular shall endeavour to ensure that no crew gains any advantage or suffers any 
disadvantage from its opponents or from outside interference. 

2. Where the Umpire considers that a crew has been significantly impeded the Umpire shall 
endeavour to ensure that its chance is restored to it and shall impose appropriate sanctions 
on crews at fault whether or not prior warning or notification has been given to those crews.  
The Umpire shall not give any steering indications to crews except as may be required to 
assist with the avoidance of accidents and to prevent crews from being interfered with by 
their opponents. 

3. If necessary, the Umpire may stop the race, impose any necessary sanctions and order the 
race to be re-rowed, either immediately or later, in accordance with Rule 64. In the latter case, 
the Umpire shall decide on the new starting time in consultation with the President of the Jury 
and shall so inform the crews concerned. 

4. The Umpire may also allow the race to continue and exclude crews after the race has 
finished.  
Any Re-Row may be confined to such crews as the Umpire shall designate. However, when 
the Umpire considers that the impediment has not affected the result of the race, or considers 
the effect of the impediment was not significant, the Umpire may decline to order a Re-Row 
of the race or of the crews involved in the incident. 

5. Zonal Umpiring – The Executive Committee may decide that at a World Rowing 
Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic or relevant qualification regatta or World 
Rowing Cup regatta, umpiring of some races shall be carried out from boats which are 
stationary or which do not follow the whole race or by Umpires stationed on the land adjacent 
to the course, and shall issue instructions and guidelines accordingly. 
a. Where the weather or other conditions are such that zonal umpiring is about to 

put the safety of crews at risk the President of the Jury may decide to revert to 
dynamic umpiring for the remainder of that racing session. 

規則第 83 条 主審  
1. 主審は、レースの適切な実施と漕手の安全を確保し、特に、どのクルーも対戦相手や外部

からの干渉によって有利になったり不利になったりしないように努めなければならない。 

2. 主審は、あるクルーが著しく妨害されたと判断した場合、そのクルーのチャンスを確実に回

復するように努めなければならない。また、事前に警告や通知があったかどうかにかかわ

らず、過失のあるクルーには適切な制裁を与えなければならない。 

主審は、事故の回避を助けるために必要な場合や、クルーが相手から妨害されるのを防

ぐために必要な場合を除き、クルーに操舵指示を与えてはならない。 

3. 必要であれば、主審はレースを中止し、必要な制裁を課し、第 64 条に基づいて直ちにま

たは後に再レースを命じることができる。後者の場合、主審は審判長と協議の上、新たな

スタート時刻を決定し、関係するクルーに通知する。 

4. また、主審はレースの続行を認め、レース終了後にクルーを除外することができる。 

再レースは、主審が指定したクルーに限定することができる。ただし、障害がレースの結

果に影響を与えなかったと主審が判断した場合、あるいは障害の影響が軽微であったと

主審が判断した場合には、レースまたは自己に関与したクルーの再レースを命じることは

できない。 

5. ゾーン審判-常任理事会は、世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピック

および関連する予選会、またワールドカップにおいて、いくつかのレースの主審を、静止して

いるボートから、またはレース全体を負わないボートから、またはコースに隣接する土地に

配置された主審によって行うことを決定し、それに応じて指示とガイドラインを発行すること

ができるものとする。 

a.天候やその他の状況により、ゾーン審判がクルーの安全を脅かすような場合、審判長は

そのレースセッションの残りの時間、主審に戻すことを決定することができる。 
Rule 84 – Judges at the Finish 
The Judges at the Finish shall determine the order in which boats reach the finish. 
They shall ascertain that the race was in order. They shall be responsible for validating 
the results. 
Bye‑Laws to Rules 81 to 84 – Duties of the Jury 
Refer to Appendix R9 – Duties of the Jury 

規則第 84 条 判定員  
判定員は、艇首がフィニッシュラインを通過する順番を判定するものとする。判定員は、レー

スが順当に行われたことを確認する。彼らは、結果を検証する責任がある。 

規則第 84 条（細則） 判定員の任務 
附則 R9 参照 判定員の任務 
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PART VII – ANTI-DOPING RULES 第 7 章 アンチドーピング規則 
Rule 85 – Anti–Doping 
Doping is strictly prohibited. 
The fight against doping is regulated by the World Anti-Doping Code, which the World 
Rowing Congress has formally adopted as World Rowing rules and that the World 
Rowing Council has the power to clarify and/or supplement, by appropriate Bye‑Laws. 
In rowing, for those who infringe doping provisions, a sanction may be imposed 
extending to, in a relevant case, a life ban from all competition. 
The version of the World Anti-Doping code, its Bye‑Laws and the World Rowing Anti-
Doping Bye‑Laws valid at the time of the violation shall apply. 
Bye‑Laws to Rule 85– Anti-Doping (Appendix R10) 
Refer to Appendix R10 – Anti-Doping 

規則第 85 条 アンチドーピング  
ドーピングは厳しく規制される。 

ドーピングに対する闘いは世界アンチ·ドーピング規程によって取り締られており、ワールドローイ

ング総会においてもワールドローイングの規程として正式に採用、ワールドローイング理事会は

適切な細則によって浄化し補強する権限を持つ。 

ローイングにおいて、アンチドーピング規則に違反した者は、場合によっては、すべての競技か

ら追放されることも含めた罰則を科されることがある。 

ドーピング違反時の世界アンチ·ドーピング規程、ワールドローイングアンチドーピング細則が適

用される。 

規則第 85 条（細則） アンチドーピング（附則 R10） 
附則 R10 アンチドーピング参照 
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PART VIII – EXCEPTIONAL CASES 第 8 章 例外規程 
Rule 86 – Exceptional Cases 
1. International regattas – Should it be necessary to make decisions in exceptional 

cases (e.g., postponement of a session of races or suspension of the regatta), the 
President of the Jury shall appoint and preside over a body to make such decisions. 

2. World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant 
qualification regattas and World Rowing Cup regattas – Should it be necessary to 
take decisions in exceptional cases, the Executive Committee members present or 
others specifically appointed by the Executive Committee for that purpose shall 
make such decisions. 

規則第 86 条 例外規程  
1. 国際レガッタ－（レースセッションの延期や大会の中断）等例外的なケースで決定を下す

必要がある場合、審判長はそのような決定を下す機関を任命し、その議長を務める。 

2. 世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選大会、ワ

ールドカップ－例外的に決定を下す必要がある場合は、出席している常任理事会メンバ

ーまたはその目的のために常任理事会が特別に指名した者がその決定を下す。 
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PART IX – CONCLUDING PROVISIONS 第 9 章 最終規定 
Rule 87 – Concluding Provisions 
These Rules of Racing were approved effective immediately by the FISA 
Extraordinary Congress held virtually from 17 to 18 October 2020. 
 
Jean-Christophe Rolland  Matt Smith 
President                Executive Director 

規則第 87 条 最終規定 
この競漕規則は、2020 年 10 月 17 日から 18 日にかけて Web 会議で開催された FISA の

臨時総会で承認され、即時効力を発揮する。 

 

会長 ジャン·クリストフ·ローランド  

専務理事 マット·スミス 
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APPENDIX R1 
BYE‑LAW TO RULE 13 – MEN’S AND WOMEN’S EVENTS 
Eligibility by Gender 
1. A rower is eligible to compete in a men’s event, or as a man in a mixed event, if the 

gender of the rower is Male in the rower’s passport or national identity card. 
2. A rower is eligible to compete in a women’s event, or as a woman in a mixed event, 

if: 
a. The gender of the rower is Female in the rower’s passport or national identity card; and 
b. where applicable, the rower meets the requirements of paragraph 3 below. 

3. Where, either: 
a. the rower’s gender has changed; or 
b. the rower has otherwise been required by the Executive Committee to establish 

eligibility to compete as a woman; 
the rower first satisfies the World Rowing Gender Advisory Panel that the rowers’ serum 
testosterone concentration has been less than 5 nmol/L continuously for a period of at 
least the previous 12 months and secondly meets any other requirements reasonably set 
by the Executive Committee. 

World Rowing Gender Advisory Panel 
4. The Executive Committee will appoint and maintain from time to time a panel of 

experts in the specialist areas of Gender Identification, Sex-reassignment, 
Hyperandrogenism, Transgender and Differences of Sexual Development (DSD) to 
be known as the Gender Advisory Panel. 
a. The Convenor of that panel will be the Chair of the Sports’ Medicine Commission. 
b. The purpose of that panel is to evaluate cases seeking a determination of gender eligibility and to 

provide expert advice to the Executive Director, the Executive Committee or the Council (as the case 
may require) on those specialist areas. 

c. The names of the panel members and their respective areas of expertise shall be published by World 
Rowing. 

d. The Chair of the Sports’ Medicine Commission, as convenor of the panel, is responsible for protecting 
the confidentiality of a rower’s medical records and ensuring that any issue as to the gender 
identification of any rower is treated with due sensitivity. 

The Executive Committee 
5. When considering any issue as to the eligibility of a rower to compete either as a 

man or as a woman under Rule 13 and this Bye-Law, the Executive Committee shall 
have regard to: 
a. any report that it receives from the Gender Advisory Panel as to the medical / scientific 

aspects of the case; 
b. any criteria as to gender identification adopted by the international sports community; and 
c. any relevant decisions of the Court of Arbitration for Sport (CAS). 

Gender Identification, Sex-reassignment, Hyperandrogenism, Transgender, and 
Differences of Sexual Development (DSD) 

6. The authority of the Executive Committee to determine any issue as to the eligibility of a rower to compete 
either as a man or as a woman under this Rule shall include, but is not confined to, any such issue arising 
in the case of Gender Identification, Sex-reassignment, Hyperandrogenism, Transgender, and 
Differences of Sexual Development (DSD). 

7. The Council may publish guidelines to assist rowers who have changed their gender, or intend to do so, 
in accordance with their national laws and regulations and who intend to seek a determination from the 
Executive Committee of their eligibility to compete either as a man or as a woman. 

附則 R1 規則第 13 条（細則） 男子・女子種目 
男女別の参加資格 
1. 漕手のパスポートまたはナショナルアイデンティティカードに性別が「男性」と記載されてい

る場合、その漕手は男子種目に、または混合種目に男性として出場することができる。 
2. 以下の場合、漕手は女子種目に、または混合種目に女性として出場する資格を有する。 

a. 漕手の性別が、漕手のパスポートまたはナショナルアイデンティティカードに「女性」と記載されてい
ること。 

b. 以下に該当する場合資格を有する。すなわちその漕手は以下の第 3 項の要件を満たしている場
合。 

3. 次のいずれかである場合。 
a. 漕手の性別が変更された場合。 
b. 漕手が、女性としての競技資格を確立するために、常任理事会によって以下を要求された場合。 
漕手の血清テストステロン濃度が少なくとも過去 12 か月間継続して 5nmol/L 未満であることをワー
ルドローイング性別諮問委員会が承認し、次に常任理事会が合理的に設定したその他の要件を満
たすこと。 

ワールドローイング性別諮問委員会 
4. 常任理事会は、性別識別、性別適合、高アンドロゲン症、トランスジェンダー、性的発達の

違い（DSD）の専門分野の専門家で構成されるパネルを任命し、随時維持する。 
a. そのパネルの招集者は、スポーツ医科学委員会の委員長が務める。 
b. そのパネルの目的は、性別による適格性の判断を求めているケースを評価し、それらの専門分野

について専務理事、常任理事会、または理事会（ケースによっては必要）に専門的なアドバイス
を提供する。 

c. パネルメンバーの名前とそれぞれの専門分野は、ワールドローイングが公表する。 
d. スポーツ医科学委員会委員長は、パネルの招集者として、漕手の医療記録の機密性を

保護し、漕手の性別識別に関する問題が十分な配慮をもって取り扱われることを保証
する責任を有する。 

常任理事会 
5. 常任理事会は、規則第 13 条および本細則に基づいて、男性または女性として競技に参

加する漕手の資格に関する問題を検討する際に、以下を考慮するものとする。 
a. 性別諮問委員会から受け取った、医学的／科学的側面に関する報告書。 
b. 国際的なスポーツ界で採用されている性別識別に関する基準、および 
c. スポーツ仲裁裁判所（CAS）の関連する決定事項 

性同一性、性転換、高アンドロゲン症、トランスジェンダー、性発達の違い（DSD) 
6. 本規則に基づいて、男性または女性として競技する資格に関する問題を決定する常任理事会の権

限には、性別識別、性転換、過アンドロゲン症、トランスジェンダー、および性発達の違い（DSD）の場
合に生じる問題が含まれるが、それに限定されないものとする。 

7. 理事会は、自国の法律や規則に従って性別を変更したか、または変更する意思があり、男
性または女性としての競技資格について常任理事会の判断を仰ごうとしている漕手を支
援するためのガイドラインを発行することができる。 
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8. A member federation may request a determination from the Executive Committee 
as to the eligibility of one of its rowers to compete either as man or as a woman. 
a. That member federation shall present the request for such determination to the 

Executive Director. 
b. The Executive Committee will treat any such request as a matter confidential 

between the rower (not the member federation) and the Executive Committee 
and with due sensitivity to the interests of the rower. 

c. The member federation is entitled to be informed by the Executive Committee 
only as to whether the rower is eligible or not. 

d. The rower is entitled to be informed of the reasons for the decision as to eligibility. 
9. The Executive Director shall refer a request under paragraph 8 above to the Gender 

Advisory Panel for evaluation. 
a. The panel shall undertake that evaluation and report accordingly to the Executive 

Committee. 
b. If the rower declines to comply with any reasonable requests by the panel for 

medical records or test results that the panel reasonably considers may assist 
with the evaluation, the Convenor of the panel will advise the Executive 
Committee accordingly who may thereupon decline to give further consideration 
to the request for determination of gender eligibility until the panel’s requests are 
complied with. 

8. 加盟国協会は、自国の漕手が男性または女性として競技に参加する資格があるかどうか
について、常任理事会に判断を求めることができる。 
a. その加盟国協会は、性別決定の要求を専務理事に提示しなければならない。 
b. 常任理事会は、このような要請を、（加盟国協会ではなく）漕手と常任理事会との間の

機密事項として、漕手の利益に十分配慮して取り扱う。 
c. 加盟国協会は、その漕手の性別が適格であるか否かについて、常任理事会からのみ

情報を得る権利がある。 
d. 漕手は、適格性に関する決定の理由を知らされる権利がある。 

9. 専務理事は、上記 8 項の要請を評価のために性別諮問委員会に委ねるものとする。 
a. 委員会はその評価を行い、それに基づいて常任理事会に報告する。 
b. 漕手が、評価に役立つと委員会が合理的に考える医療記録や検査結果の要求に応じ

ない場合、委員会の招集者は常任理事会にその旨を通知し、常任理事会は委員会
の要求に応じるまで、性別適格性の決定のための要求をさらに検討することを拒否す
ることができる。 

Costs 
10. The costs and other expenses involved with a determination of gender eligibility 

shall be at the sole discretion of the Executive Committee. In principle, but without 
derogating from that general discretion: 
a. The costs and other expenses involved with a request for a determination as to 

eligibility will be payable by the member federation that submitted the request; 
b. The costs and other expenses involved with an objection under Rule 46 relating 

to gender eligibility will be payable either 
i. by the objector in the event of an unsuccessful objection, or 
ii. by the member federation who entered the rower (or the rower if the rower 

submitted the entry) in the event of a successful objection. 

費用 
10.性別による適格性の判断に関わる費用およびその他の経費は、常任理事会の独自の裁

量に委ねられるものとする。原則として、しかし、その一般的な裁量を損なうことなく、 
a. 適格性に関する決定の要求に関わる費用およびその他の経費は、要求を提出した加

盟国協会が支払うものとする。 
b. 性別適格性に関する規則第 46 条に基づく異議に関わる費用およびその他の経費は、

以下のいずれかを支払う必要がある。 
i. 異議申し立てが失敗した場合に異議申し立て者が行うこと、または 
ii.異議申し立てが成功した場合、その漕手をエントリーした加盟国協会（漕手がエント
リーした場合はその漕手）が行う。 
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APPENDIX R2 
BYE‑LAWS TO RULE 28 – BOATS AND EQUIPMENT 
Requirements for racing boats and equipment. 
Failure to comply with this Bye-Law shall result in a sanction up to disqualification. 
All safety requirements described here are minimum requirements. It is the responsibility of the 
club or member federation concerned and the rowers to ensure their safety with regards to their 
rowing equipment. 

附則 R2 
規則第 28 条（細則） 艇と機器 
レース用の艇と機器の要件 
この規定に従わない場合は、失格になることもある。 
ここに記載されている安全要件はすべて最低要件である。艇用品の安全性を確保するの
は、関係するクラブまたは加盟国協会と漕手の責任である。 

1. Boats  
a. Maximum Length – All boats used in eights events shall be a minimum of two sections, 

with no section longer than 11.9 m. 

1. 艇 
a. 最大長さ-エイト競技に使用される艇は、最低でも 2 分割とし、11.9m を超えてはいけないものとす

る。 
b. Minimum Length – The minimum overall length of a racing boat shall be 7.20 metres. This 

will be measured from the front of the bow ball to the furthest aft extent of the boat, which 
may include an extension beyond the hull. If an extension is used it shall be firmly affixed 
to the stern and terminate in a 4 cm ball as described in 1) f) below. If a boat cannot be 
correctly aligned because it is less than the minimum overall length, the Starter may 
exclude the crew from the race. This rule does not apply to boats used in para rowing 
events and coastal rowing events. 

b. 最小長-競漕艇の最小全長は 7.20m とする。これは、バウボールの先端から艇の最後
部までを測定したものであり、船体からの延長部分を含んでもよい。延長部を使用する
場合は、船尾にしっかりと固定され、下記 1)f)に記載されているように端部は 4cm のボ
ールでなければならない。艇の全長が最小値に満たないために正しく艇首をそろえられ
ない場合、発艇員はそのクルーをレースから除外することができる。この規則は、パラロ
ーイング競技およびコーストローイング競技で使用する艇には適用されない。 

c. Boat Design – All boats shall be displacement mono-hulls, unless otherwise agreed by 
the Executive Committee. 

c. 艇デザイン-すべての艇は、常任理事会の合意がない限り、独立した排水室のある構造
でなければならない。 

d. Coxswain’s Seat – The opening of the coxswain’s seat must be at least 70 cm long and it 
must be as wide as the boat for at least 50 cm. The inner surface of the enclosed part must 
be smooth and no structure of any sort may restrict the inner width of the coxswain’s 
section. 

d. 舵手席-舵手席の開口部の長さは 70cm 以上でなければならず、その幅は少なくとも
50cm は艇幅と同じでなければならない。囲まれた部分の内面は滑らかでなければなら
ず、いかなる種類の構造も操手席の内側の幅を制限してはならない。 

e. Flotation – All boats shall meet the flotation requirements specified in World Rowing’s 
Minimum Guidelines for the Safe Practice of Rowing, i.e. “A boat when full of water with a 
crew of average weight equal to the design weight stated on the boat’s production plaque, 
seated in the rowing position should float such that the top of the seat is a maximum of 5 
cm below the static waterline”. It shall be the sole responsibility of the club or member 
federation using a boat to ensure that it complies with this requirement. 

e. 浮力-すべての艇は、ワールドローイングの「ローイングの安全な実践のための最低限なガイドライ
ン」に規定されている浮力要件を満たさなければならない。すなわち、「満水状態の艇に、艇の製
造銘板に記載されている設計重量に等しい平均体重のクルーがローイングポジションに着席して
いる場合、シートの上面が静水線から最大 5cm 下になるように浮くべきである」というものである。
艇を使用するクラブまたは加盟国協会は、この要件に確実に準拠することをそれぞれ独自に責任
を負うものとする。 

f. Bow Balls – The bows of all boats shall be fitted with a solid ball shape, minimum diameter 
4 cm which covers the point of the bow and is bright white. If this is an external part it shall 
be firmly affixed to the bow of the boat such that it does not significantly deflect if a side 
force is applied. If it is an integral part of the hull construction, it shall afford equivalent 
protection and visibility. 

f. バウボール-すべての艇の船首には、船首の先端を覆う直径 4cm 以上の固体のボール状のもの
で、明るい白色のものを取り付けること。これが外付け部品の場合は、横からの力が加わっても大
きくたわまないように、船首にしっかりと固定されていなければならない。船体構造と一体化してい
る場合は、同等の保護と視認性を確保しなければならない。 

g. Quick release foot stretchers – In all boats the foot stretchers, shoes or other devices 
holding the feet of the rowers shall be a type which allows the rowers to get clear of the 
boat with no delay in an emergency.  

i. Where shoes or other devices holding the feet will remain in the boat, each shoe or device shall be 
independently restrained such that when the heel reaches the horizontal position the foot will be 
released from the shoe. In addition, where laces, Velcro or similar materials must be opened before 
the rower can remove his feet from the shoes or other device, all such materials must be able to be 
released immediately by the rower with a single quick hand action of pulling on one easily accessible 
strap.  

ii. Where shoes or other devices holding the feet will not remain in the boat, each shoe or 
device must be able to be released by the rower either without using their hands or with a 
single quick hand action of pulling on one easily accessible strap or release device. 

g. クイックリリース・フットストレッチャー - すべての艇において、漕手の足を固定するフットストレッチャ
ー、シューズ、その他の装置は、緊急時に漕手が遅延なく艇から離れることができるタイプのもので
なければならない。 
i. 足を固定する靴やその他の器具が艇内に残る場合は、それぞれの靴や器具は独立して拘束さ

れており、かかとが水平位置に達すると足が靴から解放されるようになっていなければならな
い。また、靴紐やマジックテープなどを開けてからでないと足を出せない場合は、漕手が簡単に
アクセスできる 1 本の紐を手で引くだけで、すべての紐がすぐに外れるようになっていなければ
ならない。 

ii. 足を固定するシューズやその他の器具が艇内に留まらない場合は、それぞれのシューズや器
具は、漕手が手を使わずに、あるいは簡単にアクセスできるストラップや解除器具を手で引っ張
るだけで、解除できるようになっていなければならない。 
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2. Oars 
a. All parts of the oar shall be fixed in place and incapable of movement independent 

of the movement of the oar as a whole during rowing. 

2. オール 
a. オールのすべての部分は、所定の位置に固定され、ローイング中のオール全体の動きと

は無関係に動くことができないこと。 
b. Oar Blade Thickness – Oar blades may not be less than 5 mm thick for sweep 

oars, and 3 mm thick for sculls. This thickness shall be measured 3 mm from 
the outer edge of the blade for sweep oars and 2 mm for sculls. 

b. オールブレードの厚さ-オールブレードの厚さは、スイープオールでは 5mm、スカルでは 3mm を下
回ってはならない。この厚さは、スイープオールの場合はブレードの外周から 3mm、スカルの場合
は 2mm のところで測るものとする。 

3. Identifications 
a. Production Plaque – All boats must have a production plaque or equivalent visible and permanently 

affixed inside the boat, up to 50 sq. cm in area, on which is written the name and address of the boat 
builder, its mark or logo, the year the boat was constructed, the average weight of the crew for which 
the boat is designed, the weight of the boat on construction or upon delivery and stating whether the 
boat meets the flotation requirements specified in World Rowing’s Minimum Guidelines for the Safe 
Practice of Rowing. 

b. All boats and oars shall comply with the requirements set out in the Bye-Laws to Rule 38 
(Identifications, etc.). 

3. 識別情報 
a. プロダクション・プレート - すべての艇には、艇ビルダーの名前と住所、そのマークやロゴ、艇の建造

年、その艇が設計されたクルーの平均体重、建造時または引渡し時の艇の重量、そしてワールドロ
ーイングの「ローイングの安全な実践のための最低限なガイドライン」に規定されている浮力要件を
満たしているかどうかが書かれた、面積 50 ㎠以下のプロダクション・プレートまたはそれに相当する
ものを艇の内部に見えるように恒久的に取り付けなければなりません。 

b. すべての艇とオールは、規則第 38 条細則（識別等）に定められた要件に従わなければならない。 

4. Natural properties 
a. No substances or structures (including riblets) capable of modifying the natural 

properties of water or of the boundary layer of the hull/water interface shall be 
used. 

4. 天然素材の特性 
a. 水の自然な性質や、船体と水の境界層の性質を変えることができる物質や構造物（リベ

ットを含む）を使用してはならない。 

5. Communication and Electronics 
a. Data Transmission – During racing (which shall mean at all times when racing 

“traffic rules” are in force), no communication with the crew is permitted from 
outside the boat using electric or electronic equipment. In addition, no data may 
be sent to, or received from the boat except as provided for in paragraph 5.c). 

5. 通信・電子機器 
a. データ送信-レース中（レースの航行規則が施行されている間は常に）、電気・電子機器

を用いて艇外からクルーと通信することはできない。また、5.c)項に規定されている場合
を除き、艇内でデータを送受信することはできない。 

b. Allowable Data – During racing, the only information allowed to the crew in the 
boat shall be: 
i. Time 
ii. Stroke rate 
iii. Boat Velocity / Acceleration 
iv. Heart rate 
This information shall be designated as “allowable data”. This data and any 
information derived directly from it, may be recorded during racing for later use. 
No other data or information may be measured, recorded or stored except as 
provided for in paragraph 5) c). 

b. 許容されるデータ-レース中、艇内のクルーに許される情報は以下の通りとする。 
i.時間 
ii.ストローク率 
iii.艇の速度・加速度 
iv.心拍数 

この情報は「許容データ」として指定されるものとする。このデータおよびデータから直
接得られる情報は、後で使用するためにレース中に記録することができる。5）c）項に
規定されている場合を除き、その他のデータや情報を測定、記録、保存してはならな
い。 

c. Regatta Information – World Rowing may install on each boat a device(s) for the 
purpose of recording or transmitting real-time race and other information which 
shall be owned by World Rowing and may be used for any purpose including 
presentation and promotion of the event and the sport. 

c. レガッタ情報-ワールドローイングは、各艇にリアルタイムのレースその他の情報を記録ま
たは送信するための装置を設置することができるが、これらの情報はワールドローイング
が所有するものであり、イベントやスポーツのプレゼンテーションやプロモーションを含むあ
らゆる目的に使用することができる。 

6. Promotional Equipment 
a. At World Rowing Championship, World Rowing Cup, Olympic, Paralympic, Youth 

Olympic and relevant qualification regattas, the Council may require crews to 
carry on their boats such equipment as it considers desirable for the better 
promotion of the sport of rowing (e.g. mini cameras, microphones, etc.) provided 
that such equipment is identical for all boats in a race. 

6. プロモーション機器 
a. 世界選手権、ワールドカップ、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピック、および関連する予選

大会において、理事会は、ローイング競技のより良い普及のために望ましいと考える機器（例：ミニ
カメラ、マイクロフォンなど）を艇に搭載することをクルーに要求することができるが、そのような機
器はレースに参加するすべての艇で同一のものでなければならない。 
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APPENDIX R3 
BYE‑LAWS TO RULE 30 – WEIGHT OF BOATS 
1. Minimum boat weights are the following: 

附則 R3 
規則第 30 条（細則）艇の重量 
１． 最小の艇重量は以下の通り。 

 
The minimum weight of the boat shall include the fittings essential to its use, in particular:  
riggers, stretchers, shoes, slides, seats and hull extensions. 
It shall also include: 

a. Loud speakers if they are firmly fastened to the boat and associated wiring for such speakers; 
b. Any housings or fixings that are firmly fastened to the boat for the purpose of holding water bottles, 

electronic or other equipment; 
c. Cables and wires required to connect equipment to provide “Allowable Data” (see Bye-Laws to Rule 

28); and 
d. Seat Pads that are attached to the seat. 

The minimum boat weight shall not include the oars or sculls, the bow number or any other item not essential 
to its use and not firmly fastened to the boat. Additional weight carried in the boat to achieve the required 
minimum weight shall be firmly fastened to the boat or to the essential fittings described above. 
2. Responsibility – It is solely the responsibility of the crew that their boat meets the required minimum 

weight. 
3. Weighing Scales – The weighing scales shall be provided by a World Rowing-approved manufacturer 

and shall indicate the weight of the boat to 0.1 kgs. The scales shall be connected to a printer so that a 
printed record of the boat weight is immediately available. The scales shall be located on a horizontal 
base, inside a building or a tent to provide protection from the wind.  
The weighing area shall be easily accessible from the incoming pontoons and shall be exclusively 
reserved for the weighing of boats during the regatta.  
At the beginning of each official training day and of each racing day, the scales shall be tested, using 
calibrated (gauged) weights, by a member of the World Rowing Equipment and Technology Commission 
and/or the member of the Control Commission responsible for boat weighing. 

4. Test weighing of boats – The weighing scale(s) shall be available to the crews at least 24 
hours before the first race of the regatta for test weighing of their boats. During racing the 
scales shall be available for test weighing of boats, however the weighing of boats selected 
for official weighing shall have priority and crews shall follow the instructions of the Jury 
member responsible.  

5. Selection of Boats to be weighed – The President of the Jury or their delegate shall make a 
random draw before the start of each racing session to select the boats which are to be 
weighed. 

艇の最小重量には、その使用に不可欠な付属品、特にリガー、ストレッチャー、シューズ、スライド、シー
ト、船体延長部を含むものとする。 
以下も含まれるものとする。 

a.艇にしっかりと固定された大音量のスピーカーと、そのスピーカーに関連する配線。 
b.水筒や電子機器などを収納する目的で、艇にしっかりと固定されているハウジングや固定具。 
c.「許容データ」を提供するために機器を接続するのに必要なケーブルおよびワイヤー（規則第 28 条

細則を参照）、および 
d.シートに装着するシートパッド。 
艇の最低重量には、オールやスカル、バウナンバー、その他使用に不可欠でなく、艇にしっかりと固
定されていないものは含まれない。必要な最低重量を達成するために艇に搭載される追加重量は、
艇または上記の必須付属品にしっかりと固定されていなければならない。 

2. 責任 -艇が要求された最低重量を満たしているかどうかは、クルーのみが責任を負う。 
3. 重量計 -重量計は、ワールドローイングが承認したメーカーが提供するもので、艇の重量を 0.1 ㎏単

位で表示するものとする。体重計はプリンタに接続され、艇の重量を印刷してすぐに利用できるよう
になっていること。計量器は、風を防ぐために建物やテントの中の水平な台の上に設置すること。計
量エリアは、帰艇桟橋から容易にアクセスでき、大会中の艇の計量のために独占的に確保されなけ
ればならない。 

各公式トレーニング日および各レース日の初めに、ワールドローイング機器技術委員会のメンバーお
よび／または艇の計量を担当する監視員が、校正された（ゲージングされた）重りを用いて、スケー
ルをテストしなければならない。 

4. 艇の試験計量 - 計量器は、艇の試験計量のために、大会の最初のレースの少なくとも 24 時間前に
クルーが利用できなければならない。レース中、計量器は艇の試験計量のために利用可能である
が、公式計量に選ばれた艇の計量が優先され、クルーは審判の指示に従わなければならない。 

5. 計量される艇の選択 – 審判長またはその代理人は、各レースセッションの開始前に無作為の抽選を
行い、計量される艇を選択する。 
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The President of the Jury shall also have the right to include additional boats at any 
time before the finish of the race of the boat concerned if there is a suspicion that 
certain boats are underweight.  
Copies of the random draw shall be delivered to the responsible person at the 
Control Commission.  
The draw shall be kept confidential until the crew of each selected boat is notified 
of that selection. 

6. Notification to Crews – A member of the Control Commission shall notify the crews of the 
selected boats as they leave the water after their races and the Control Commission member, 
or people appointed for that purpose, shall accompany each boat to the weighing scales. A 
selected crew is required to take its boat directly to the weighing scales when it is notified 
that the boat has been selected for weighing. Failure to do so shall lead to the crew being 
excluded. Once the crew has been notified that the boat has been selected for weighing, no 
extra weight of any description can be added to the boat until the boat has been weighed. 

7. Additional Items to be removed – Equipment which is not to be included in the weight of 
the boat shall be removed from the boat before weighing. At the official weighing of the boat, 
the normal wetted surface of the boat is accepted. However, any standing water must be 
removed before the weighing, in particular any water between the shoulders and inside the 
bow and stern canvas. All other items (tools, clothes, sponges, bottles, etc.) must be taken 
out of the boat before the weighing. 

8. Official Weighing – The boat shall be officially weighed. 
9. Failure to make the minimum weight – If a boat is below the minimum weight at the 

official weighing, the member of the Control Commission responsible for boat weighing shall 
print out the record of weighing and proceed as follows:  
a. Write the words “First Boat Weighing” on the printed record of weighing. 
b. Test the scales with the gauged weights, observed by the crew representative, print out the result of 

this test, and write on the printed record of weighing the name of the crew and the event and the words 
“Test Weighing”. Both the crew representative and the member of the Control Commission shall sign 
the printed record of this test. 

c. Weigh the boat concerned for the second time. If, on the second weighing, the boat meets the 
minimum weight requirement, no further action is necessary. If, however, the boat is still below the 
minimum weight, the member of the Control Commission will write on the printed record of second 
weighing the name of the crew, the event and the number and type of equipment items included in the 
weighing and the words “Second Boat Weighing”. Both the crew representative and the member of 
the Control Commission shall sign the printed record of this weighing. No other or later weighing shall 
be considered as valid. 

d. Award the appropriate sanction to the crew. 
e. Deliver the three printed, signed records of weighing (First Boat Weighing, Test Weighing of the scales 

and Second Boat Weighing) to the President of the Jury and notify the President of the Jury of the 
sanction awarded. 

10. Sanction for Underweight Boat – The sanction for having raced in a boat that is 
underweight (BUW) shall be relegation to last place in the particular race. The official result 
of that crew shall show BUW. If two or more boats in the same race are underweight, they 
shall all be relegated and they shall be ranked in the descending order of their respective 
boat weights on the second weighing. If their boat weights on the second weighing are 
identical they shall be ranked by their order of finish in the race. If the crew races again in an 
underweight boat in a later round of the same event, then the sanction shall be the exclusion 
of the crew. 

また、審判長は、特定の艇が重量不足である疑いがある場合、当該艇のレース終了前に
いつでも追加の艇を入れる権利を有する。無作為抽選のコピーは、監視の責任者に届けら
れるものとする。抽選は、選ばれた各艇のクルーにその旨が通知されるまで秘密にされな
ければならない。 

6. クルーへの通知-監視は、レース後に選択したクルーが水面を離れる際に通知し、監視ま
たはその目的のために任命された人は、各艇を計量場所まで同行しなければならない。
選ばれたクルーは、その艇が艇計量に選ばれたことを通知されたときに、自艇を直接計
量台に運ぶことが要求される。指示に従わない場合、そのクルーは除外される。艇が計
量用に選択されたことがクルーに通知されたら、それ以降その艇が計量を終えるまで、い
かなる種類の余分な重量もその艇に加えることはできない。 

7. 取り除くべき追加品目 - 艇の重量に含まれない機器は、計量前に艇から取り除かなけれ
ばならない。艇の公式計量では、艇の通常の状態の水分は許容される。しかし、余剰な
水分は計量前に拭き取らなければならない。特に、船首・船尾のキャンバスの内側にある
水は拭き取らなければならない。その他のすべての物品（道具、衣類、スポンジ、ボトルな
ど）は、計量前に艇から取り出しておかなければならない。 

8. 公式計量 – 艇は公式に計量されなければならない。 
9. 最低重量を満たさない場合 - 公式計量時に艇が最低重量を下回った場合、艇計量を担

当する監視員は、計量記録を印刷し、以下のように手続きを行う。 
a.印刷された計量記録に「第 1 回艇計量」と記入する。 
b.クルーの代表が検定された重量でスケールをテストしたことを確認し、このテストの結果を印刷し、

印刷された計量記録にクルー名とイベント名および「テスト計量」と記入する。クルーの代表者と監
視員の双方が、この試験の印刷された記録に署名しなければならない。 

c.当該艇の 2 回目の計量を行う。2 回目の計量で，艇が最低重量要件を満たしていれば，
それ以上の措置は必要ない。しかしながら、艇がまだ最低重量を下回っている場合、監
視員は、印刷された 2 回目の計量記録に、クルーの名前、イベント、計量に含まれる機器アイテ

ムの数と種類、及び「第 2 回艇計量」と記入する。クルーの代表者及び監視員双方が，この計量
の印刷された記録に署名しなければならない。他のまたは後の計量は，有効であるとみなされな
い。 

d.クルーに適切な罰則を与える。 

e.印刷して署名した 3 枚の計量記録（第 1 回艇の計量、秤のテスト計量、第 2 回艇の計
量）を審判長に届け、与えた制裁を審判長に通知する。 

10.重量不足の艇に対する罰則 - 重量不足の艇（BUW）でレースに出場した場合の罰則は、
特定のレースで最下位を付置することとする。そのクルーの公式結果には BUW が表示さ
れる。同じレースに参加した 2 艇以上の艇が重量不足の場合、その艇はすべて降格とな
り、2 回目の計量時にそれぞれの艇の重量の降順で順位付けされるものとする。2 回目の
計量時の艇重が同一の場合、そのクルーはレースでの着順で順位付けされる。同じイベ
ントの後のラウンドで、そのクルーが重量不足の艇で再度レースを行った場合、そのクルー
は失格となる。 
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APPENDIX R4 
BYE‑LAWS TO RULES 31 TO 33 – REGATTA COURSES 
1. World Rowing Manual for Rowing Championships 

In addition to conforming to the Rules of Racing and related Bye-Laws, a regatta course and 
all its technical equipment must also comply with the specifications and descriptions given in 
the latest edition of the “World Rowing Manual”. 

附則 R4 
規則第 31 条から第 33 条（細則）  レガッタコース 
1. 世界選手権のためのワールドローイングマニュアル 

レガッタコースおよびそのすべての技術的設備は、競漕規則および関連する細則に適合
することに加えて、「ワールドローイングマニュアル」の最新版に記載されている仕様および
説明にも適合しなければならない。 

2. Stretches of Water 
a. General – A standard international course shall be straight and shall not have less than 

six racing lanes. It shall provide fair and equal racing conditions for six crews. In addition 
to the six racing lanes there must be sufficient water width available to allow crews to get 
to the start, to warm up and to cool down safely and without disruption to racing. 
i. For courses on channels there must be a minimum of eight racing lanes.  
ii. For courses on lakes where the banks on both sides of the racing lanes are at such a 

distance that there would be no negative impact on the conditions in the racing lanes, a minimum 
of 8 lanes must be available, of which there could be 6 racing lanes and 2 training lanes.  

iii. For World Rowing Championship, Olympic and Paralympic regattas and World Rowing Cup 
regattas, it is recommended to have a minimum of eight racing lanes available, plus cooling down 
and warming up areas outside of the racing lanes. 

b. Length of Water – The minimum length of water necessary to contain the 
standard international course is 2,120m. For a course for Masters the minimum 
length is 1,150m.  
However, for a World Rowing Masters Regatta the minimum length of water must 
take into account the additional requirements for warm-up and pre-start 
marshalling behind the start. 

c. Width of Water –  
i. The standard international course shall be at least 95m wide i.e. 15m (water width 

available to allow crews to get to the start + (6 racing lanes x 12.5 m each) + 5 m free 
space between the racing lanes and the opposite bank = 95 m.  

ii. The minimum width of the course for a World Rowing Championship, Olympic and 
Paralympic regattas and World Rowing Cup regattas shall be 110 m i.e. 5 m + (8 lanes 
x 12.5 m each) + 5 m = 110 m.  
This width is a minimum and is only acceptable if a low level TV road is provided 
alongside the full length of the course. It is strongly recommended a separate return 
channel for warming up and cooling down to be provided as described in the World 
Rowing Manual. 

iii. Where there is no TV road, the recommended width of the course for World Rowing 
Championship, Olympic and Paralympic regattas, and for World Rowing Cup regattas 
is a minimum of 150 m i.e. 25 m + (8 lanes x 12.5 m) + 25 m = 150 m. This width allows 
for traffic movements beside the course and for TV coverage from the water. 

d. Depth of Water – For a standard international course the depth of water must be at least 
2 metres throughout all racing lanes if the depth of the course is equal at all points, or 3 m 
at the shallowest point if the depth over the course is unequal. A course depth of 2 metres 
represents the minimum competition requirements. A depth greater than 2 metres may be 
required to allow for aquatic plant growth. However given the varying nature of aquatic 
plant growth conditions across the world, it is recommended that this is studied on an 
individual basis for each course. 

2. 水面の広さ 
a. 一般 - 標準的な国際コースは、直線的で、6 本以上の競漕レーンを持たなければなら

ない。また、6クルーに公平かつ平等なレース条件を提供しなければならない。6本の競
漕レーンに加えて、クルーがスタート、ウォームアップ、クールダウンを安全に、かつレー
スを中断することなく行えるように、十分な水域が確保されていなければならない。 
i.水路のようなコースでは、最低 8 つの競漕レーンが必要である。 
ii.競漕レーンの両側にある土堤が、競漕レーンのコンディションに悪影響をおよぼさないような距離
にある湖上のコースでは、最低 8 レーンを確保しなければならず、そのうち競漕レーンが 6 レー
ン、トレーニングレーンが 2 レーンとなる。 

iii.世界選手権、オリンピックおよびパラリンピック、ワールドカップでは、最低でも 8 本の競漕レーン
と、競漕レーンの外側にクーリングダウンやウォーミングアップのためのエリアを用意することが推
奨される。 

b.水域の長さ - 標準的な国際コースとするために必要な最小の水域の長さは 2,120m で
あり、マスターズ用のコースでは最小の水域の長さは 1,150m である。 
ただし、世界マスターズレガッタでは、最小の水域の長さは、ウォームアップとスタート後の
マーシャルの追加要件を考慮しなければならない。 

c.水域の幅 
i.標準的な国際コースの幅は 95m 以上である。すなわち、15m（クルーがスタートできる
水域の幅）＋（6 本の競漕レーン×12.5m ずつ）＋競漕レーンと対岸の間の 5m のフリ
ースペース＝95m である。 

ii.世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ワールドカップのコースの最小幅は 110m、
すなわち 5m＋（8 レーン×12.5m）+5m=110m。 
この幅は最低限のものであり、コースの全長にわたって低いレベルでのテレビ道路が併
設されている場合にのみ認められる。ワールドローイングマニュアルに記載されているよ
うに、ウォーミングアップとクーリングダウンのための独立した回漕路を設けることを強く
推奨する。 

iii.TV 道路がない場合、世界選手権、オリンピック、パラリンピックおよびワールドカップで推奨され
るコースの幅は、25m＋（8 レーン×12.5m）＋25m＝150m 以上となる。 

d.水深 - 標準的な国際コースでは、コースの水深がすべての地点で等しい場合には、す
べての競漕レーンで水深が 2m 以上でなければならず、コースの水深が不均等な場合
には、最も浅い地点で 3m でなければならない。コースの水深が 2m であることは、競技
上の最低条件を示している。水生植物の生育を考慮して、2m 以上の深さが必要になる
場合がある。しかし、水生植物の生育状況は世界中で異なるため、コースごとに個別に
検討することを推奨する。 
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e. Local Conditions – The course must be sheltered from wind as far as possible. If not, there should be 
no natural or artificial obstacles (such as trees, buildings, structures) in the immediate neighbourhood 
of the course which might create wind shadows and cause unequal conditions on the water.  
On a standard international course there should be no stream. Any stream existing should be so 
minimal as not to give rise to unequal conditions on the different lanes. The running of the race must 
not be influenced by natural or artificial waves. The banks must be so designed as to absorb and not 
to reflect waves. 

f. Plan – A plan showing the location of the course, the length and the number of lanes and the layout of 
the technical installations must be included in the advance programme. 

e.現地の状況 - コースは可能な限り風から防護されていなければならない。そうでない場合は、コー
スのすぐ近くに、風よけを作り、水面に不平等な状態を引き起こす可能性のある自然または人工
的な障害物（木、建物、構造物など）があってはならない。 

標準的な国際コースでは、流れがあってはならない。流れがあったとしても、異なるレーンで不平等な状況を生
じさせないよう、最小限のものでなければならない。レースの進行は、自然または人工の波の影響を受けてはな
らない。堤防は、波を吸収し、反射しないように設計されていなければならない。 

f. 平面図 - コースの位置、レーンの長さと数、技術設備のレイアウトを示した平面図を事前プログラ
ムに含める必要がある。 

3. Technical Installations – Category A 
a. Start zone 

i. Start Pontoons – The bows of each boat shall be aligned on the start line. This requires the use of 
start pontoons which support a boat-holder and can be moved forwards or backwards in order to 
allow for the bow of the boats of different lengths to be aligned on the start line. The pontoons must 
be of a solid construction and able to be firmly fixed in position and shall meet the specifications 
described in the World Rowing Manual. 
1) For World Rowing Championship, Olympic, Youth Olympic and Paralympic regattas 

and World Rowing Cup regattas the start pontoons must be connected by land or by 
a Start Bridge, minimum 2 m wide, allowing easy access for officials, technicians and 
media. The Start Bridge shall be connected to the land (or the Aligner’s Hut) and to 
the start tower through a floating pontoon. 

2) For regattas where Para events are included, the start pontoons must allow for the 
standard Para 1x boat (length 6.30m) to be aligned on the start line in addition to all 
other lengths of boat up to 8+.  

3) For a World Rowing Masters Regatta the start pontoons shall be of the type which 
allows crews to pass between them from behind. 

ii. Steering Guidance – To assist crews with their steering, the Albano lanes shall be 
buoyed at 5 or 6.25 metres intervals for the first 100 metres of the course. These buoys 
shall be of a different colour from those marking the majority of the course – see 3) b) 
iii) Buoys. 

iii. Start Tower – The start tower shall be between 40 and 50metres behind the start line 
as close as possible to the centre of the course. The tower shall be equipped with a 
covered platform for the Starter which shall be not less than 3metres and not more than 
6 metres above the water level, depending on the distance from the start line. The tower 
shall be built in such a way that the Starter has a clear view over the entire start area, 
including the aligner’s hut. 
The Start Tower shall be connected to the start bridge through a floating pontoon. 

iv. Starter’s Equipment – The tower should be equipped with either one or two large clocks 
that are clearly visible from a minimum distance of 100 m to the crews on the course 
and those crews waiting for the start.  
The Starter shall give his instructions and orders by means of a microphone connected 
to loudspeakers so arranged that they may be heard simultaneously by all rowers. In 
addition to the requirements of 3) a) xi) below, the start tower must be provided with a 
red flag with white diagonal cross, a bell, and a megaphone. This additional equipment 
shall also be provided as back-up where the start is given by a traffic light system of 
visual and audible signals. A notice board and chalks or felt markers shall be provided 
to enable the Starter to provide visual information to crews of any postponement of 
races. 

3. 技術的設備―カテゴリーA 
a. 発艇水域 

i.スタートポンツーン - 各艇の船首は、発艇線上で整列しなければならない。そのためには、艇・ホ
ルダーを支え、長さの異なる艇のバウを発艇線上に揃えることができるように前後に移動可能な
スタートポンツーンを使用する必要がある。ポンツーンは堅固な構造で、所定の位置にしっかりと
固定できなければならず、ワールドローイングマニュアルに記載されている仕様を満たさなければ
ならない。 

1)世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックならびにワールドカップでは、ス
タートポンツーンは陸地か、役員、技術者、メディアが容易にアクセスできる幅 2m 以上のス
タートブリッジで接続されていなければならない。スタートブリッジは、浮桟橋を介して、陸地
（または線審小屋）および発艇塔に接続されなければならない。 

2)パラ競技が含まれる大会では、スタート用ポンツーンは、標準的なパラ 1x 艇（長さ 6.30m）
が、8+までの他の艇の長さに加えて、発艇線上に整列できるようにしなければならない。 

3)世界マスターズレガッタについては、スタートポンツーンは、クルーが後方からポンツーン間を
通過できるタイプのものでなければならない。 

ii. 操舵の補助- クルーの操舵を補助するために、コースの最初の 100m の間、アルバノ
システムには 5m または 6.25m の間隔でブイが設置されなければならない。これらの
ブイは、コースの大部分を区分しているものとは異なる色でなければならない（3) b) iii) 
ブイを参照）。 

iii. 発艇塔-発艇塔は、発艇線の後方 40～50m の範囲で、コースの中心に設置する。
発艇塔には発艇員用の屋根付きステージがあり、発艇線からの距離に応じて水位か
ら 3m 以上 6m 以下の高さに設置されなければならない。発艇塔は、発艇員が線審
小屋を含むスタートエリア全体を見渡せるように建設されなければならない。 

iv.発艇員の装備 -発艇塔には、コース上のクルーやスタートを待つクルーが 100m 以上
離れた場所からはっきりと見える大きな時計を 1 つまたは 2 つ装備する必要がある。 
発艇員は、すべてのクルーに同時に聞こえるように配置された拡声器に接続された
マイクを用いて、指示や命令を行う。以下の 3) a) xi)の要件に加えて、発艇塔には、
白の斜線入りの赤旗、鐘、メガホンを備えなければならない。この追加装備は、可視
および音声信号による交通信号システムによって発艇号令が与えられる場合のバッ
クアップとしても用意されなければならない。レースの延期について発艇員がクルーに
視覚的な情報を提供できるように、掲示板とチョークまたはフェルトマーカーを用意し
なければならない。 
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v. Radio or telephone communication – The Starter shall be in direct communication by radio and 
telephone with the Judge at the Start, the Judge at the Finish, the Control Commission and the 
President of the Jury. 

vi. Aligner’s Hut – This shall be a fixed structure placed exactly on the start line, ideally not less than 
15 metres and no more than 40 metres from the first lane. The floor level of the hut should be a 
minimum of 1 m above the water level. The hut should provide weather protection for up to 4 
persons and their electronic equipment and there should be enough space so that the Judge at 
the Start and the Aligner can both be seated on the line of the start one behind the other, both 
clearly observing the start area. The Judge at the Start shall sit closer to the first lane with the 
Aligner behind him, at a higher level.  
There shall be radio links between the Aligner and the start pontoon officials and boat 
holders who shall be provided with earphones. There shall be installed two vertical wires 
– one permanently fixed behind the video camera and one removable in front of the 
video camera. The vertical wires must be exactly in line with the horizontal start line. 
When looking through the vertical wires towards the sight marker at the opposite side 
of the course, they must all be in one line. For World Rowing Championship, Olympic, 
Paralympic and Youth Olympic regattas and World Rowing Cup regattas the Judge at the 
Start must be provided with a false start detection system including a “freeze-frame” video system 
connected directly to the Starter’s start signal in accordance with the requirements of the World 
Rowing Manual.  

vii. The Start Line – The start line shall be the line running between the fixed tautly 
stretched thin vertical wire located in front of the officials but behind the video camera 
in the aligner’s hut and the vertical line on a fixed sight marker on the opposite side of 
the course. An additional removable vertical wire installed a minimum 80 cm in front of 
the video camera shall be used for aligning the video camera and shall be removed after 
each alignment. Both vertical wires must be exactly in line with the horizontal start line. 
When looking through the vertical wires towards the sight marker at the opposite side 
of the course, all three marks must be in one line. The vertical wires shall be 1 mm 
thickness in black colour. The fixed sight marker shall be divided vertically and painted 
one half black and the other half luminous yellow, with the black half in the direction of 
the finish. The start line shall be the vertical line where the two colours meet.  

viii. Other Facilities – There shall be facilities for effecting minor repairs in the 
neighbourhood of the start, (this will require a repair pontoon approximately 3m x 6m, 
upper edge max. 15 cm above the water level, ideally located near to the Aligner’s Hut 
– used for urgent boat repairs at the Start). Adequate toilet facilities for the officials and 
media in the start area should be provided either as a permanent fixture or by using 
temporary units. 

ix. Start Zone – The start zone is the first 100m of the course, from the start line to the 100 
m line. The start zone shall be marked by Albano system buoys of a different colour 
from those marking the majority of the course and placed at 5 m or 6.25 m intervals. 

x. Alignment Control Mechanism – All regattas may use an alignment control mechanism 
in the centre of each lane which shall hold the bow of the boat in a fixed position on the 
start line until the Starter makes the start. At Olympic and Paralympic regattas and World 
Rowing Championships for Senior rowers the use of such an alignment control 
mechanism from a provider approved by World Rowing is mandatory.  
Such a mechanism shall be designed to hold the bow safely, without any risk of damage 
to the boat. It shall release the bow of the boat immediately when an electrical signal is 
triggered by the Starter – such signal shall be simultaneous with the start signal. The 
mechanism shall also be designed to operate in a “fail safe” manner, i.e. if there is any 

v. 無線または電話での連絡―発艇員は線審、判定員、監視、審判長と無線または電話で直接
連絡をとらなければならない。 

vi.線審小屋―発艇線上に固定された構造物で、手前のレーンから 15m 以上 40m 以下のところ
に設置するのが理想的である。床面は、水面から最低 1m の高さにあること。小屋は、最大 4 人
の人間と必要な電子機器を保護する耐候性を備え、線審とアライナーが発艇線上にそれぞれ
座り、両者がスタートエリアをはっきりと見渡せるような十分なスペースが必要である。線審は手
前のレーンに近い側に座り、アライナーはその後ろの高い位置に座る。アライナーとスタートポン
ツーンの関係者および艇・ホルダーとの間にはイヤホン付き無線機が配備されるものとする。 
ビデオカメラの後ろに恒久的に固定されたものと、ビデオカメラの前に取り外し可能なものと、2
本の垂直なワイヤー線を設置しなければならない。垂直方向のワイヤーは、水平方向のスター
トラインと正確に一致していなければならない。縦線を通してコースの反対側にあるサイトマーカ
ーを見るとき、2 本のワイヤー戦はすべて一直線上になければならない。 

世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよびワールドカップで
は、スタート時のフライング判定には、ワールドローイングマニュアルの要求に従って、
発艇員のスタートの合図に直接接続された「静止画像」 「ビデオシステム」を含むフォ
ルススタート検出システムを提供しなければならない。 

vii.発艇線―発艇線は、線審の前で線審小屋のビデオカメラの後ろに位置する、固定さ
れ張りのある細い垂直線と、コースの反対側にある固定されたマーカーの垂直線との
間を通る線とする。ビデオカメラの前で最低 80cm 離れた位置に設置された追加の取
り外し可能な垂直線は、ビデオカメラの位置合わせに使用され、各位置合わせの後
に取り外されなければならない。これら垂直ワイヤーは、水平方向の発艇線と正確に
一致していなければならない。垂直ワイヤーを通してコース対岸にあるマーカーを見
通した際には、これら 3 つのマークがすべて一直線上になければならない。垂直ワイ
ヤーは太さ 1mm、色は黒とする。 
コース対岸の固定式マーカーは縦に 2 分割され、半分を黒、残り半分を夜光性の黄
色に塗り、黒に塗られた側をフィニッシュの方向に向けなければならない。発艇線は、
2 つの色が交わる垂直線とする。 

ix. 発艇水域―発艇水域は、発艇線から 100m ラインまでのコースの最初の 100m であ
る。発艇水域は、コースの大部分を示すものとは異なる色のアルバノシステムブイで
示され、5m または 6.25m の間隔で設置される。 

x.艇首を揃える発艇制御装置―すべての大会では、各レーンの中央に発艇制御装置
を使用することができる。この装置は、発艇員がスタートを切るまで、艇の艇首を発艇
線上の一定の位置に保持しなければならない。オリンピック、パラリンピックや世界選
手権では、ワールドローイングが承認した業者の発艇制御装置の使用が義務付けら
れている。 
そのような装置は、艇に損傷を与えることなく、船首を安全に保持できるように設計さ
れていなければならない。発艇員から電気信号が送られてくると、直ちに船首が解放
されること。また、この機構は誤った操作でも安全動作するように設計されているこ
と。 
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fault with the mechanism, and then it shall immediately release the bow of the boat and 
move to a position such that no damage can be caused to any part of the boat. 

xi. Visual Signal and Audible Signal – At World Rowing Championship, Olympic, 
Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification regattas and World Rowing Cup 
regattas the start shall be given by using a lights system (“starting lights”) with a visual 
and an audible signal. The starting lights showing the visual signal and housing the 
loudspeaker emitting the audible signal shall be fixed adjacent to each start pontoon. 
The centre of the starting lights shall be fixed at a height of between 0.7metres and 
1.1metres above the water level. A starting light shall be positioned 3.0metres from the 
centre line of each start position, on the side nearer to the centre of the course and 
visible to the crew on that start position.  
The visual signals of the starting lights shall operate in only three positions: 
1) A neutral (no light) position;  
2) A red light signal; 
3) A green light signal.  

The Starter shall start the race by operating just one button. This button will 
simultaneously control the green light signal and the sound signal, start the timing 
system, freeze the video picture (if provided) for the Judge at the Start and release 
the alignment control mechanism (if provided). 
The control system for the starting lights shall be designed to allow the following 
order of events as far as the crews are concerned: 

4) Neutral – no lights – no sound signal;  
5) Red light, no sound signal;  
6) (If necessary, return straight from red back to neutral);  
7) Green light and a sound signal. 

The mechanism must not have more than three positions for the visual signal 
(neutral, red and green) and the control system must be capable of returning from 
red to neutral without passing through green. The mechanism must ensure that the 
green light and the sound signal are given at exactly the same time. The light system 
should also provide a false start alert which can be activated by the Starter (and also 
in principle by the Judge at the Start) and which should be in the form of repeated 
flashing of the red lights and sound signals. Separate starting light units shall be fixed 
so that they can be seen by the Starter and by the Judge at the Start. The electrical 
system shall be provided with a duplicate back-up system. Both the red and the green 
signals shall be clearly visible to the bow person in an eight when positioned on the 
start even in conditions of bright sunlight. 

b. Between Start and Finish 
i. Lanes – The lanes shall be buoyed according to the Albano system. These lanes must 

be straight and of the same width over their whole length. The width of each lane shall 
be no less than 12.5 m and no more than 15 m and all lanes on the course shall be of 
identical width.  
The Executive Committee may approve a minimum lane width of 12 m in exceptional 
circumstances. For a standard international course it is recommended that there should 
be eight buoyed lanes (minimum is six).  
For World Rowing Championship, Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games 
regattas and World Rowing Cup regattas there shall be a minimum of 8 buoyed lanes. 

すなわち装置に障害が発生した場合は、直ちに船首を解放し、艇のどの部分にも損傷を与え
ないような位置に移動しなければならない。 

xi.可視信号と音声信号 -世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連
する予選、およびワールドカップでは、可視信号と音声信号を備えた信号灯装置（「スターティ
ングライト」）を使用してスタートが切られるものとする。視覚的な信号を表示する信号灯と、音
声信号を発するスピーカーは、各発艇桟橋に隣接して固定されなければならない。信号灯装
置中心は、水面から 0.7m から 1.1m 以下の高さに固定されなければならない。 
信号灯は、各発艇位置の中心線から 3.0m 離れた、コースの中心に近い側に設置され、その
発艇位置にいるクルーから見えるようにしなければならない。 
信号灯は、3 つのポジションのみで動作すること。 
1)中立（無灯火） 
2)赤信号 
3)青信号 
発艇員は、1 つのボタンを操作するだけでレースを開始する。このボタンは、青信号と聴覚信
号を同時に制御し、計時システムをスタートさせ、発艇時の判定のためのビデオ画像（提供さ
れている場合）を静止させ、艇首揃え装置の制御機構（提供されている場合）を解除する。 
発艇信号灯の制御システムは、クルーに関する限り、以下の順序が可能なように設計されな
ければならない。 

4)中立 – 無灯火 - 音声信号なし 
5)赤信号、音声信号なし 
6)必要に応じて、赤信号から中立に戻す 
7)青信号と音声信号 

機構は、視覚信号の位置が 3 つ（中立、赤、青）を超えてはならず、制御機構は青
を経由せずに赤から中立へ戻ることができなければならない。機構は、青の光と音
の信号が正確に同時に与えられるようにしなければならない。信号灯装置は、発艇
員（原則として発艇時の判定も）が作動させることができるフォルススタート警報も備
えており、赤のライトと音信号が繰り返し点滅するようになっていなければならない。
個別の発艇灯信号装置は、発艇員と線審から見えるように固定されなければなら
ない。電気系統には、二重のバックアップシステムが設けられていること。赤と青の
信号灯は、明るい日光の下でも、発艇に位置するエイトのバウからはっきりと見えるよ
うにしなければならない。 

b.スタートとフィニッシュの間 
i.レーン - レーンはアルバノシステムに基づいてブイが設置されなければならない。これ
らのレーンは直線であり、その全長にわたって同じ幅でなければならない。各レーンの
幅は 12.5m 以上 15m 以下とし、コース上のすべてのレーンは同じ幅でなければならな
い。常任理事会は、例外的な状況において、最小レーン幅を 12m とすることを承認す
ることができる。標準的な国際コースでは、ブイ付き 8 レーンがあることが推奨される
（最小は 6 レーン）。 
世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよびワールドカップで
は、最低ブイ付き 8 レーンがなければならない。 
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ii. Lane numbering – In principle, lane No 1 should be on the left hand side of the Starter 
in the Start Tower looking towards the Finish. However, where an event is televised, the 
lane numbering should generally place lane 1 at the top of the television picture. 

iii. Buoys – The space between buoys along the axis of the course shall be 12.5 metres or l0 metres 
except in the Start Zone where it shall be 6.25 metres or 5 metres respectively; depending on the 
thickness of the longitudinal wires making up the Albano course, as defined in the World Rowing 
Manual. The buoys may be spherical or cuboid in shape but shall be of such material and design 
that when struck by an oar or boat they will deflect easily and not cause damage or undue 
interference to the boat or crew. The surface of these buoys (whose diameter shall be 15 cm or 
square) shall be pliant (not hard).  
The colour of buoys shall be the same in all lanes at each point on the course. The colours should 
be easily visible in all weather conditions. In the Start Zone (the first 100 metres) and at every 
250metre line the colour of buoys shall be a clearly different colour from the buoys in the majority 
of the course. In the last 250 metres the colour of buoys shall be the same as those in the first 100 
m, or such other colour which is clearly distinct from the colour of buoys in the majority of the 
course. Except for the Start Zone and each 250metre line, each alternate line of buoys may be of 
alternating colours where this will assist television presentation. 

iv. Distance Markers – The distance markers shall show the distance in the direction from 
start to finish. Every 250 metres beyond the start, the distance from the start shall be 
marked on both sides of the course, either by clearly visible boards of a minimum size of 2 m x 
1 m on the banks or by cubes (1 m cube) on the water. They should read, at the first 250 metre 
mark – “250”, then “500”, and so on to the 1,750metre mark. There shall be no distance marker at 
the start or at the finish. 

v. Intermediate Times – Equipment shall be provided every 500 metres for recording the intermediate 
times and placings of all crews. For World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth 
Olympic and relevant qualification regattas and World Rowing Cup regattas, video cameras are 
only accepted for the taking of intermediate times if they provide 100 frames per second or more. 

c. The Finish Area 
i. Finish Line – The finish line shall be the line running between a tautly stretched thin (1 

mm) vertical wire immediately in front of the Judges at the Finish and the vertical line 
on a fixed sight marker on the far side of the course. The fixed sight marker shall be 
divided vertically and painted one half black and the other half luminous yellow, with the 
yellow half in the direction of the Start – the finish line shall be the vertical line where 
the two colours meet.  
There are two options for the vertical wires for the Photo-finish cameras: 
1) Photo-Finish Cameras on different level to Jury & Timing Seats - there shall be 

installed two vertical wires – either both removable in front of the photo-finish cameras 
or one in front of the photo-finish cameras (removable) and the second one (fixed) 
behind the photo-finish cameras. The wire in front of the photo-finish cameras must 
be at a distance of 100 cm, but a minimum 80 cm, in front of the photo-finish cameras. 
When looking through the two vertical wires to the sight marker at the opposite side 
of the course, all three points must be in one line 
There shall be installed a separate fixed wire for the Judges at the Finish and Timing 
officials to use by sighting against the finish line marker on the far side of the course. 

2) Photo-Finish Cameras on same level as Jury & Timing Seats - there shall be installed 
two vertical wires: 

ii. レーン番号 - 原則は、発艇塔にいる発艇員がフィニッシュに向かって左側から 1 レーンとする。
ただし、イベントがテレビ中継される場合、レーン番号は一般的に１レーンがテレビ画像の一番
上に来るようにする。  

iii.ブイ - コース延長方向ブイの間隔は、12.5m または 10m とする。ただし、発艇水域ではそれぞ
れ 6.25m または 5m とする。ブイの形状は球形でも立方体でも構わないが、オールや艇がぶつ
かっても容易にたわむことができ、艇やクルーに損傷を与えたり、過度の干渉を与えたりしない
ような材質とデザインでなければならない。これらのブイ（直径 15cm または正方形）の表面は、
柔軟でなければならない（硬くてはならない）。 
ブイの色は、コース上の各地点において、すべてのレーンで同じ色でなければならない。色はど
のような天候でも見やすいものでなければならない。発艇水域（最初の 100 m）および 250m
ごとのラインでは、ブイの色はコースの大部分のブイとは明らかに異なる色でなければならない。
最後の 250m では、ブイの色は最初の 100m と同じであるか、またはコースの大部分にあるブ
イの色とは明らかに異なる色でなければならない。発艇水域および各 250m ラインを除き、テレ
ビ放映に効果的であれば、交互に並んだブイの色を変えてもよい。 

iv.距離標 - 距離標は、スタートからフィニッシュまでの方向の距離を示すものとする。スタート地点
から 250m ごとに、コースの両側にスタート地点からの距離を表示しなければならない。その際、
堤防上には 2m×1m 以上の大きさではっきりと見える板を、水面上には 1m 角の立方体の板を
設置する。板には、最初の 250m 地点で「250」、次に「500」、そして 1,750m 地点までのように
表示する。スタート地点およびフィニッシュ地点には距離表示器を設置してはならない。 

v.中間タイム - すべてのクルーの中間タイムと順位を記録するために、500m ごとに装置を設置し
なければならない。世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連す
る予選大会、ワールドカップでは、ビデオカメラは 1 秒間に 100 フレーム以上の撮影が可能な
場合に限り、中間タイムの撮影に使用できる。 

c.フィニッシュエリア 
i. フィニッシュライン -フィニッシュラインは、判定員のすぐ前に張り巡らされた細い（1mm）垂直線

と、コースの反対側にある固定サイトマーカーの垂直線との間に引かれた線とする。固定サイト
マーカーは垂直に分割され、半分が黒、残り半分が発光性の黄色に塗られ、黄色の半分がス
タートの方向に向けられていること。 
フォトフィニッシュカメラの垂直方向のワイヤーには 2 つの選択肢があります。 
1)フォトフィニッシュカメラは、判定員席や計時席とは別の場所にあり、2 本の垂直ワイヤーを設

置しなければならない。このワイヤーは、フォトフィニッシュカメラの前に両方とも取り外し可能
なものを設置するか、フォトフィニッシュカメラの前に 1 本（取り外し可能）、フォトフィニッシュ
カメラの後ろにもう 1 本（固定）を設置する。フォトフィニッシュカメラの前のワイヤーは、フォト
フィニッシュカメラの前方で 100cm、最低でも 80cm の距離が必要です。2 本の垂直なワイ
ヤーを通してコースの反対側にあるサイトマーカーを見るとき、3 つのポイントはすべて一直線
上になければならない。 
判定員と計時担当者が、コースの反対側にあるフィニッシュラインのマーカーに照準を合わ
せて使用するための固定ワイヤーを別に設置しなければならない。 

2)フォトフィニッシュカメラは、判定員席や計時席と同じ高さに設置する。 
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a) one behind the cameras, removeable or permanent (depending on the available space) 
b) one at a distance of 100cm (minimum 80 cm) in front of the photo-finish cameras, which 

should be divided in two sections:  
i) The upper part of the wire, which is in front of the video cameras, has to be removed before 

racing and should be easily and accurately fixed back again in order for the accuracy of 
the camera position to be checked at any time. 

ii) The Judges at the Finish and Timing officials should be able to use the lower part of the 
wire by sighting against the finish line marker on the far side of the course at all times 
during the regatta. 

c) The vertical wires must be exactly in line with the horizontal finish line. They should 
be maximum 1 mm thick and of black colour. 

d) When looking through the vertical wires towards the sight marker at the opposite 
side of the course, they all have to be in one line. 

e) There should be no glass in front of the Photo-finish cameras. 
f) In the case where there is no possibility to install a vertical sight marker on the opposite side 

of the course (e.g. very wide open lake), the finish line may be marked instead by two vertical 
wires (80 to 100 cm apart) immediately in front of the Judges at the Finish. 

g) The finish line shall be marked on the water by two red flags placed on white buoys 
at least 5 metres outside the course on each side. If necessary, the two red flags (or 
one of them) may be placed on the bank. It is essential that these flags be exactly on 
the finish line and that they do not impede the view of the judges at the finish or the 
progress of crews going to the start. 

ii. Finish Tower – This must be a structure erected exactly on the finish line and placed 
ideally 30 metres from the outside of the racing lanes. It should have three levels. It 
should accommodate the timing, the Judges at the Finish and the photo-finish 
equipment together in the same room. In addition it can accommodate the commentary, 
the results board operator (where provided), TV cameras and a regatta control room. 
There must be a loud hooter or horn to signal to each crew that it has crossed the finish 
line. 

iii. Area beyond the finish – There shall be sufficient clear water beyond the finish line to 
allow crews to stop. Ideally this should be 200 m. If the boathouse area is located 
beyond the finish line this is essential. Under other arrangements a minimum distance 
of 80 m might be acceptable. 

iv. Timing and Results Systems – Times shall be shown to 1/100th of a second on the 
Results Sheets and on the Scoreboard.  
In the case of close finishes the order of finish must be determined by means of special 
equipment such as a photo-finish camera, capable of measuring and displaying 
differences to at least 1/100th of a second. 
For World Rowing Championship, Olympic, Paralympic and Youth Olympic regattas 
and World Rowing Cup regattas, a full back up of the timing/ results/ photo finish 
systems shall be provided and the timing/results/ photo-finish systems must comply 
with the specifications and descriptions given in the latest edition of the World Rowing 
Manual. 

v. Results/Video Board – Where provided, a results and/or video board should be located 
in a position where it is visible from the main spectator areas and, if possible, by the 
rowers at the end of the race. The operation of the results/video board must comply with 
the specifications and descriptions given in the latest edition of the World Rowing 
Manual. 

a)カメラの後ろに 1 本、取り外し可能または恒久的に設置（利用可能なスペースに
応じて） 

b) 写真判定用のカメラの前に 100cm（最低 80cm）の距離を置いて、2 つに分け
て設置する。 
i) ビデオカメラの前にあるワイヤーは、レース前に取り外さなければならない。また、いつ

でもカメラの位置の正確さを確認できるように、簡単かつ正確に元の位置に固定できな
ければならない。 

ii) 判定員と計時担当者は、大会期間中いつでもコース対岸のフィニッシュラインマーカー
を目印にして、ワイヤーの下部を使用してその正確性を確認することができる。 

c)垂直方向のワイヤーは、水平方向のフィニッシュラインと正確に一致していなけ
ればならない。その太さは最大 1mm、色は黒とする。 

d) コースの反対側にあるサイトマーカーに向かって縦線を見たときに、すべての縦
線が一列に並んでいなければならない。 

e)フォトフィニッシュのカメラの前には、ガラスがあってはならない。 
f)コースの反対側に垂直方向の照準器を設置することができない場合（例：非常に
広い湖）には、フィニッシュラインの代わりに、判定員のすぐ前に 2 本の垂直方向
のワイヤー（80～100cm 間隔）を設置することができる。 

g)フィニッシュラインは、水上ではコースから少なくとも 5m 外側の白いブイ上の 2 本の赤い
旗によって示されなければならない。必要に応じて 2 本の赤旗（またはそのうちの 1 本）を
堤防上に設置してもよい。これらの旗は、フィニッシュライン上に正確に設置され、フィニッ
シュでの判定員の視界や、スタートに向かうクルーの進行を妨げてはいけない。 

ii. 判定塔 – フィニッシュライン上に設置され、競漕レーンの外側から理想的には 30m 離れた場
所に設置される構造物でなければならない。3 階建てであること。このタワーには、計時、フォト
フィニッシュの機器が同じ部屋に設置されなければならない。加えて、解説者、リザルトボードオ
ペレーター（提供される場合）、テレビカメラ、レガッタコントロールルームを収容することができ
る。各クルーにフィニッシュラインを通過したことを知らせる大きなフーターまたはホーンが必要
である。 

iii. フィニッシュラインを超えた水域 – フィニッシュライン以降の水域には、クルーが停止できるよう
な十分な水域がなければならない。理想的には 200m 必要である。ボートハウスエリアがフィニ
ッシュラインの先にある場合は、これが不可欠である。それ以外のレイアウトの場合、最低 80m
でも許容される。 

iv. 計時および成績表 – 結果表およびスコアボードには、100 分の 1 秒単位でタイムを表示する。 
僅差の場合、フォトフィニッシュカメラのような、少なくとも 1/100 秒の差を測定・表示できる特
別な装置を用いて、着順を判定しなければならない。 
世界選手権、オリンピック、パラリンピックおよびユースオリンピック、ワールドカップにおいては、
計時／結果表示／写真判定システムの完全なバックアップを用意すること。計時／結果 表
示／写真判定システムは「ワールドローイングマニュアル」の最新版に 載っている仕様と解説
に準拠していること。 

v. 結果表示／ビデオボード – 結果表示／ビデオボードは、観客席から見える位置に設置されるべ
きであり、可能であればレース終了時に漕手からも見えるようにする。結果表示／ビデオボード
の操作は、ワールドローイングマニュアル最新版に記載されている仕様に準拠すること。 
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4. Technical Installations – Category B 
a. All other courses shall be classified as having Category B technical installations. 
b. A number of Category B courses may well provide facilities and equipment which 

make them very close to or similar to Category A courses. In these cases it is 
quite possible to hold successful international regattas but it would not be 
possible for them to host World Championships. 

4. 技術的設備―カテゴリーB 
a.カテゴリーA 以外のコースはカテゴリーB として分類される。 

b.カテゴリーB のコースの中には、カテゴリーA のコースに非常に近い施設や設備を備
えているものがある。このようなコースでは、国際レガッタを開催することは可能だが、
世界選手権を開催することはできない。 
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APPENDIX R5  
BYE‑LAWS TO RULES 35-37 – REGATTA ROLES 
1. Bye‑Laws to Rule 35 – Duties of the Organising Committee 
The responsibilities of the organising committee shall be as follows: 

a. Fix the date and the programme of the regatta in agreement with the member federation concerned. 
For World Rowing Championship and World Rowing Cup regattas and qualification regattas for the 
Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games, the date and programme shall be fixed by World 
Rowing in consultation with the organising committee. 

b. Prepare and distribute the advance programme including the date and time of the Team Managers’ 
Meeting and Draw;. 

c. Make available a stretch of water, rescue and medical services and technical equipment conforming 
to the Rules of Racing, related Bye-Laws and Event Regulations.; 

d. Appoint a Jury (except in the case of those events stipulated in 2) f) iv) 2) of this Appendix 
where the Jury is appointed by the Executive Committee upon recommendation of the 
World Rowing Umpiring Commission). 

e. Appoint a Competition Manager with suitable experience to manage and oversee the 
competition aspects of the regatta, including but not limited to the competition 
infrastructure, on-water traffic rules and rescue services, athlete facilities and National 
Technical Officials.  
The Competition Manager shall be well acquainted with the Rules of Racing and Bye-
Laws in addition to the World Rowing Manual and shall be the main point of contact on 
the organising committee with the Technical Delegate and the President of the Jury. 

f. Appoint a Safety Officer with specific responsibilities for ensuring that all the appropriate 
safety measures, including traffic rules, have been considered and then implemented for 
the safe running of the regatta. Nevertheless, the legal responsibility for safety matters 
rests with the organising committee as a whole, and nothing in the Rules of Racing and 
Bye-Laws shall be taken as imposing legal liability on the Safety Officer personally. 

g. Appoint a Regatta Medical Officer who is a medical doctor and shall have specific 
responsibility for ensuring that appropriate overall medical support and facilities are readily 
accessible to the regatta. This responsibility shall include: 
i. Provision of medical services and first aid facilities for all competitors, officials, spectators 

and other persons attending the event as specified in the World Rowing Manual. 
ii. Close cooperation with the rescue services on the water and provision of related 

emergency services support. 
The Medical Officer shall work closely with and report to the World Rowing Doctor on 
arrangements and set up of the medical support and facilities and cooperation with rescue 
services. 
First aid, rescue, medical and emergency services must be available during all venue opening times.; 

h. Notify the Competition Manager, the Safety Officer and the Medical Officer of the 
appointment of the Technical Delegate(s) by World Rowing. 

i. Appoint a Safeguarding Officer with appropriate skills and experience who will be 
responsible for ensuring that a safeguarding plan is in place for the event, including during 
the planning stages as well as during the regatta. The Safeguarding Officer within the 
organising committee will work in collaboration with the World Rowing Event Safeguarding 
Officer and World Rowing Safeguarding Officer. 

附則 R5 
規則第 35―37 条（細則） 大会の役割 
1. 規則第 35 条（細則） 組織委員会の任務 
組織委員会の責任は以下の通りとする。 

a. 大会日程とプログラムを関係加盟国協会との合意のもとに決定する。世界選手権、ワー
ルドカップ、およびオリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックの予選大会については、
日程とプログラムはワールドローイングが組織委員会と協議して決定するものとする。 

b.チームマネジャーミーティングと抽選会の日時を含む事前プログラムの作成と配布。 
c.競漕規則および関連する細則、大会規則に準拠した水域、救助・医療サービス、技術

的設備を提供する。 
d. 審判員の任命（ただし、本附則の 2) f) iv) 2)に規定されている競技の場合は、ワールド

ローイング審判委員会の推薦を受けて常任理事会が審判を任命する）。 
e.大会の競技面を管理・監督するために、適切な経験を持つ競漕委員長を任命する。こ

れには、競技インフラストラクチャー、水上航行規則、救助サービス、選手用施設、国内
技術オフィシャルを含むが、これらに限定されない。競漕委員長は、ワールドローイング
マニュアルに加えて、競漕規則および細則を熟知していなければならず、組織委員会に
おいて技術総監および審判長との主要な連絡窓口となるものとする。 

f.大会の安全な運営のために、航行規則を含むすべての適切な安全対策が検討され、実
行されていることを確認するための特別な責任を持つ安全管理者を任命する。しかしな
がら、安全事項に関する法的責任は組織委員会全体にあり、本競漕規則および細則の
いかなる内容も、安全管理者個人に法的責任を課すものではない。 

g.医師資格を持つ医療管理者を任命し、大会に適切な全体的な医療サポートと施設が容
易にアクセスできるようにするための特別な責任を負うものとする。この責任は以下を含
むものとする。 
i. ワールドローイングマニュアルに規定されているように、競技者、技術員、観客、その他

イベントに参加するすべての人に医療サービスと応急処置施設を提供すること。 
ii.水上の救助隊との緊密な連携と、関連する緊急サービス支援の提供。 
医療管理者は、医療支援や施設の手配や設置、救助隊との協力について、ワールドロ
ーイングドクターと緊密に連携し、報告する。 
会場の営業時間中は、応急処置、救助、医療、救急サービスが利用できること。 

h. ワールドローイングが技術総監を任命したことを、競漕委員長、安全管理者、医療管理
者に通知する。 

i. 適切なスキルと経験を持つ保護責任者を任命すること。この責任者は、計画段階や大
会中を含め、イベントのためのセーフガードプランを確実に実施する責任を負う。組織委
員会の保護責任者は、ワールドローイング大会保護責任者およびワールドローイング保
護責任者と協力して活動する。 
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j. Appoint a Sustainability Officer with responsibility for ensuring that the sustainability 
principles and objectives of the organisation are upheld. The Sustainability Officer shall 
coordinate the implementation of the Environmental Management System, including the 
planning, delivery, monitoring and reporting phases. 

k. Arrange adequate insurance for third party liability, loss or damage to property and 
equipment and any other insurance cover required by law. 

l. Provide telephone and radio communication for the organisation and management of the 
regatta as specified in the World Rowing Manual. 

m. Publish an Environmental Management System (EMS) at least two years before the event 
and provide a final report following the event. The EMS provides a framework to integrate 
sound sustainability practices and commitments into the event planning, set 
up/construction, operation and decommissioning of the event. 

n. Take all other steps which may be required to ensure the proper organisation of the regatta. 

j. 組織の持続可能性の原則と目標を確実に守る責任を負う持続性担当者を任命する。
持続性担当者は、計画、実施、モニタリング、報告の各段階を含む、環境マネジメントシ
ステムの実施を調整する。 

k. 第三者の賠償責任、所有物や設備の損失・損害、および法律で要求されるその他の保
険について、適切な保険を手配する。 

l.ワールドローイングマニュアルに規定されているように、大会の組織・運営のために電話や
無線通信を提供する。 

m.イベントの少なくとも 2 年前に環境マネジメントシステム（EMS）を公表し、イベント後に最
終報告を行う。EMS は、健全な持続可能性の実践とコミットメントを、イベントの計画、セ
ットアップ／構築、運営、および廃止に統合するための枠組みを提供するもの。 

n.大会の適切な開催を確保するために必要となるその他のすべての措置を講じる。 
2. Bye‑Laws to Rule 37 – World Rowing 

a. Technical Delegates 
i. The World Rowing Executive Committee shall appoint up to two Technical Delegates for World 

Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification regattas and World 
Rowing Cup regattas as well as selected International Regattas and International Matches to 
ensure that the Rules of Racing, related Bye-Laws and Event Regulations are complied with, and 
that the regattas are satisfactorily operated in terms of safety and competition. 

ii. Appointment – World Rowing shall notify the appointment of the Technical Delegate to the 
organising committee of the Regatta, who shall notify the Competition Manager, the Safety Officer 
and the Medical Officer of the appointment. 

iii. Arrangements – The organising committee shall arrange free accommodation, meals and local 
transport for the Technical Delegate(s) during the duration of stay. 

iv. Duration of Stay – The Technical Delegate(s) should arrive at the regatta site sufficient days before 
the Team Managers’ Meeting at which the draw shall be carried out and should stay for the whole 
time of the regatta. They should make themselves known to the Chair of the organising committee, 
the President of the Jury, the Competition Manager, the Safety Officer and the Medical Officer.  

v. Inspection – On arrival the Technical Delegate(s) should inspect the regatta course with a 
representative of the organising committee taking particular note of safety aspects, including warm-
up and cool-down areas, traffic rules in racing and training, and areas where crews will be 
marshalled. They will also inspect the boating area, to ensure that the arrangements for boating 
and disembarking are satisfactory and that the traffic rules are adequately displayed. They will also 
ensure that the minimum requirements of the Rules of Racing, Bye-Laws and Event Regulations 
are in place (e.g. distance markers, photo finish, weighing arrangements, medical facilities, rescue 
services, etc.). 

vi. Draw – The Technical Delegate(s) shall attend the Team Managers’ Meeting and observe the draw. 
In a regatta where the Executive Committee has decided that seeding is to be applied, they shall 
ensure that the Seeding Panel’s advice as regards seeding is put into effect, and that the rowers 
are made aware that seeding is being practised. 

vii. Jury Meeting – The Technical Delegate(s) shall attend at least the first meeting of the Jury. They 
should notify the Jury of any problems which they foresee, either from a safety or competitive point 
of view. However, the Technical Delegate(s) should leave the Jury to carry out its role as set out in 
Rules 81 to 84 of the Rules of Racing. 

2. 規則第 37 条（細則） ワールドローイング 
a. 技術総監 

i. ワールドローイング常任理事会は、世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピッ
ク、および関連する予選大会、ワールドカップ、および指定された国際レガッタ、国際対抗戦に
ついて、最大 2 名の技術総監を任命し、競漕規則および関連する細則、大会規則が遵守さ
れ、大会が安全性と競技性の面で十分に運営されることを保証するものとする。 

ii.任命 - ワールドローイングは技術総監の任命を大会組織委員会に通知し、組織委員会はその
任命を競漕委員長、安全管理者、医療管理者に通知する。 

iii.手配 - 組織委員会は、技術総監の滞在期間中の宿泊施設、食事、現地での移動手段を手配
する。 

iv. 滞在期間 -技術総監は、抽選が行われるチームマネジャーミーティングの 10 分前に大会会
場に到着し、大会の全期間中滞在しなければならない。技術総監は、組織委員会委員長、審
判長、競漕委員長、安全管理者、医療管理者に 自らを知らせるべきである。 

v. 点検-到着後、技術総監は組織委員会の代表とともにコースを点検し、ウォーミングアップやク
ールダウンの場所、レースやトレーニングの際の航行規則、クルーが特に指示を受ける場所な
ど、安全面に特に注意しなければならない。また、ボートエリアも検査し、艇の乗り降りの準備が
整っているか、航行規則が適切に表示されているかを確認する。また、競漕規則、細則、大会
規則の最低限の要件が整っていることも確認する（距離表示、フォトフィニッシュ、計量の手配、
医療施設、救助サービスなど）。 

vi. 抽選 -技術総監は、チームマネジャーミーティングに出席し、抽選を監視する。常任理事会が
シードを適用することを決定した大会では、技術総監は、シードに関するシードパネルの助言が
実行され、漕手がシードが実行されていることを認識していることを確認しなければならない。 

vii.審判会議 -技術総監は少なくとも審判の最初のミーティングに出席しなければならない。それ
等の場で、安全性や競技性の観点から、問題があると思われる場合には、審判に通知しなけ
ればならない。ただし、技術総監は、規則第 81 条から第 84 条に定められた役割を果たすため
に、審判とは立場を違えるべきである。 
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viii. Advice – During the regatta, the organising committee and/or the Jury shall consult the Technical 
Delegate(s) on any matter where there is any uncertainty concerning the application of the Rules 
of Racing, related Bye-Laws and Event Regulations. The Technical Delegate(s) shall advise the 
organising committee and the President of the Jury of any failure to comply with the Rules of 
Racing, related Bye-Laws and Event Regulations. 

ix. Safety Responsibility – The Technical Delegate(s) shall satisfy themselves that the organising 
committee which has legal responsibility for matters of safety has made proper provisions for safety. 
Nothing in the Rules of Racing, related Bye-Laws and Event Regulations shall be taken as imposing 
legal liability on the Technical Delegate(s). 

x. Technical Delegate’s Report – Within seven days of the end of the regatta, the Technical 
Delegate(s) shall send a report to the Executive Committee of World Rowing, which shall then 
forward it to the organising committee of the Regatta. The report shall be in a format prescribed by 
the Council. 

b. President of the Jury 
i. The President of the Jury shall allot duties to each member of the Jury and shall supervise their 

activities. They shall take the chair at meetings of the Jury and ensure proper co-ordination with 
the organising committee. The President of the Jury shall chair the Board of the Jury under 2) g) 
of this Appendix. 

ii. In the case of unsafe conditions, the President of the Jury is empowered to take any necessary 
decisions and communicate any required changes to the Starter and the Umpires on the course. If 
time allows, the President of the Jury shall consult the organising committee before taking such 
decisions. The President of the Jury shall ensure proper co-ordination between the Jury and the 
organising committee, in particular with the Safety Officer and with the Medical Officer. 

iii. The President of the Jury shall appoint and chair the Board of the Jury. 
iv. International regattas – The President of the Jury shall be appointed by the organising committee. 
v. World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification 

regattas, World Rowing Cup regattas and World Rowing Masters Regattas – The President of the 

Jury shall be appointed by the World Rowing Executive Committee. 
c. World Rowing Doctor 

i. For World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification 
regattas and World Rowing Cup regattas, the Executive Committee, on the recommendation of the 
Sports Medicine Commission, shall appoint a medical doctor to be the ‘World Rowing Doctor’ for 
that event.  

ii. The World Rowing Doctor must be both qualified and currently practising as a medical doctor with 
appropriate experience in Sports Medicine and medical aspects of events.  

iii. The World Rowing Doctor will have the authority to undertake the duties and fulfil the 
responsibilities at that event as provided for by these Rules and Bye-Laws. 

iv. The World Rowing Doctor shall have consultative oversight over all medical, hygiene 
and related rescue arrangements at the regatta in order to assist the organising 
committee in those aspects. That notwithstanding, the legal responsibility for the safe 
delivery of the medical, hygiene and rescue aspects of the regatta remains at all times 
with the organising committee. 

v. Responsibilities of the Organising Committee to the World Rowing Doctor: 
1) The organising committee shall provide all necessary support to the World Rowing 

Doctor to ensure that the World Rowing Doctor is fully informed at all times about all 
the medical, hygiene and related rescue plans for the regatta and any related 

viii.助言 – 大会期間中、組織委員会および/または審判は、競漕規則および関連する細則、大
会規則の適用に関して不明な点がある場合は、技術総監に相談しなければならない。技術総
監は、競漕規則および関連する細則、大会規則の順守を怠った場合には、組織委員会および
審判長に助言しなければならない。 

ix.安全責任 - 技術総監は、安全に関する事項に法的責任を持つ組織委員会が、安全のために
適切な準備をしていることを確認しなければならない。競漕規則および細則、大会規則のいか
なる内容も、技術総監に法的責任を負わせるものではない。 

x.技術総監の報告 – 大会終了後 7 日以内に、技術総監は報告書をワールドローイング常任理
事会に送付し、常任理事会はそれを大会組織委員会に送付する。報告書は、理事会が定め
た形式でなければならない。 

b.審判長 
i. 審判長は、審判各人に任務を与え、その活動を監督する。審判長は、審判会議で議長を務め、

組織委員会との適切な調整を行う。審判長は、本附則 2) g)に基づく裁定委員会の議長を務
める。 

ii. 危険な状態が予見される場合、審判長は必要な決定を下し、必要な変更を発艇員とコース上
の主審に伝える権限がある。時間が許せば、審判長はそのような決定を下す前に組織委員会
に相談するものとする。審判長は、審判と組織委員会との間で、特に安全管理者と医療管理者
との間で、適切な調整を行うものとする。 

iii. 審判長は、裁定委員会メンバーを任命し、その議長となる。 
iv. 国際レガッタ – 審判長は、組織委員会が任命する。 
v.世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選大会、ワールド

カップ、世界マスターズレガッタ- 審判長は、ワールドローイング常任理事会が任命する。 
c. ワールドローイングドクター 

i. 世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックや関連する予選大会、ワールドカッ
プについては、常任理事会は、スポーツ医科学委員会の推薦に基づき、そのイベントのための
ワールドローイングドクターとなる医師を任命する。 

ii. ワールドローイングドクターは、スポーツ医学とイベントの医学的側面において適切な経験を持
つ、医学博士の資格を持ち、現在開業している者でなければなりません。 

iii. ワールドローイングドクターは、本規則および細則で規定されているように、そのイベントでの任務
を引き受け、責任を果たす権限を持つ。 

iv. ワールドローイングドクターは、レガッタにおけるすべての医療、衛生、および関連する救助の手
配について、 組織委員会を支援するために協議監督するものとする。それにもかかわらず、レ
ガッタの医療・衛生・救助面の安全な実施に対する法的責任は、常に組織委員会にある。 

v. ワールドローイングドクターに対する組織委員会の責任。 
1) 組織委員会は、ワールドローイングドクターが、大会に関連するすべての医療、衛生および関

連する救助計画および発生する関連するすべての課題について常に完全に知らされている
ことを確実にするために、ワールドローイングドクターに必要なすべてのサポートを提供するも
のとする。 
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issues that arise. The Regatta Medical Officer of the organising committee shall be 
primarily responsible for the provision of this support. 

2) The organising committee shall, in particular, provide to the World Rowing Doctor all 
or any reports and plans it has, develops or amends as to the medical, hygiene  

and related rescue plans for the regatta. 
3) The organising committee shall keep the World Rowing Doctor fully and promptly 

informed of any issue arising in respect of the medical, hygiene and related rescue 
aspects of the regatta and, particularly, any critical or emergency issues as they arise. 

4) The organising committee shall respond promptly and fully to the World Rowing 
Doctor as to any inquiry made by the World Rowing Doctor. 

5) The organising committee shall give careful consideration to any advice that it 
receives from the World Rowing Doctor as to the medical, hygiene and related rescue 
aspects of the regatta and any critical or emergency issues that arise. Any such 
advice notwithstanding, responsibility for those matters necessarily remains solely 
with the organising committee. 

d. World Rowing Event Safeguarding Officer 
For World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant 
qualification regattas, World Rowing Cup regattas and World Rowing Masters Regattas, 
the Executive Committee shall appoint a World Rowing Event Safeguarding Officer with 
appropriate skills and experience. The World Rowing Event Safeguarding Officer will be 
the Designated Person at a World Rowing event responsible for managing concerns and 
reports about harassment and abuse, in accordance with the World Rowing Policy & 
Procedures on Safeguarding Participants in Rowing from Harassment and Abuse. 

e. Fairness Committee 
For World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant 
qualification regattas and World Rowing Cup regattas, the Executive Committee shall 
appoint a Fairness Committee consisting of three persons with appropriate experience 
and ability to take the appropriate measures in accordance with the Bye-Law to Rule 63 if 
the weather has created, is about to create, or is likely to create unfair or unrowable 
conditions. 

f. The Jury 
i. Composition of the Jury - The Jury shall consist of persons carrying out the following 

duties: 
1) President of the Jury; 
2) Starter; 
3) Judge at the Start; 
4) Umpires; 
5) Judges at the Finish, one of whom shall be the Senior Judge; 
6) Members of the Control Commission, one of whom shall be senior member. 

ii. The President of the Jury, the Starter, the Judge at the Start, the Umpires, the Senior 
Judge at the Finish and the senior member of the Control Commission shall each hold 
an International Umpire’s licence. 

iii. The proper running of a regatta requires close collaboration between the organising 
committee and the Jury. The members of the Jury shall, within the scope of their duties, 
maintain a constant check on the various items of technical equipment on the course. 

iv. Appointment of the Jury 

組織委員会の大会医療管理者は、このサポートの提供に主たる責任を負うものと
する。 

2)組織委員会は、特に、大会の医療、衛生および関連する救助計画に関して、ワー
ルドローイングドクターにすべての報告書および計画を作成·提出し、または修正し
なければならない。 

3)組織委員会は、大会の医療、衛生および関連する救助面に関して発生したあらゆ
る問題、特に重要または緊急の問題が発生した場合には、ワールドローイングドクタ
ーに十分かつ迅速に報告しなければならない。 

4)組織委員会は、ワールドローイングドクターが行った問い合わせに対して、迅速かつ
完全に回答するものとする。 

5)組織委員会は、大会の医療、衛生および関連する救助面に関してワールドローイン
グドクターから受けた助言、および発生した重要または緊急の問題を慎重に考慮
するものとする。そのような助言があったとしても、これらの問題に対する責任は、
必然的に組織委員会のみにある。 

d.ワールドローイングイベント保護責任者 
世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選大会、
ワールドカップ、世界マスターズレガッタについては、常任理事会は適切な技術と経験を
持つワールドローイングイベント保護責任者を任命しなければならない。ワールドローイン
グイベント保護責任者は、ローイング競技参加者をハラスメントや虐待から守るためのワ
ールドローイング方針および手続きに従い、ハラスメントや虐待に関する懸念や報告を管
理する責任を負うワールドローイングイベントの指定者となる。 

e. 公正委員会 
世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選大会、
およびワールドカップについては、常任理事会は、適切な経験と能力を有する 3 名から
なる公正委員会を任命し、天候が不公平また競漕不可能な状態を作り出した場合、作
り出そうとしている場合、または作り出す可能性がある場合には、規則第 63 条細則に従
って適切な措置をとるものとする。 

f 審判員 
i.審判員の構成-審判員は、以下の職務を遂行する者によって構成される： 

1)審判長 
2)発艇員 
3)線審 
4)主審 
5)判定員、そのうち１名は主席判定員 
6)監視員、そのうち１名は主席監視員 

ii. 審判長、発艇員、線審、主審、主席判定員および主席監視員は、国際審判員の資格を必要と
する。 

iii.大会を適切に運営するためには、組織委員会と審判の間の緊密な協力が必要である。審判
は、その職務の範囲内で、コース上の様々な技術的設備を常にチェックしなければならない。 

iv.審判の任命 
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1) International Regattas – The Jury shall be appointed by the organising committee or the member 
federation (see point 1) d) of this Appendix). 

2) World Rowing Championship, Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant qualification 
regattas, World Rowing Cup regattas and World Rowing Masters Regattas – The Jury shall be 
appointed by the Executive Committee and supervised by the World Rowing Umpiring 
Commission. 

v. Clothing – When officiating, the Jury shall, in principle, wear the prescribed clothing (dark blue 
blazer, light blue shirt, World Rowing tie and grey trousers or skirt and, if worn, a dark blue hat). In 
wet weather, the Jury may wear blue waterproofs. In very hot weather, the Jury may officiate in 
shirtsleeves, with or without a tie. Decisions on dress shall be taken by the President of the Jury, 
taking weather conditions into account. 
1) At Multi-sports events, the Jury may wear the event-related officials uniform. 
2) The World Rowing Council may make regulations for the clothing of the Jury at certain events, 

including coastal, beach sprint, and indoor. 
g. The Board of the Jury 

i. The names of the Board of the Jury members shall be published in advance of racing each 
day. At International Regattas, the President of the Jury shall also nominate three 
substitutes. 

ii. In the case of a protest, any member of the Board directly involved in the dispute (e.g. the 
Umpire or the Starter) shall not be a member of the Board which decides that protest. In 
such a case, the President of the Jury shall call upon one or more of the substitutes. 

h. International Umpires 
i. A person who passes the International examination held by World Rowing for this 

purpose and who meets the requirements of the World Rowing Statutes and Rules of 
Racing may be an International Umpire. 

ii. A World Rowing International Umpire shall have normal sight and hearing 
iii. International Umpire’s badge – Only International Umpires who are members of the 

Jury at an International regatta or World Rowing Championship or World Rowing Cup 
regatta, shall wear the World Rowing International Umpire’s badge while on duty. 

iv. International Umpire Licence 
1) Validity - The International Umpires’ licence is valid for a period of four years.  
2) Renewal - In order to renew their licence an International Umpire must participate in 

an International Umpires seminar conducted for this purpose by World Rowing, 
following which their licence shall be renewed for four years from the date of the 
seminar. 

3) Requirement for National Licence - An umpire must continue to hold a valid national 
umpire license in order to act as an International Umpire. An International Umpire’s 
license shall expire automatically upon the expiry of the umpire’s national license. 

4) Retirement – An International Umpire may no longer serve in that status after 31 
December following their 70th birthday. 

5) Expired Licence – The holder of an expired International Umpire’s license who 
wishes to act again as an International Umpire shall be required to re-take and pass 
the examination and meet the other candidate requirements of this Bye-Law. 

6) Emeritus Status – When retiring at the age limit or when retiring after 20 years as an 
International Umpire, the International Umpire may be awarded the title of 
International Umpire Emeritus and presented with the emeritus badge as a mark of 
good service. 

1)国際大会-審判は、組織委員会または加盟国協会によって任命されるものとする（本附則
1）d）を参照）。 

2)世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピックおよび関連する予選大会、ワー
ルドカップおよび世界マスターズレガッタ -審判は常任理事会によって任命され、ワールドロ
ーイング審判委員会により監督される。 

v.服装 - 審判は、審判を行う際には、原則として所定の服装（濃紺のブレザー、水色のシャツ、ワ
ールドローイングのネクタイ、グレーのズボンまたはスカート、着用する場合には濃紺の帽子）を
着用するものとする。雨天の場合、審判は青色の合羽を着用することができる。非常に暑い日
には、審判は半袖、ネクタイ無着用にて、審判を行うことができる。服装に関する決定は、天候
を考慮して、審判長が行うものとする。 
1)マルチスポーツイベントでは、審判はイベント関連の公式ユニフォームを着用することができ

る。 
2) ワールドローイング理事会は、コースタル、ビーチスプリント、インドアなどの特定の大会におけ

る審判の服装について規定を設けることができる。 
g.裁定委員会 

i.裁定委員の氏名は、毎日のレースに先立って公表されるものとする。国際大会では、審判長は
また、3 名の補欠を指名しなければならない。 

ii.提訴があった場合、事象に直接関与しているメンバー（例：主審や発艇員）は、その提訴を決定
する裁定委員会のメンバーにはならない。このような場合、審判長は、1 人または複数の補欠
者を呼ぶものとする。 

h.国際審判 
i. ワールドローイングが実施する国際試験に合格し、ワールドローイング定款、競漕規則の要件を

満たした者は、国際審判になることができる。 
ii.ワールドローイングの国際審判は、通常の視力と聴力を有する者とする。 
iii.国際審判のバッジ - 国際大会、世界選手権、ワールドカップで審判を務める国際審判のみが、

任務中にワールドローイング国際審判のバッジを着用しなければならない。 
iv.国際審判免許 

1)有効期間 - 国際審判免許の有効期間は 4 年間。 
2)更新 - 国際審判が免許を更新するためには、ワールドローイングがこの目的のために実施す

る国際審判セミナーに参加しなければならず、その後、セミナー受講の日から 4 年間免許が
更新される。 

3)国内資格の要件-国際審判として活動するためには、審判は引き続き有効な国内審判資格
を保持していなければならない。国際審判の資格はその審判の国内資格が失効した時点で
自動的に失効する。 

4)引退 - 国際審判は、70 歳の誕生日を迎えた後の 12 月 31 日以降は、その地位に就くこと
ができない。 

5)失効した資格 - 失効した国際審判資格の保持者が再び国際審判として活動することを希
望する場合は、試験を再受験して合格し、本細則の他の候補者要件を満たす必要がある。 

6)名誉の地位 - 年齢制限で引退する場合、または国際審判として 20 年を超えて引退する場
合、国際審判は名誉国際審判の称号を与えられ、善行の証として名誉バッジを授与される
ことがある。 

  



160 

v. International Umpire Examination 
1) Candidate requirements  

a) Candidates shall have held a national license for at least three years 
immediately prior to the examination. 

b) Candidates must be not more than 61 years of age on 31 December of 
the year of the examination to be eligible as a candidate. 

c) Candidates must be nominated in writing to the World Rowing office at 
least 2 months before the date of the examination. In order to be accepted, 
such nominations shall include all information stipulated from time to time 
by World Rowing. 

d) Examinations 
e) Examinations will be scheduled by the World Rowing Umpiring 

Commission or may be organised on request of a member federation.  
f) Examiners – The examinations will be conducted by at least 2 members 

of the World Rowing Umpiring Commission. This number may be 
increased depending on the number of candidates. 

g) Candidates who are successful in the examination and who meet all other 
requirements shall become an International Umpire. They will receive the 
World Rowing International Umpire’s licence and badge. 

h) Number of examinations – Candidates for the International Umpire’s 
licence failing their first examination attempt shall not be accepted for 
further examination in the same calendar year. Candidates failing for a 
second time shall then not be accepted for further examination in the next 
two calendar years. Candidates failing the examination at the third attempt 
shall not be accepted for further examination. 

vi. World Rowing expenses - Where a member federation requests that World 
Rowing organise an International Umpires seminar or examination, the 
federation concerned shall pay the travel and accommodation expenses of the 
World Rowing experts who attend. 

v.国際審判試験 
1)候補者の条件 

a)受験者は、試験の直前に国内資格を 3 年以上保持していること。 
b)受験者は、受験年の 12 月 31 日時点で 61 歳以下でなければ、受験者として

の資格を得ることができない。 
c)候補者は、試験日の少なくとも 2 か月前にワールドローイング事務局に書面で推

薦しなければならない。受理されるためには、その推薦書にはワールドローイング
が随時規定するすべての情報が含まれていなければならない。 

d)試験 
e)試験は、ワールドローイング審判委員会によって予定されるか、または加盟国協

会の要請に応じて実施される。 
f)試験管- 試験はワールドローイング審判委員会のメンバー2 名以上によって行わ

れる。この人数は、受験者数に応じて増やすことができる。 
g)試験に合格し、その他の要件をすべて満たした候補者は、国際審判となる。彼

らにはワールドローイング国際審判資格とバッジが与えられる。 
h)試験回数 - 国際審判免許の受験者は、最初の試験で不合格となった場合、同

じ暦年に次の試験を受けることはできない。2 回目の受験で不合格となった場合
は、次の 2 暦年の間、更なる試験を受けられない。3 回目の試験で不合格とな
った場合、さらなる試験を受けることはできない。 

vi. ワールドローイングの経費 - 加盟国協会がワールドローイングに国際審判セミナーま
たは試験の実施を要請した場合、当該協会は、出席するワールドローイングの専門家
の旅費と宿泊費を支払うものとする。 
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APPENDIX R6 
BYE‑LAWS TO RULE 38 – COMMERCIAL PUBLICITY,  
SPONSORSHIP, ADVERTISING AND IDENTIFICATIONS 
1. Application of these Rules 

a. These Bye-Laws apply to: 
i. All international regattas governed by World Rowing Rules of Racing. In addition, certain 

sections below describe advertising rules for World Rowing Championship, World 
Rowing Cup and such other international regattas as World Rowing may designate for 
this purpose (World Rowing Events). 

ii. Boats and equipment at the regatta venue from the time of the official opening of the 
venue until the end of the official closing ceremony of the regatta or, if no such ceremony, 
the end of the last medal ceremony. 

iii. Rowers and rowers’ clothing and accessories with rowers when they are on the water 
during the hours of racing of the regatta (being all times that the traffic rules for racing 
are in effect), and on or near the victory pontoon or stage while victory ceremonies are 
in progress. 

iv. All regatta officials and umpires. 
v. All sponsorship and advertising displays within the regatta venue. 

These Bye-Laws do not apply to (i) the Olympic or Youth Olympic Games where the Olympic 
Charter applies, or (ii) the Paralympic Games where the International Paralympic Committee 
(IPC) rules apply, or (iii) other multisport games where the rules of the games authority apply. 
b. Sponsorship and Advertising 

i. “Sponsorship” shall mean the act of sponsoring or of being sponsored which leads to 
the display of the sponsor name or identification or any form of Identification. 

ii. “Advertising” shall mean all forms of advertising, display or identification including but 
not limited to any form of commercial identification. 

iii. Advertising is prohibited except where specifically allowed by World Rowing Statutes, 
Rules of Racing or related Bye-Laws. 

iv. Advertising must comply with the laws of the country or region in which the regatta is 
being staged, and if it is televised, the laws that apply to the national television authority. 

v. Sponsorship by, or advertising of, tobacco and e-cigarette products and strong liquor 
(more than 15% alcohol) is prohibited. 

vi. During all events (regattas and championships) that are staged only for Under 19 
rowers, the advertising of alcohol is prohibited. 

vii. If an event (including regattas and championships) includes racing events for Under 
19 rowers, the advertising of alcohol is prohibited during those racing events in which 
Under 19 rowers participate. 

viii. Advertising which is inappropriate or which is harmful to the image of rowing or in 
contradiction with World Rowing Statutes or Rules of Racing and related Bye-Laws, in 
particular with Article 4 of the Statutes, is prohibited. 

ix. With the exception of state lotteries that are owned or operated on behalf of a state 
authority, the sponsorship by, or advertising of, any form of betting, gambling, gaming 
or lottery competition, whether or not involving any sport event(s), which involves the 
wagering of something of value (including real or virtual currency) on an outcome is 
prohibited. This prohibition applies irrespective of whether such betting, gambling, 

附則 R6 
規則第 38 条（細則） 商業的宣伝、スポンサーシップ、広告および識別情報 
1. 本規則の適用 

a.本細則は以下に適用される。 
i. すべてのワールドローイング競漕規則に則って実施される国際大会。さらに、世界選手

権、ワールドカップ、ワールドローイングがこの附則を適用する目的で指定するその他の
国際大会のいくつかのセクション。 

ii. 大会会場の公式開場時から大会の公式閉会式の終了時まで、またはそのような式典
がない場合は最後のメダル授与式の終了時までの大会会場の艇および機器。 

iii.大会のレース時間中(レースのための航行規則が有効であるすべての時間)に水上にい
るとき、および表彰式の間に表彰桟橋または近くにいるときに、漕手および漕手の衣服
やアクセサリー。 

iv. すべてのレガッタオフィシャルおよび審判。 
v. 大会会場内のすべての商業広告および広告表示。 

本細則は、(i)オリンピック憲章が適用されるオリンピックまたはユースオリンピック大会、(ii)国際パラリ
ンピック委員会(IPC)の規則が適用されるパラリンピック、(iii)競技団体の規則が適用されるその他の
マルチスポーツ大会には適用されない。 

b.スポンサーシップと広告 
i. スポンサーシップとは、スポンサーになること、またはスポンサーになることで、スポン

サーの名前や身分証明書、または身分証明書の表示につながる行為を意味する。 
ii. 広告とは、あらゆる形態の広告、表示または識別を意味し、あらゆる形態の商業的識

別を含むが、これに限定されない。 
iii. ワールドローイング定款、競漕規則および関連する細則で特に許可されている場合を

除き、広告は禁止されている。 
iv.広告は、大会が開催されている国や地域の法律に準拠しなければならず、テレビ放

送される場合は、国のテレビ当局に適用される法律に準拠しなければならない。 
v.タバコや電子タバコ製品、強い酒類（アルコール度数 15％以上）のスポンサーや広告

は禁止されている。 
vi.19 歳未満の漕手のみを対象としたすべての大会（大会、選手権）では、アルコールの

宣伝が禁止されている。 
vii.大会（大会や選手権を含む）に 19 歳未満の漕手が参加する種目がある場合、19 歳

未満の漕手が参加する種目では、アルコールの宣伝が禁止されている。 
viii.不適切な広告、ローイングのイメージを損なう広告、ワールドローイング定款または競

漕規則や関連細則、特に定款第 4 項に抵触する広告は禁止されている。 
ix.州当局を代表して所有または運営されている国営宝くじを除き、スポーツイベントの有無にかか

わらず、結果に価値のあるもの（現実の通貨または仮想通貨を含む）を賭けることを伴うあらゆ
る形態の賭け事、ギャンブル、ゲーム、または宝くじ競技のスポンサーとなり、広告を出したりす
ることは禁止する。この禁止事項は、そのような賭博、ギャンブル、 
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gaming or lottery competition advertising would otherwise be permitted by the laws of the country 
or region in which it will appear. The advertising or sponsorship of any organisation conducting 
such activity is also prohibited. 

x. Where an advertiser deals in a product that is prohibited by these Bye-Laws but also deals in a 
non-prohibited product, that non-prohibited product may be advertised providing that it does not 
incidentally promote the prohibited product. 

xi. Advertising may not include anything which displays or leads to content which would not be 
permitted under these Rules (e.g. via website address, QR code or other identification whatsoever, 
etc.). 

c. General Principles 
i. A boat or its crew that is not compliant with Rule 38 or its Bye-Laws may not be allowed 

to start a race and may be excluded or otherwise penalised by the Starter or Umpire. 
ii. If a crew has raced and it is then found that either the boat or any crew member was 

not compliant with Rule 38 or these Bye-Laws, the crew may be relegated to last place 
in the race concerned. If the crew has been notified of its non-compliance and races 
again in a later round of the same event with clothing and/or equipment that is again or 
newly non-compliant, the crew may be excluded from the event concerned. 

iii. If any member of a crew participating in a victory ceremony does not comply with Rule 
50 or its Bye-Laws the crew may be relegated to last place in that particular race, 
excluded from the event concerned or otherwise penalised. Medals already awarded to 
a crew which has been relegated or excluded may be withdrawn and awarded to the 
next placed crew in that event. 

d. Exclusive Rights of World Rowing 
The following rights are the exclusive property of World Rowing for all World Rowing 
Events and, in particular, at all World Rowing Championship and World Rowing Cup 
regattas and shall be commercialised in cooperation with each organising committee in 
accordance with the applicable Event & Rights Agreement: 
i. Broadcasting Rights, which shall be understood to include but not limited to: broadcast, radio, online 

and interactive media, whether now known or hereinafter invented/developed, for reception on all 
platforms, exploited or distributed on a free or paid basis in any language, in public or private places, 
via the designated media, whether “Live” (which means the transmission of the content in real time 
or with only minimum technical delays as to be imperceptible to the viewer); "Delayed" (which 
means any transmission which is not Live); and "Radio Transmission" (which means the 
transmission of audioonly signals by means of the designated media); 

ii. Commercial Rights, which shall be understood to mean any and all commercial and 
intellectual property rights of any kind whatsoever, whether now known or hereafter 
developed, existing at any time anywhere in the world, in any and all media, arising from 
and/or in connection with any World Rowing Event and any part or aspect of them 
including, but not limited to: all sponsorship and supplier rights, advertising rights on signage 
and on all promotional materials and publications, licensing/merchandising rights, concession 
rights, ticketing rights, hospitality rights, catering rights, publishing rights, data rights and 
Broadcasting Rights (as defined in 1) d) i) above). 

e. “Identification” and how it is measured 
i. “Identification” means the display of a name, designation, trademark, logo or any other 

distinctive sign or mark of any kind. The following types of Identifications are permitted 
to be displayed on uniforms and equipment where specified under these Bye-Laws: 
1) Identification of a manufacturer; 

ゲームまたは宝くじ競争の広告が、それが行われている国や地域の法律で認められているかど
うかにかかわらず、適用される。 

x.広告主が本附則で禁止されている製品を扱っているが、同時に禁止されていない製品も扱って
いる場合、禁止されていない製品は、禁止されている製品を付随的に宣伝しないことを条件に
広告を出すことができる。 

xi.広告には、本附則で許可されていない内容を表示または誘導するもの（例：ウェブサイトのアドレ
ス、QR コードなどの識別情報など）は含まれない。 

c.一般原則 
i. 規則第 38 条または本細則を遵守していない艇またはそのクルーは、レースのスタートを許可さ

れず、発艇員または主審によって除外またはその他のペナルティを受けることがある。 
ii. クルーがレースに出場した後、艇またはクルーのいずれかが第 38 条または本細則に準拠して

いなかったことが判明した場合、そのクルーは当該レースで最下位に降格することがある。不適
合の通知を受けたクルーが、同じイベントの後のラウンドで、再度または新たに不適合となったウ
ェアおよび／または装備でレースを行った場合、そのクルーは当該イベントから除外されること
がある。 

iii. 表彰式に参加するクルーのメンバーが規則第 50 条またはその細則に従わない場合、そのクル
ーは特定のレースで最下位に降格するか、当該イベントから除外されるか、その他のペナルテ
ィを受けることがある。降格または除外されたクルーにすでに授与されたメダルは取り消され、そ
のイベントで次の順位のクルーに授与されることがある。 

d. ワールドローイングの独占権 
以下の権利は、すべてのワールドローイングイベント、特に世界選手権およびワールドカップのすべ
ての大会において、ワールドローイングの独占的な財産であり、該当する大会権利合意書に従っ
て、各組織委員会と協力して商品化するものとする。 
i. 放送権とは、以下のものを含むと理解されるが、これらに限定されるものではない。現在知られ

ているか、今後発明／開発されるかを問わず、放送、ラジオ、オンラインおよびインタラクティブ
メディアであって、あらゆるプラットフォームで受信され、無料または有料で利用または配布さ
れ、あらゆる言語で、公共または民間の場所で、指定されたメディアを介して、「ライブ」（コンテ
ンツをリアルタイムに、または視聴者が感知できない程度の最小限の技術的遅延で送信するこ
とを意味する）、「ディレイ」（ライブではない送信を意味する）、および「ラジオ送信」（指定された
メディアを用いて音声のみの信号を送信することを意味する）のいずれかを含みます。 

ii. 商業権とは、現在知られているか、今後開発されるかを問わず、世界のあらゆる場所で、あらゆ
る媒体で、ワールドローイングイベントとその一部または全部に関連して発生する、あらゆる種類
の商業権および知的財産権を意味するものである。すべてのスポンサーシップ権およびサプラ
イヤー権、看板およびすべての販促物や出版物への広告権、ライセンス権、販売権、コンセッ
ション権、チケット権、ホスピタリティ権、ケータリング権、出版権、データ権、放送権（上記 1)d)i)
に定義されています）。 

e. 識別表示とその測定方法 
i. 識別表示とは、名称、呼称、商標、ロゴ、またはその他のあらゆる種類の特徴的な記号やマー

クを表示することをいう。以下の種類の識別表示は、本付則で規定されている場合、ユニフォ
ームおよび装備品に表示することが認められている。 
1) メーカーの識別表示 
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2) Identification of the product technology; 
3) Identification of the member federation or club of the crew concerned; 
4) Name of the boat (not the manufacturer of the boat); 
5) Identification of the sponsor(s) of the member federation or club; 
6) Identification of the sponsor(s) of an individual rower where specifically provided 

under these Bye-Laws; 
7) World Rowing Identification. 

Each of (1) to (7) is an “Identification” for the purpose of this Bye-Law. 
ii. Within one sponsors Identification, several different sponsors may be displayed, subject 

to the overall Identification not exceeding the permitted size and subject to 
Identifications being identical within a crew where this is stipulated in these Bye-Laws.  

iii. The area of the Identification is calculated by drawing vertical and horizontal lines at 
right angles to each other extended from the most extreme points of the name or 
symbol, or of the background colour if this covers a larger area. Where the identification 
consists of separated elements, then where these elements are together identified with 
a sponsor, the measurement shall include the extreme points of all such elements 
together. The area is therefore measured as a square or rectangle, for example: 

2)製品技術の識別表示 
3) 当該クルーの加盟国協会またはクラブの識別表示 
4) 艇の名前（艇のメーカーではない） 
5)加盟国協会またはクラブのスポンサーの識別表示 
6) 本付則で特に規定されている場合は、漕手個人のスポンサーの識別表 
7) ワールドローイングの識別表示 

1）から 7 までの各項目は、本細則の目的である、識別表示でとする。 
ii. 1 つのスポンサー識別表示の中に、複数の異なるスポンサーを表示することができ

る。ただし、識別表示全体が許容されるサイズを超えないこと、および本付則で規定
されている場合には、クルー内で識別表示が同一であることが条件となる。 

iii. 識別表示の面積は、名称もしくはシンボルマーク、または背景色がより大きな面積を
占めている場合はその最も大きな点から、互いに直角な垂直線および水平線を引い
て算出する。識別表示が別々の要素で構成されている場合、これらの要素が一緒に
スポンサーと識別されている場合、測定はそのような要素のすべての極点を含むもの
とする。したがって、面積は、例えば、正方形または長方形として測定される。 

 
f. World Rowing Reserved Space  

A World Rowing Reserved Space is a space reserved for use by World Rowing under 
these Bye-Laws to display a “World Rowing Identification” either on clothing or on 
equipment.  
A “World Rowing Identification” may be such identification as World Rowing shall specify, 
including but not limited to the regatta sponsor’s name and/or logo. Except as provided in 
3) c) i) below, when this space is not being used by World Rowing it may be used by the 
regatta organiser but only with the specific prior agreement of World Rowing. The space 
shall not be otherwise used. 

g. A Manufacturer as Sponsor 
i. If a manufacturer is also a sponsor, it may use the space reserved for a sponsor in 

addition to its use of the manufacturer’s space, but it may not create a single larger area 
by combining the two specified areas. 

ii. If the area reserved for the manufacturer is not used by the manufacturer, it cannot be 
used for another purpose. 

h. Identifications on the boat and within the Crew A crew may display different sponsor 
identifications on their boat, their oars and their clothing. However: 
i. Identifications on all oars/sculls must be identical within a boat/crew with only the 

exception of the manufacturer Identification where individual rowers may choose to row 
with oars/sculls from different manufacturers; 

ii. Identifications on all other equipment items and fittings in the boat must be identical 
within a boat/crew; and 

iii. Identifications on all clothing items must be identical within a crew except as specifically 
provided within these Bye-Laws with regard to headwear, socks, shoes and eyewear. 

f. ワールドローイングの専用スペース 
ワールドローイング専用スペースとは、本細則に基づいてワールドローイングが「ワールドローイング
識別表示」を衣類や用具に表示するために確保したスペースである。ワールドローイング識別表示
は、大会スポンサーの名前やロゴを含むがこれに限定されない、ワールドローイングが指定する識
別情報である。下記 3) c) i)に規定されている場合を除き、このスペースがワールドローイングによ
って使用されていないときは、ワールドローイングの特定の事前合意がある場合に限り、大会主催
者が使用することができる。このスペースは他に使用してはならない。 

g.スポンサーとしてのメーカー 
i. メーカーがスポンサーを兼ねている場合、メーカー用スペースの使用に加えてスポンサー用に

確保されたスペースを使用することができるが、指定された 2 つのエリアを組み合わせて 1 つ
の大きなエリアを作ることはできない。 

ii. メーカー用に確保された領域をメーカーが使用しない場合、他の目的で使用することはできな
い。 

h.艇およびクルー内での識別表示について 
クルーは、艇、オール、ウェアにそれぞれ異なるスポンサー識別表示を表示することができる。た
だし、 
i. すべてのオール／スカルの識別表示は、艇／クルー内で同一でなければならない。ただし、

個々の漕手が異なるメーカーのオール／スカルを使用する場合は、メーカーの識別表示はそ
の例外とする。 

ii. 艇内の他のすべての機器および装着具の識別表示は、艇／クルー内で同一でなければならな
い。 

iii. 帽子等、靴下、シューズ、サングラス等に関して本細則で特に規定されている場合を
除き、これらすべての識別表示はクルー内で同一でなければならない。 
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i. National Identity 
i. Crews competing in the name of their member federation are permitted to display their 

national identity on their rowers clothing and equipment except in those areas 
specifically reserved for other use or where Identifications are prohibited under these 
Bye-Laws. 

ii. Where national identity is on the uniform it must be a part of the official design registered 
with World Rowing under Rule 39. 

iii. National identity may include the official national colours, the official country name 
and/or 3-letter identification code, the official national flag (as approved for World 
Rowing ceremonies) and any internationally recognised national symbols of the country. 

iv. Where the member federation is a region or territory, the national identity shall mean 
such colours, name and flag and symbols as are approved by World Rowing for use at 
international regattas held under its authority. 
For the avoidance of doubt, this provision for national identity shall not apply to crews 
competing under the name of a club. 

2. Identifications on Racing Clothing 
a. Racing Uniform 

i. The “racing uniform” of a crew is defined as the shirt and shorts or the one-piece 
equivalent. Other items of clothing, such as hat, undershirt or under-leggings, socks, 
etc., are not part of the uniform for the purpose of these Bye-Laws but such items must 
be identical within a crew except as specifically provided within these Bye-Laws with 
regard to headwear, socks, shoes and eyewear. 

ii. The Identifications on the racing uniform of a crew must be identical for each member 
of the crew. However, at international regattas, members of a composite crew shall 
either wear an identical uniform and identifications or each member of the crew shall 
wear the uniform and identifications of his own club. 

iii. Separate Identifications shall not appear together on the racing uniform when worn 
such that the presentation of either Identification is enhanced. 

b. Racing Shirt or Equivalent 
i. For all World Rowing Events, the racing shirt shall be the “singlet” or “sleeveless-shirt” 

style. 
ii. The following Identifications are permitted on the racing shirt or equivalent: 

1) The Identification of the member federation or club in whose name the crew is 
entered may appear once on the front of the shirt and be no more than 100 sq cm in 
area. The identification of a member federation at a World Rowing Event may include 
the name of the specific event - for example, “(Member Federation Team) World 
Rowing Championships (place & year)” - subject to approval having been obtained 
from World Rowing for use of the event name at least three months before the start 
of the event and to this Identification being part of the registered uniform design for 
that member federation. 

2) The Identification of the manufacturer of the shirt may appear once on the front of 
the shirt and may be no more than 30 sq cm in area. 

3) One product technology Identification of no more than 10 sq cm may appear on the 
shirt. 

4) The identification of one or more sponsors of a member federation or club may 
appear as follows:  
a) One Identification once on the front of the shirt and be no more than 100 sq cm; 

and 

i.国家識別表示 
i. 加盟国協会の名前で競技するクルーは、他の用途のために特別に確保された場所

や、本細則で識別が禁止されている場所を除き、漕手のウェアや用具に自国の識別
表示を表示することができる。 

ii. ユニフォームに自国の識別表示を行う場合、それは規則第 39 条に基づいてワールドローイング
に登録された公式デザインの一部でなければならない。 

iii. 国家識別表示は、公式の国家色、公式の国名、または 3 文字の識別コード、公式の国旗（ワー
ルドローイングの式典用に承認されたもの）、および国際的に認められたその国のシンボルが含
まれることがある。 

iv. 加盟国協会が地域または領域である場合、国家識別表示とは、ワールドローイングが
その権限下で開催される国際大会で使用することを承認した色、名称、旗およびシン
ボルを意味するものとする。 

疑念を避けるために、国家識別表示に関するこの規定は、クラブ名で競技するクルーに
は適用されないものとする。 

2. レース用ユニフォームの識別方法 
a.レース用ユニフォーム 

i. クルーの「レース用ユニフォーム」とは、シャツとショーツ、またはそれに相当するワンピ
ースを指す。帽子、アンダーシャツやアンダーレギンス、靴下などのその他の衣類は、本付則

の目的上、ユニフォームの一部ではないが、帽子等、靴下、シューズ、アイウェアに関して本細
則で特に規定されている場合を除き、これらのアイテムはクルー内で同一でなければならな
い。 

ii. クルーのレース用ユニフォームの識別表示は、各クルーが同一のものを着用しなければならな
い。ただし、国際的なレガッタでは、混成クルーのメンバーは、同一のユニフォームと識別表示
を着用するか、各クルーが自分のクラブのユニフォームと識別表示を着用しなければならな
い。 

iii. 別々の識別表示をレース用ユニフォームに着用する際、どちらかの身分証明書が強調される
ような形で一緒に表示してはならない。 

b.レースシャツまたは同等のもの 
i.すべてのワールドローイング大会では、シャツはシングレットまたはノースリーブスタイル
でなければならない。 

ii.レースシャツまたはそれと同等のものには、以下のような識別表示が認められている。 
1)クルーがエントリーしている加盟国協会またはクラブの識別表示は、シャツの前面に 1 回だけ

表示することができ、その面積は 100 ㎠以下である。ただし、大会開始の少なくとも 3 か月
前にクラブの識別表示の使用についてワールドローイングの承認を得ていること、およびこの
識別表示がその加盟国協会の登録ユニフォームデザインの一部であることを条件とする。 

2)シャツの製造者の識別表示は、シャツの前面に一度だけ表示することができ、その面積は
30 ㎠以下とする。 

3) 10 ㎠以下の製品技術の識別表示をシャツに表示することができる。 
4)会員である協会またはクラブの 1 つまたは複数のスポンサーの識別表示は、以下とする。 

a) シャツの前身頃に 1 回、100 ㎠以内。 
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b) One Identification on each side of the shirt in vertical format to be no more than 
80 sq cm each. Such Identifications should not encroach on the front or back of 
the shirt when worn but should appear only on the side. The Identifications may 
be different on each side but must be uniform within a crew. 

5) At World Rowing Events, rowers may be required to wear special clothing with the 
World Rowing Identifications. In particular, World Rowing may require all rowers to 
wear a T-Shirt, to be provided by World Rowing, to be worn under the rowers’ racing 
shirt and upon which World Rowing Identifications of not more than 100 sq cm in area 
may appear once on each sleeve.  
If World Rowing does not require rowers to wear a World Rowing T-shirt under the 
racing shirt, rowers at World Rowing Events may wear a T-shirt under the racing shirt 
provided that: 
a) If worn, all members of the crew must wear a T-shirt of the same colour and design; 

and 
b) any Identification on the T-shirt is limited to:  

i) a manufacturer‘s Identification of not more than 10  sq  cm in any position except 
on the sleeve;  

ii) a non-commercial identification once on each sleeve of a World Rowing T-shirt 
provided by World Rowing for the purpose of this Bye-Law at a previous regatta;  

iii) a national identity. 
For the avoidance of doubt, the “same design” requires all such shirts to have 
sleeves of equal length. 

6) Leader Bib (World Rowing Cup) – At Victory Ceremonies of the World Rowing Cup, 
World Rowing may provide at its cost and require rowers to wear, “leader bibs” with 
identifications as may be determined or approved by World Rowing. World Rowing 
offers the member federation of the crew the opportunity to display its sponsor(s) on 
the leader bib on an Identification measuring no more than 100 sq cm in area. 

c. Racing Shorts or Equivalent 
i. The following Identifications are permitted on the racing shorts or equivalent: 

1) The identification of the manufacturer may appear once and be no more than 30 sq 
cm. 

2) One product technology Identification may appear once and be no more than 10 sq 
cm. 

3) In addition to the manufacturer and product technology Identifications, the racing 
shorts may have one sponsor Identification of not more than 50 sq cm on each leg.  
These Identifications must be identical within the crew. 

d. Headwear 
i. Individual members of a crew are permitted to choose whether to wear 

headwear. 
ii. If two or more members of a crew wear headwear, such headwear shall be identical in 

colour and design except as otherwise provided in 2) d) iii) and 2) d) iv) below.  
iii. The Identification of the manufacturer of the headwear may appear once and be no 

more than 10 sq cm in area. The manufacturer may be different between individual crew 
members as long as the colour and design of the headwear are identical. 

iv. The headwear of individual crew members may have two sponsor 
Identifications each of not more than 50 sq cm in area. These identifications 
are reserved for the sponsor 

b)シャツの両サイドにそれぞれ 80 ㎠以下の縦長の識別表示を 1 つずつ表示できる。このよ
うな識別表示は、着用時にシャツの前身頃または後身頃にあってはならず、側面にのみ
表示されていなければならない。識別表示は左右で異なっていてもよいが、クルー内で統
一されていなければならない。 

5)ワールドローイングイベントでは、漕手はワールドローイング ID を表示した特別な衣服を着用す
ることを要求されることがある。特に、ワールドローイングは全漕手に、レーシングシャツの下に
着用する T シャツ（ワールドローイングが提供）の着用を要求することができる。 
ワールドローイングがレースシャツの下にワールドローイングの T シャツを着用することを要求
していない場合、ワールドローイングの大会では、以下の条件でレースシャツの下に T シャツ
を着用することができる。 
a)着用する場合は、クルー全員が同じ色とデザインの T シャツを着用すること。 
b)T シャツに記載されている識別表示は、以下のものに限る。 

i) スリーブ以外の位置に 10 ㎠以下のメーカーの識別表示。 
ii) 過去の大会で本細則の目的のためにワールドローイングから提供されたワールドローイ

ングの T シャツで、両袖に 1 回ずつ非商業的な識別表示。 
iii) 国家識別表示。 

6)リーダービブス（ワールドカップ）-ワールドカップの表彰式では、ワールドローイングの
費用負担で、ワールドローイングが決定または承認した識別情報を持つ「リーダービ
ブス」を漕手に着用させることができる。ワールドローイングは、クルーのメンバーで

ある加盟国協会に、リーダービブスにスポンサー識別表示を 100 ㎠以下の面積で
表示する機会を提供する。 

c.レース用ショーツまたは同等のもの 
i. レース用ショーツまたはそれと同等のものには、以下のような識別表示が認められて

いる。 

1)メーカー名の表示は 1 回のみで、30 ㎠以下。 

2)1 つの製造技術識別表示は、1 回のみで、10 ㎠以下。 
3)レース用ショーツには、メーカーおよび製造技術の識別表示に加えて、両足に 50

㎠以下のスポンサーの識別情報を付けることができる。これらの識別はクルー内で
同一でなければならない。 

d.帽子等 
i. クルーの個々の漕手は、帽子等を着用するかどうかを選択することができる。 
ii.2 人以上のクルーが帽子等を着用する場合、その帽子等は、以下の 2) d) iii)および
2) d) iv)に別段の定めがある場合を除き、色およびデザインが同一でなければならな
い。 

iii.帽子等の製造者の識別情報は、1 回だけ表示することができ、面積は 10 ㎠以下とす
る。帽子等の色やデザインが同じであれば、クルー内で製造者が異なっていても構わ
ない。 

iv.個々の漕手の帽子等には、50 ㎠以下のスポンサー表示を 2 つ付けることができる。こ
れらの識別表示はスポンサーのためのもの、または当該クルーのスポンサーであり、従
って、上記 2) d) ii)を条件として、漕手間で異なっていてもよい。 
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or sponsors of that crew member and may accordingly, subject to 2) d) ii) above, vary 
between crew members. 

e. Socks and leg coverings 
i. This provision applies to socks and any other item of leg covering that is worn 

visibly below shorts (for example, leggings or pressure stockings). 
ii. All socks and leg coverings shall be of the same design, colour and length within the 

crew, except only for the sponsor and manufacturer Identifications in 2) e) iii) and 2) e) 
iv) below.  

iii. The identification of the manufacturer of the socks and/or leg coverings must be the 
same on each leg and may appear once on each leg and in each case shall be no more 
than 10 sq cm. The manufacturer may be different between individual crew members 
as long as the colour, design and length of the socks or leg coverings are identical. 

iv. The socks or leg coverings (but not both) of individual crew members may also display 
one sponsor Identification of not more than 50 sq cm on each leg and distinctly separate 
from the manufacturer’s identification. The sponsor(s) may be different within a crew 
and, at World Rowing Events with the agreement between the individual rower(s) and 
the member federation, may be offered to the sponsor(s) of the individual rowers in the 
crew and may, accordingly, subject to 2) e) ii) above, vary between crew members and 
be different on each leg. 

f. Identification on Shoes 
Shoes shall be regarded as individual equipment and each rower may wear 
shoes of a different colour and manufacturer in the boat. Shoes worn at World 
Rowing Events, including the quick-release strap connecting them, may carry the 
Identification of the manufacturer as generally used on products sold through the 
retail trade during the period of six months or more prior to the relevant event. 

g. Identification on Eyewear 
i. Eyewear is regarded as personal to the rower and may be different within a 

crew. 
ii. The following Identifications are permitted on eyewear: 

1) The Identification of the manufacturer may appear once on one of the eyewear arms 
and may be no more than 6 sq cm. 

2) Alternatively, the Identification may appear twice; once on each of the two arms. In 
this case the Identification on each arm is to be identical and each may not exceed 3 
sq cm in area. 

iii. Only Identification of the manufacturer is allowed. No identification is permitted 
on the lenses. 

または当該クルーのスポンサーであり、従って、上記 2) d) ii)を条件として、クルー間で異なるこ
とがある。 

e.靴下、レッグカバー 
i. この規定は、靴下や、ショーツよりも下に目に見える形で着用される脚部のカバー（レギ
ンスや圧迫ストッキングなど）にも適用される。 

ii.すべての靴下および脚部のカバーは、2) e) iii)および 2) e)のスポンサーおよびメーカ
ーの識別表示を除き、クルー内で同じデザイン、色、長さでなければならない。 

iii.靴下および／またはレッグカバーの製造者の識別表示は、各脚に同じものでなければ
ならず、各脚に 1 回ずつ表示することができ、いずれの場合も 10 ㎠以下でなければな
らない。製造者の識別表示は、靴下または脚部のカバーの色、デザイン、長さが同一
である限り、個々の漕手で異なっていてもよい。 

iv.個々のクルーの靴下または脚部のカバー（両方ではない）には、製造者の識別表示と
は別に、各脚に 50㎠以下のスポンサーの識別表示を 1 つずつ表示することができる。
スポンサーは、漕手間で異なっていてもよく、また、ワールドローイングの主催する大会
では、個々の漕手と加盟国協会の合意のもと、クルー内の個々の漕手のスポンサーに識別表

示を提供してもよく、したがって、上記 2) e) ii) を条件として、漕手間で異なっていてもよく、各脚
で異なっていてもよい。 

f.靴の識別 
靴は個々の用具とみなされ、各漕手は異なる色とメーカーのシューズを使用することが
できる。ワールドローイングの主催する大会で着用するシューズは、クイックリリース・スト
ラップも含めて、当該イベントの 6 か月以上前に小売店で販売された製品として一般的
に使用されている場合、製造者の識別表示を付けることができる。 

g.サングラス等の識別 
i.サングラス等は漕手の個人的なものとみなされ、クルー内でも異なっていてもよい。 
ii.サングラス等には以下のような識別表示が認められています。 

1)製造者の識別情報は、サングラス等の片方のアームに 1 回だけ表示することがで
き、その大きさは 6 ㎠以下とする。 

2) また、識別情報は 2 本のアームにそれぞれ 1 回ずつ、計 2 回表示することもでき
る。この場合、両アームの識別情報は同一のものでなければならず、それぞれの面
積は 3 ㎠を超えてはならない。 

iii.メーカーの識別表示のみ認められており、レンズへの識別は認めない。 

3. Identification on Racing Boats 
a. At an international regatta, the only Identifications permitted on the racing boats 

are: 
i. The manufacturers of the boat and its fittings; 
ii. The name of the boat; 
iii. The sponsor(s) of the member federation or club; 
iv. The sponsor of the organising committee (at international regattas) or World 

Rowing Identifications (at World Rowing Events); 
v. National identity. 

3. 競漕艇の識別表示 
a.国際大会では、競漕艇に許される識別情報は以下に限定される。 

i.競漕艇とその付属品の製造者名。 
ii.競漕艇の名前。 
iii.加盟国協会やクラブのスポンサー名。 
iv.組織委員会のスポンサー（国際大会の場合）またはワールドローイングの識別表示（ワ

ールドローイング主催大会）。 
v.国の識別表示。 
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b. Identification of the Boat Manufacturer 
i. The symbol of the manufacturer of the boat may appear once on each side of the boat 

in the first 50 cm from the bow of the boat and be no more than 80 sq cm in area. The 
symbol shall not include any descriptive or other text. 

ii. The Identification of the manufacturer may appear once on each side of the shell in the 
section of the boat occupied by the rower(s), except those areas otherwise reserved for 
World Rowing and the sponsor(s). Each Identification may be no more than 100 sq cm 
in area. 

c. World Rowing Reserved Space 
i. International Regattas 

1) On a 1x, 2x, 2- or 2+, the first 60 cm of each side of the shell in the section occupied 
by the rower(s) is reserved for the sponsor of the organising committee.  

2) On a 4x, 4-, 4+ or 8+, the first 80 cm of each side of the shell in the section occupied 
by the rower(s) is reserved for the sponsor of the organising committee.  

ii. World Rowing Events 
1) On a 1x, 2x, 2- or 2+ boat, the first 80 cm of each side of the shell in the section 

occupied by the rower(s) is reserved for the World Rowing Identification and the 
member federation 3-letter identification code.  

2) On a 4x, 4-, 4+ or 8+ boat, the first 100 cm of each side of the shell in the section 
occupied by the rower(s) is reserved for the World Rowing Identification and the 
member federation 3-letter identification code. 

d. Sponsor Identifications and Boat Name on the side of the boat 
i. Except for the provisions of 1) i), 3) b) and 3) c), the only other Identifications permitted 

on the side of the boat are the name of the boat and/or the Identification of the 
sponsor(s) of the member federation or club. 

ii. The name of the boat shall be considered as a sponsor Identification for the purpose of 
this Bye-Law. 

iii. Each sponsor Identification on the side of the boat shall be positioned apart from the 
World Rowing Identification. However, on each side of the boat the sponsor 
Identifications may be combined into one or more larger Identifications, subject to the 
total area of the resulting Identifications not exceeding the total area of all permitted  

sponsor Identifications on that side of the boat. 
iv. On a 1x, one sponsor Identification is permitted on each side and each shall be no more 

than 800 sq cm. 
v. On a 2x, 2- or 2+, two sponsor Identifications are permitted on each side and each shall 

be no more than 600 sq cm. 
vi. On a 4x, 4- or 4+, four sponsor Identifications are permitted on each side and each 

shall be no more than 600 sq cm. 
vii. On a 8+, eight sponsor Identifications are permitted on each side and each shall be no 

more than 600 sq cm. 
viii. The sponsor Identifications may be different, including on each side of the boat. For 

example, an 8+ may display on each side of the boat one sponsor Identification eight 
times or eight different sponsor Identifications or a combination of these. 

e. Sponsor Identifications on the fore and aft decks of the Boat 
i. Only one sponsor Identification is permitted on each of the fore and aft decks of a boat, 

each no more than 800 sq cm in area. 

b.艇製造者の識別表示 
i. 艇製造者の識別表示は、艇の船首から最初の 50cm の間、両サイドに 1 回ずつ表示することが

でき、その面積は 80 ㎠以下とする。なお、この識別表示には、説明文などのテキストを含めて
はならない。 

ii. 艇製造者の識別表示は、ワールドローイングとスポンサーのために確保された領域を除き、漕
ぎ手が乗る部分のシェルの両サイドに 1 回ずつ表示することができる。各識別表示の面積は
100 ㎠以下とする。 

c. ワールドローイングの確保スペース 
i.国際大会 

1)1x、2x、2-または 2+では、漕手が占有しているセクションのシェルの両サイドの最初の 60cm
が、組織委員会のスポンサーのために確保される。 

2) 4x、4x、4+、8+では、漕手が占有しているセクションのシェルの両サイドの最初の 80cm は、
組織委員会のスポンサーのために確保される。 

ii. ワールドローイングの主催大会 
1) 1x、2x、2 または2+の艇では、漕手が占有するセクションのシェルの両サイドの最初の 80cm

が、ワールドローイングの識別表示と加盟国協会の3文字の識別コードのために確保される。 
2)4x、4x、4+、8+艇では、漕手が占有するセクションのシェルの両サイドの最初の 100cm が、

ワールドローイングの識別表示と加盟国協会の 3 文字の識別コードのために確保される。 

d.艇側面のスポンサーの識別表示と艇の名前 
i. 1)i)、3)b)および 3)c)の規定を除き、艇の側面に認められているその他の識別表示

は、艇の名称および／または加盟国協会やクラブのスポンサーの識別情報のみであ
る。 

ii.本細則の目的上、艇の名称はスポンサーの識別情報とみなされる。 
iii.艇側面の各スポンサー表示は、ワールドローイング表示とは別に配置されなければな

らない。ただし、艇の各側面のスポンサー表示は、1つまたは複数のより大きな表示に
統合することができる。 

iv.1x では、両側にそれぞれ 1 つのスポンサー表示が認められており、それぞれのサイズ

は 800 ㎠以下でなければならない。 

v. 2x、2-、2+では、両側に 2 つのスポンサー識別表示が認められ、それぞれの面積は 600 ㎠以
下でなければならない。 

vi. 4x、4x、4+では、両側に 4 つのスポンサー識別表示が認められ、それぞれのサイズは 600 ㎠
以下とする。 

vii. 8+では、両側に 8 つのスポンサー識別表示が認められており、それぞれのサイズは 600 ㎠
以下でなければならない。 

viii. スポンサー識別表示は、艇の各側面で異なっていてもよい。例えば、8+では、艇の各面に 1
つのスポンサー識別表示を 8 回表示してもよいし、8 つの異なるスポンサー識別表示を表示し
てもよいし、これらを組み合わせてもよい。 

e.艇の前部および後部デッキへのスポンサー表示 

i. スポンサー表示は、艇の前部と後部のデッキにそれぞれ 1 つずつ、800 ㎠以下の面積で設置す
ることができる。 
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ii. The sponsor Identifications on the fore and aft decks may be different. 
f. Identification on Riggers or Fins 

On each rigger and on each side of the fin, the Identification of the manufacturer may 
appear once and each may be no more than 16 sq cm in area. 

g. Identification on Swivels (Oarlocks)  
The identification of the manufacturer may appear either on one side or on both 
sides of the swivel. If the Identification is on one side only, it may not exceed 8 
sq cm in area, or if on both sides each Identification shall be identical and may 
not exceed 4 sq cm in area. 

h. Identification on Seats On each seat, the identification of the manufacturer may 
appear only once and may be no more than 6 sq cm in area. 

i. With the exception of the plaque required under Bye-Law to Rule 28, no other 
Identification of the manufacturer is allowed on racing boats. 

j. Identification on Bow Number Plates 
i. International Regattas – The Identification of an organising committee sponsor 

may appear once on the bottom of the bow number plate and the lettering may 
be no more than 5 cm in height. 

ii. World Rowing Events – The Identification of a World Rowing sponsor may 
appear once on the bottom of the bow number plate and the lettering may be 
no more than 5 cm in height. World Rowing may require at World Rowing 
events that boats carry a bow number plate displaying their national flag or 
their member federation 3-letter identification code instead of a lane number. 

ii.前方デッキと後方デッキのスポンサー識別表示は異なってもよい。 
f. リガーまたはフィンの識別表示 

各リガーとフィンの両サイドには、製造者の識別表示を一度だけ表示することができ、それぞれ
の面積は 16 ㎠以下とする。 

g. スウィベル（ローロック）の識別表示 
製造者の識別情表示は、回転体の片面または両面に表示することができる。識別情報が片面
のみにある場合、その面積は 8㎠を超えてはならない。両面にある場合、それぞれの識別情報

は同一でなければならず、その面積は 4 ㎠を超えてはならない。 
h.シートの識別表示 

各シートには、製造者の識別情報を一度だけ表示することができ、その面積は 6 ㎠以下
とする。 

i.規則第 28 条の細則で認められるプレートを除き、製造者を示すその他の表示は競漕艇
には認められない。 

j.バウナンバープレートの識別表示 
i.国際大会 - 組織委員会のスポンサーの識別情報は、艇首のバウナンバープレートの下部に 1 回

だけ表示することができ、その文字の高さは 5cm 以下とする。 
ii.ワールドローイング主催大会 – ワールドローイングのスポンサーの識別表示は、バウナンバープレ

ートの下部に 1 回だけ表示することができ、その文字の高さは 5cm 以下とする。ワールドローイ
ングは、ワールドローイング主催大会において、バウナンバープレートの代わりに、自国の国旗ま
たは加盟国協会の 3 文字の識別コードを表示したバウナンバープレートを艇につけることを要求
することができる。 

4. Racing Sculls and Oars 
a. Application – This Bye-Law applies to sculling oars and sweep rowing oars. 
b. Blade Colours – Only the member federation colours registered with World Rowing or the 

Club colours registered with the member federation may appear on the blades. 
c. The Outboard Section – No Identifications, including national identity, are allowed on the 

outboard section of the loom or shaft (that is, outboard from the collar). 
d. Identification on the Inboard Section – On the inboard section of the loom or shaft (when 

measured from the attachment of the handle with the shaft to the collar) the following 
Identifications are permitted: 
i. Identification on Sculling Oars – On a sculling oar, one sponsor Identification of no more 

than 72 sq. cm. is allowed. In addition, the Identification of the manufacturer may appear 
once and may be no more than 60 sq cm in area; and 

ii. Identification on Sweep Rowing Oars – On a sweep rowing oar, one sponsor 
Identification of no more than 100 sq cm is allowed. In addition, the Identification of the 
manufacturer may appear once and may be no more than 60 sq. cm in area 

e. No additional Identifications – Except for the provisions of 1) i) above, the only other 
markings allowed on sculling or sweep rowing oars are discreet marks to identify the 
owner, the particular boat and/or the position in which it is used. 

5. Identification on Regatta Officials’ Clothing 
a. International Regattas – Regatta Officials may wear clothing with organising committee 

sponsor Identifications.  
b. World Rowing Events – World Rowing may require regatta officials to wear clothing with 

World Rowing Identifications. 

4. 競漕用スカルとオール 
a. 適用 - この細則はスカルオールおよびスイープオールに適用される。 
b. ブレードの色 - ワールドローイングに登録されている加盟国協会の色、または加盟国協会に登録さ

れているクラブの色のみがブレードに表示できる。 
c. アウトボード部 - オールのアウトボード部（つまり、カラーからアウトボード）には、国家識別表示を含

むいかなる識別表示も使用できない。 
d. インボード部の識別表示 – オールのインボード部（ハンドルのシャフトへの取り付け部からカラーま

で）には、以下の識別表示が認められている。 
i. スカルオールの識別表示 - スカルオールには、72 ㎠以下のスポンサー識別表示が 1 つ認め

られている。また、製造者の識別情報は 1 回のみ表示可能で、面積は 60 ㎠以下とする。 
ii. スイープオールの識別表示 –スイープオールでは、スポンサーの識別表示は 100 ㎠以下とす

る。また、メーカー名の識別表示は 1 回のみとし、面積は 60 ㎠以下とする。 
e. 付加的な識別表示の禁止 - 上記 1)i)の規定を除き、スカルオールまたはスイープオールに許さ

れるその他のマーキングは、所有者、特定の艇、および／または使用されているポジションを識別
するための控えめなマークのみである。 

5. レガッタオフィシャル公式ウェアの識別 
a. 国際大会 - 大会役員は、組織委員会スポンサーの識別が入ったウェアを着用してもよ

い。 
b. ワールドローイング主催大会 - ワールドローイングは、レガッタオフィシャルにワールドロー

イング識別表示の付いたウェアの着用を要求することがある。 
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6. Identification on Umpire Boats 
a. International Regattas – An organising committee may require the display of 

organising committee Identifications or organising committee sponsor 
identifications (three maximum), each up to 800 sq cm, on each umpire boat. 

b. World Rowing Events – World Rowing may require the display of World Rowing 
Identifications (three maximum), each up to 800 sq cm, on each umpire boat. 

6. 主審艇の識別表示 
a.国際大会-組織委員会は、各審判艇に組織委員会のスポンサー表示（最大 3 つ）を、そ

れぞれ 800 ㎠以内で表示することを要求することができる。 
b. ワールドローイング主催大会-ワールドローイングは、各主審艇に 800 ㎠以下のワールド

ローイング表示（最大 3 つ）の表示を要求することができる。 
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APPENDIX R7 
BYE‑LAWS TO RULE 57 – WORLD ROWING PROGRESSION SYSTEM 
The World Rowing Progression System includes Heats, Repêchages, Quarter-finals 
and Semi-finals and Time Trials. Terminology and abbreviations used shall be as 
follows: 
H Heat  
R Repêchage  
Q Quarter-finals  
S AB Semi-finals for Finals A&B  
S CD Semi-finals for Finals C&D. etc. 
FA (Final A) Final for places 1-6  
FB (Final B) Final for places 7-12. etc.  
TT Time Trial ELM Eliminated (last crew in the repechage for 7, 13 and 25 entries) 
P Preliminary Race 
1. International regattas – Where the progression system provides two options for determining 

the allocation of crews to the next round, the option to be used for each round of each event 
shall be decided by random draw, supervised by a member of the Jury, before the end of the 
first race of the immediately preceding round in that event. The result of the draw of the 
options shall not be published before the end of that immediately preceding round. 

2. World Rowing Championship regattas, Olympic, Paralympic and Youth Olympic Games 

regattas – The Executive Committee shall appoint two persons with appropriate experience 

and ability to review, at the end of each round, the balance of the crews allocated to the next 
round by the two options. If one of the options appears to offer a better balance of crews than 
the other, based solely on the performance of the crews in all completed rounds of the regatta, 
they shall select that option. If there is little discernible difference between the two options, a 
random draw supervised by a member of the Jury will take place to select the option to be 
used. 

附則 R7 
規則第 57 条（細則） ワールドローイング勝ち上がりシステム 
ワールドローイング勝ち上がりシステムには、予選、敗者復活、準々決勝、準決勝、タイムトラ
イアルがある。使用される用語および略語は以下の通りとする。 
H 予選 
R 敗者復活戦 
Q 準々決勝 
S AB 決勝 AB のための準決勝 
S CD 決勝 CD のための準決勝 等  
FA(決勝 A) 1～6 位のための決勝 
FB(決勝 B)7 位～12 位のための決勝 等  
TT タイムトライアル 
ELM 敗退（7、13、25 エントリーの敗者復活戦最下位クルー） P 予選レース 

1. 国際大会-次のラウンドへのクルーの割り当てを決定する勝ち上がりシステムに 2 つのオプションがあ

る場合、各イベントの各ラウンドで使用されるオプションは、そのイベントの直前のラウンドの第 1 レース

が終了する前に、審判の監視の下、無作為の抽選によって決定されなければならない。選択肢の抽

選結果は、その直前のラウンドの終了前には公表されないものとする。 

2. 世界選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピック- 常任理事会は、適切な経験と能力を

持つ 2 名の人物を指名し、各ラウンドの終了時に、2 つのオプションによって次のラウンドに割り当てら

れたクルーのバランスを検討するものとする。大会の全ラウンドにおけるクルーのパフォーマンスのみ

に基づいて、一方のオプションが他方のオプションよりもクルーのバランスが良いと思われる場合、指

名された彼らはそのオプションを選択するものとする。2 つのオプションの間にほとんど差異がない場

合は、審判の監視の下、無作為抽選により、使用するオプションを選択する。 
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World Rowing Championships 
World Rowing Championships Case 1: 7 to 8 entries 
Format – Two heats, one repêchage and no semi-finals.  
Heats – The winner of each heat goes forward to the final A; the remaining crews go 
into the repêchage.  
Repêchage – The first four crews in the repêchage go forward to final  A; if there are 
8 entries the remaining crews go forward to final B.  
Note the special case: there is no final B with 7 entries  
Table for World Rowing Championships Case 1: 7 to 8 entries 

世界選手権 
世界選手権ケース 1：出漕数 7～8 クルーの場合 
形式：2 予選、1 敗者復活戦、準決勝なし。 
予選：各予選の 4 着までが決勝 A に進む。出漕数８クルーの場合、残りのクルーは決勝 B に
進む。 
特例：出漕数 7 クルーの場合、決勝 B は行わない。 
世界選手権ケース 2：出漕数 9～10 クルーの場合の表 
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World Rowing Championships Case 2: 9 to 10 entries 
Format – Two heats, one repêchage and no semi-finals.  
Heats – The first two crews in each heat go forward to final A; the remaining crews go 
forward to the repêchage.  
Repêchage – The first two crews in the repêchage go forward to final A, the remaining 
crews go forward  
to final B. 
Table for World Rowing Championships Case 2: 9 to 10 entries 

世界選手権ケース 2：出漕数 9～10 クルーの場合 
形式：2 予選、1 敗者復活戦、準決勝なし。 
予選：各予選の 2 着までが決勝 A に進み、残りのクルーは敗者復活戦に進む。 
敗者復活戦：敗者復活戦の 2 着までが決勝 A に、残りのクルーは決勝 B に進む。 
世界選手権ケース 2：出漕数 9～10 クルーの場合の表 
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World Rowing Championships Case 3: 11 to 12 entries 
Format – Two heats, two repêchages and no semi-finals.  
Heats – The winner of each heat goes forward to final A; the remaining crews go 
forward to the repêchages.  
Repêchages – The first two crews in each repêchage go forward to final A; the 
remaining crews go forward to final B. There are two options for the repêchages. 

世界選手権ケース 3：出漕数 11～12 クルーの場合 
形式：2 予選、2 敗者復活戦、準決勝なし。 
予選 - 各予選の 1 着が決勝 A に進み、残りのクルーは敗者復活戦に進む。 
敗者復活戦 - 各敗者復活の上位 2 クルーは決勝 A、残りのクルーは決勝 B に進む。敗者
復活戦の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 

Table for World Rowing Championships Case 3: 11 to 12 entries 世界選手権 ケース 3：出漕数 11～12 クルーの場合の表 
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World Rowing Championships Case 4: 13 to 15 entries 
Format – Three heats, one repêchage and two semi-finals AB.  
Heats – The first three crews in each heat go forward to the semi-finals AB: the 
remaining crews go forward to the repêchage.  
Repêchage – The first three crews in the repêchage go forward to the semi-finals; if 
there are 14 or 15 entries the remaining crews go forward to final C.  
Semi-finals – The first three crews in each semi-final go forward to final A; the 
remaining crews go forward to final B. There are two options for the semi-finals.  
Note the special case: there is no final C with 13 entries 

世界選手権ケース 4：出漕数 13～15 クルーの場合 
形式 -3 予選、1 敗者復活戦、2 準決勝 AB。 
予選：各予選の上位 1 位から 3 位までのクルーが準決勝 AB に進み、残りのクルーは敗者復
活戦に進む。 
敗者復活戦：敗者復活戦の上位 3 クルーは準決勝に進み、出漕数が 14 または 15 クルー
の場合、残りのクルーが決勝 C に進む。 
準決勝 - 各準決勝の上位 3 のクルーが決勝 A に進み、残りのクルーが決勝 B に進む。準
決勝の組み合わせ方には、2 つの選択肢がある。 
特例：出漕数 13 クルーの場合、決勝 C は行わない。 

Table for World Rowing Championships Case 4: 13 to 15 entries 世界選手権ケース 4：出漕数 13～15 クルーの場合の表 
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World Rowing Championships Case 5: 16 to 18 entries 
Format – Three heats, two repêchages and two semi-finals AB.  
Heats – The first two crews in each heat go forward to semi-finals AB; the remaining 
crews go forward  
to the repêchages.  
Repêchages – The first three crews in each repêchage go forward to semi-finals AB; 
the remaining crews go forward to final C. There are two options for the repêchages.  
Semi-finals – The first three crews in each semi-final AB go forward to final A, the 
remaining crews go forward to final B. There are two options for the semi-finals. 

世界選手権ケース 5：出漕数 16～18 クルーの場合 
形式 – 3 予選、2 敗者復活戦、2 準決勝 AB。 
予選 - 各予選上位 2 クルーが準決勝 AB に進み、残りのクルーは敗者復活戦に進む。 
敗者復活戦 - 各敗者復活戦の上位 3 クルーは準決勝 AB に、残りのクルーは決勝 C に進
む。敗者復活戦の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
準決勝 - 各準決勝 AB 組の上位 3 クルーが決勝 A に、残りのクルーが決勝 B に進む。 
 

Table for World Rowing Championships Case 5: 16 to 18 entries 世界選手権 ケース 5：出漕数 16～18 クルーの場合の表 
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World Rowing Championships Case 6: 19 to 20 entries 
Format – Four heats, two repêchages, two semi-finals AB and two semi- finals CD.  
Heats – The first two crews in each heat go forward to semi-finals AB; the remaining crews go 
forward to the repêchages.  
Repêchages – The first two crews in each repêchage go forward to semi-finals AB; the 
remaining crews go forward to semi-finals CD. There are two options for the repêchages.  
Semi-finals – The first three crews in each semi-final AB go forward to final A, the remaining 
crews go forward to final B. The last crew in each semi-final CD goes forward to final D and the 
remaining crews go forward to final C. There are two options for the semi-finals.  
Note the special case for 19 entries: the last placed crews in S CD1 and S CD2 go to FD. 

世界選手権ケース 6：出漕数 19～20 クルーの場合 
形式：4 予選、2 敗者復活戦、2 準決勝 AB、2 準決勝 CD。 
予選 - 各予選上位 2 クルーが準決勝 AB に進み、残りのクルーは敗者復活戦に進む。 
敗者復活戦 - 各敗者復活戦の上位 2 クルーは準決勝 AB に、残りのクルーは準決勝 CD に進む。敗
者復活戦の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
準決勝-各準決勝 AB の上位 3 クルーが決勝 A、残りのクルーが決勝 B に進み、各準決勝 CD の最下
位 1 クルーが決勝 D、残りのクルーが決勝 C に進む。準決勝の組み合わせ方には 2 つの選択肢があ
る。 
特例：出漕数 19 の場合は、準決勝 CD1 と CD2 で最下位のクルーが決勝 D に進む。 

Table for World Rowing Championships Case 6: 19 to 20 entries 世界選手権 ケース 6：出漕数 19～20 クルーの場合の表 
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World Rowing Championships Case 7: 21 to 24 entries 
Format – Four heats, four repêchages, two semi-finals AB and two semi- finals CD. 
Heats – The winner of each heat goes forward to semi-finals AB; the remaining crews go 
forward to the four repêchages.  
Repêchages – The first two crews in each repêchage go forward to semi-finals AB; the 
remaining crews go forward to semi-finals CD. There are two options for the repêchages. 
Semi-finals – The first three crews in each semi-final AB go forward to final A; the remaining 
crews go forward to final B. The first three crews in each semi-final CD go forward to final C; 
the remaining crews go forward to final D. There are two options for the semi-finals. 

世界選手権ケース 7：出漕数 21～24 クルーの場合 
形式：4 予選、4 敗者復活戦、2 準決勝 AB、2 準決勝 CD。 
予選 - 各予選 1 着が準決勝 AB に進み、残りのクルーは 4 つの敗者復活戦に進む。 
敗者復活戦 - 各敗者復活戦の上位 2 クルーは準決勝 AB に進み、残りのクルーは準決勝
CD に進む。敗者復活戦の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
準決勝 - 準決勝 AB の各組の上位 3 クルーが決勝 A に、残りのクルーが決勝 B に進み、
準決勝 CD の各組上位 3 クルーが決勝 C に、残りのクルーが決勝 D に進む。準決勝の組み
合わせ方には 2 つの選択肢がある。 

Table for World Rowing Championships Case 7: 21 to 24 entries 世界選手権 ケース 7：出漕数 21～24 クルーの場合の表 
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World Rowing Championships Case 8: 25 to 26 entries 
Format – Five heats, one repêchage, four quarter-finals, two semi-finals AB and two semi-finals CD.  
Heats – The first four crews in each heat go forward to the quarter-finals; the remaining crews go to the 
repêchage.  
Repêchage – The first four crews in the repêchage go to the quarter-finals; the remaining crews go to final 
E.  
Quarter-finals – the first three crews in each quarter-final go forward to semi-finals AB. The remaining crews 
go forward to semi-finals CD. There are two options for the quarter-finals.  
Semi-finals – The first three crews in each semi-final AB go forward to final A. The remaining crews go 
forward to final B. The first three boats in each semi- final CD go forward to final C. The remaining crews 
go forward to final D. There are two options for the semi-finals.  
Note the special case for 25 entries: the last crew in the repêchage is eliminated and there will be no Final 
E. 

世界選手権ケース 8：出漕数 25～26 クルーの場合 
形式：5 予選、1 敗者復活戦、4 準々決勝、2 準決勝 AB、2 準決勝 CD。 
予選 - 各予選上位 4 クルーが準々決勝に進み、残りのクルーは敗者復活戦に進む。 
敗者復活戦 – 敗者復活戦の上位 4 クルーは準々決勝へ、残りのクルーは決勝 E に進み。 
準々決勝：各準々決勝の上位 3 クルーが準決勝 AB に進む。残りのクルーは、準決勝 CD に進む。
準々決勝の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
準決勝-各準決勝 AB の上位 3 クルーが決勝 A に進み、残りのクルーが決勝 B に進む。各準決勝 CD
の上位 3 クルーが決勝 C に進み、残りのクルーが決勝 D に進む。準決勝の組み合わせ方には 2 つの
選択肢がある。 
特例：出漕クルー数が 25 の場合、敗者復活戦最下位クルーが敗退とし、決勝 E は行わない。 

Table for World Rowing Championships Case 8: 25 to 26 entries 世界選手権 ケース 8：出漕数 25～26 クルーの場合の表 
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World Rowing Championships Case 9: 27 to 30 entries 
Format – Five heats, two repêchages, four quarter-finals, two semi-finals AB and two semi-
finals CD.  
Heats – The first four crews in each heat go forward to the quarter-finals; the remaining crews 
go to the repêchages.  
Repêchages – The first two crews in each repêchage go forward to the quarter- finals; the 
remaining crews go to final E. There are two options for the repêchages.  
Quarter-finals – the first three crews in each quarter-final go forward to semi-finals AB. The 
remaining crews go forward to semi-finals CD. There are two options for the quarter-finals.  
Semi-finals – The first three crews in each semi-final AB go forward to final A. The remaining 
crews go forward to final B. The first three crews in each semi-final CD go forward to final C. 
The remaining crews go forward to final D. There are two options for the semi-finals. 

世界選手権ケース 9：出漕数 27～30 クルーの場合 
形式：5 予選、2 敗者復活戦、4 準々決勝、2 準決勝 AB、2 準決勝 CD。 
予選 - 各予選上位 4 クルーが準々決勝に進み、残りのクルーは敗者復活戦に進む。 
敗者復活戦 - 各敗者復活戦の上位 2 クルーが準々決勝に進み、残りのクルーは決勝 E に進む。敗者
復活戦の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
準々決勝：各準々決勝の上位 3 クルーは準決勝 AB に進む。残りのクルーは、準決勝 CD に進む。
準々決勝の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
準決勝 – 各準決勝 AB の各組の上位 3 クルーが決勝 A に進み、残りのクルーが決勝 B に進む。準決
勝 CD の各組上位 3 クルーが決勝 C に進み、残りのクルーが決勝 D に進む。準決勝の組み合わせ方
には 2 つの選択肢がある。 

Table for World Rowing Championships Case 9: 27 to 30 entries 世界漕艇選手権ケース 9：出漕数 27～30 クルーの場合の表 
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World Rowing Championships Case 10: 31 to 36 entries 
Format – Six heats, three repêchages, four quarter-finals, two semi-finals AB, two 
semi-finals CD and two semi-finals EF.  
Heats – The first three crews in each heat go forward to the quarter-finals; the 
remaining crews go to the repêchages.  
Repêchages – The first two crews in each repêchage go to the quarter-finals; the 
remaining crews go to semi-finals EF. There are two options for the repêchages.  
Quarter-finals – The first three crews in each quarter-final go forward to semi-finals 
AB. The remaining crews go forward to semi-finals CD. There are two options for the 
quarter-finals.  
Semi-finals – The first three crews in each semi-final AB go forward to final A. The 
remaining crews go forward to final B. The first three crews in each semi- final CD go 
forward to final C. The remaining crews go forward to final D. The first three crews in 
each semi-final EF go forward to final E. The remaining crews go forward to final F. 
There are two options for the semi-finals.  
Note the special case for 31 entries: the last crew in each semi-final EF goes forward 
to final F; the remaining crews go forward to final E. 

世界選手権ケース 10：出漕数 31～36 クルーの場合 
形式：6 予選、3 敗者復活戦、4 準々決勝、2 準決勝 AB、2 準決勝 CD、2 準決勝 EF。 
予選 - 各予選上位 3 位までのクルーが準々決勝に進み、残りのクルーは敗者復活戦に進
む。 
敗者復活戦 - 各敗者復活戦の上位 2 クルーは準々決勝に、残りのクルーは準決勝 EF に
進む。敗者復活戦の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
準々決勝 - 各準々決勝の上位 3 クルーが準決勝 AB に進む。残りのクルーは準決勝 CD に
進む。準々決勝の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
準決勝 - 準決勝 AB の各組の上位 3 クルーが決勝 A に進み、残りのクルーが決勝 B に進
む。準決勝 CD の各組の上位 3 クルーが決勝 C に進み、残りのクルーが決勝 D に進む。準
決勝 EF の各組の上位 3 クルーが決勝 E に進み、残りのクルーが決勝 F に進む。準決勝の
組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
特例：出漕数が 31 クルーの場合は、各準決勝 EF の最下位クルーが決勝 F に進み、残りの
クルーは決勝 E に進む。 
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Table for World Rowing Championships Case 10: 31-36 entries 世界選手権ケース 10：出漕数 31～36 クルーの場合の表 
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World Rowing Championships Case 11: 37 to 40 entries 
Format – Eight heats, four repêchages, four quarter-finals, two semi-finals AB, two 
semi-finals CD and three semi-finals EFG.  
Heats – The first two crews in each heat go forward to the quarter-finals; the remaining 
crews go to the repêchages.  
Repêchages – The first two crews in each repêchage go to the quarter-finals; the 
remaining crews go to semi-finals EFG. There are two options for the repêchages.  
Quarter-finals – The first three crews in each quarter-final go forward to semi-finals 
AB. The remaining crews go forward to semi-finals CD. There are two options for the 
quarter-finals.  
Semi-finals – The first three crews in each semi-final AB go forward to final A. The 
remaining crews go forward to final B. The first three crews in each semi-final CD go 
forward to final C. The remaining crews go forward to final D. The first two crews in 
each semi-final EFG go forward to final E. The third and fourth crews in each semi- 
final EFG go forward to final F. The remaining crews go forward to final G.  
There are two options for the semi-finals.  
Note the special case for 37-38 entries: the last crew in each semi-final EFG goes 
forward to Final G, the remaining third and fourth placed crews go forward to final F. 

世界選手権ケース 11：出漕数 37～40 クルーの場合 
形式：8 予選、4 敗者復活戦、4 準々決勝、2 準決勝 AB、2 準決勝 CD、3 準決勝 EFG。 
予選- 各予選の上位 2 クルーは準々決勝に進み、残りのクルーは敗者復活戦に進む。 
敗者復活戦 - 各敗者復活戦上位 2 クルーは準々決勝へ、残りのクルーは準決勝 EFG へ。
敗者復活戦の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
準々決勝 - 各準々決勝の上位 3 クルーが準決勝 AB に進む。残りのクルーは準決勝 CD に
進む。準々決勝の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
準決勝-各準決勝 AB の上位 3 クルーは決勝 A へ、残りのクルーは決勝 B へ、各準決勝
CD の上位 3 クルーは決勝 C へ進み、残りのクルーは決勝 D へ、各準決勝 EFG の上位 2 ク
ルーは決勝 E へ、各準決勝 EFG の上位 2 クルーは決勝 F へ進み、残りのクルーは決勝 G
へ進む。 
準決勝の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
特例：出漕数 37～38 クルーの場合、各準決勝 EFG の最下位クルーは決勝 G に進み、3 位
と 4 位のクルーが決勝 F に進む。 
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Table for World Rowing Championships Case 11: 37 to 40 entries 世界選手権ケース 11：出漕数 37～40 クルーの場合の表 
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World Rowing Championships Case 12: 41-48 entries 
Format – Eight heats, eight repêchages, four quarter-finals ABCD, four quarter-finals 
EFGH, two semi finals AB, two semi-finals CD, two semi-finals EF and two semi-finals 
GH.  
Heats – The first two crews in each heat go forward to the quarter-finals; the remaining 
crews go to the repêchages.  
Repêchages – The first crew in each repêchage goes to the quarter-finals ABCD; the 
remaining crews go to quarter-finals EFGH. There are two options for the repêchages.  
Quarter-finals – the first three crews in each quarter-final ABCD go forward to semi-
finals AB. The remaining crews go forward to semi-finals CD. The first three crews in 
each quarter-final EFGH go forward to semi-finals EF. The remaining crews go forward 
to semi-finals GH. There are 2 options for the quarter-finals. 
Semi-finals – The first three crews in each semi-final AB go forward to final A. The 
remaining crews go forward to final B. The first three crews in each semi-final CD go 
forward to final C. The remaining crews go forward to final D. The first three crews in 
each semi-final EF go forward to final E. The remaining crews go forward to final F. 
The first three crews in each semi-final GH go forward to final G. The remaining crews 
go forward to final H. There are two options for the semi-finals. 
Note the special case for 41-42 entries: there are no semi-finals GH and the fourth 
and fifth placed crews in the quarter-finals EFGH go forward to final G. 
Note the special case for 43 entries: the last crew in each semi-final GH goes forward 
to final H; the remaining crews go forward to final G. 

世界選手権ケース 12：出漕数 41〜48 クルーの場合 
形式：8 予選、8 敗者復活戦、4 準々決勝 ABCD、4 準々決勝 EFGH、2 準決勝 AB、2 準決
勝 CD、2 準決勝 EF、2 準決勝 GH。 
予選 - 各予選の上位 2 クルーが準々決勝に進み、残りのクルーは敗者復活戦に進む。 
敗者復活戦 - 各敗者復活戦 1 位クルーは準々決勝 ABCD へ、残りのクルーは準々決勝
EFGH に進む。敗者復活戦の組み合わせには 2 つの選択肢がある。 
準々決勝：各準々決勝 ABCD の上位 3 クルーが準決勝 AB に進む。残りのクルーは準決勝
CD に進む。各準々決勝 EFGH の上位 3 クルーは、準決勝 EF に進む。残りのクルーは準決
勝 GH に進む。準々決勝の組み合わせには 2 つの選択肢がある。 
準決勝 - 各準決勝 AB の上位 3 クルーは決勝 A へ、残りのクルーは決勝 B へ、各準決勝
CD の上位 3 クルーは決勝 C へ、残りのクルーは決勝 D へ、各準決勝 EF の上位 3 クルーは
決勝 E へ、残りのクルーは決勝 F へ、各準決勝 GH の上位 3 クルーは決勝 G へ、残りのクル
ーは決勝 H へ、準決勝の組み合わせには 2 つの選択肢がある。 
特例：出漕数 41～42 クルーの場合、準決勝 GH がなく、準々決勝 EFGH の 4 位と 5 位のク
ルーが決勝 G に進む。 
43 クルー出漕の場合、各準決勝 GH の最下位クルーが決勝 H に進み、残りのクルーが決勝
G に進む。 
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Table for World Rowing Championships Case 12: 41- 48 entries 世界選手権ケース 12：出漕数 41〜48 クルーの場合の表 
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World Rowing Championships Case 13: 49 or more entries 
Format – Time trial, eight heats, four quarter-finals ABCD, four quarter-finals EFGH, 
two semi-finals AB, two semi-finals CD, two semi-finals EF and two semi-finals GH.  
Time trial – The results of the time trial are used to determine the position of the first 
48 crews in the heats. The remaining crews progress to Final I (up to 54 entries) or 
semi-finals IJ (up to 60 entries) etc. 
All crews start in one time trial, starting one after the other, at 30 or 45 second 
intervals (or as close thereto as possible) from the start line using two adjacent lanes 
alternately. The highest seeded crew will start first, followed by the remaining 
seeded crews in seeded order, and then the remaining crews in the order of a 
random draw, supervised by a member of the Jury and made explicitly for this 
purpose.  
If the Fairness Committee decides that there are not two lanes which provide equal 
conditions, then a single racing lane may be used (See Appendix R8, Time Trials) 
Heats – The first three crews in each heat go forward to the quarter-finals ABCD. The 
remaining crews go forward to quarter-finals EFGH.  
Quarter-finals – The first three crews in each quarter-final ABCD go forward to semi-
finals AB. The remaining crews go forward to semi-finals CD. The first three crews in 
each quarter-final EFGH go forward to semi-finals EF. The remaining crews go forward 
to semi-finals GH. There are 2 options for the quarter-finals.  
Semi-finals – The first three crews in each semi-final AB go forward to final A. The 
remaining crews go forward to final B. The first three crews in each semi-final CD go 
forward to final C. The remaining crews go forward to final D. The first three crews in 
each semi-final EF go forward to final E. The remaining crews go forward to final F. 
The first three crews in each semi-final GH go forward to final G. The remaining crews 
go forward to final H. There are two options for the semi-finals. 
 

世界選手権ケース 13：出漕数 49 クルー以上の場合 
形式：タイムトライアル、8 予選、4 準々決勝 ABCD、4 準々決勝 EFGH、2 準決勝 AB、2 準
決勝 CD、2 準決勝 EF、2 準決勝 GH。 
タイムトライアル - タイムトライアルの結果をもとに、予選に出漕する 48 クルーの順位が決定
される。残りのクルーは決勝 I（54 クルーまで）または準決勝 IJ（60 クルーまで）などに進む。 
全クルーは、隣接する 2 つのレーンを交互に使用して、発艇線から 30 秒または 45 秒の間
隔（またはそれに近い間隔）をおいて次々とスタートする。最高位のシード権を持つクルーが
最初にスタートし、続いて残りのシード権を持つクルーがシード順に、そして残りのクルーが、審
判監視の下行われた無作為抽選の順番でスタートする。公正委員会が、同等の条件を満た
す 2 つのレーンが取れないと判断した場合は、1 つのレーンを使用することができる（附則 R8
「タイムトライアル」参照）。 
予選 - 各予選上位 3 クルーが準々決勝 ABCD へ進む。残りのクルーは準々決勝 EFGH に
進む。 
準々決勝 - 各準々決勝 ABCD の上位 3 クルーが準決勝 AB に進む。残りのクルーは準決
勝 CD に進む。各準々決勝 EFGH の上位 3 クルーは、準決勝 EF に進む。残りのクルーは準
決勝 GH に進む。準々決勝の組み合わせには 2 つの選択肢がある。 
準決勝 - 各準決勝 AB の上位 3 クルーは決勝 A へ、残りのクルーは決勝 B へ、各準決勝
CD の上位 3 クルーは決勝 C へ、残りのクルーは決勝 D へ、各準決勝 EF の上位の 3 クル
ーは決勝 E へ、残りのクルーは決勝 F へ、各準決勝 GH の上位 3 クルーは決勝 G へ、残り
のクルーは決勝 H へ進む。準決勝の組み合わせは 2 つの選択肢がある。 
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Table for World Rowing Championships Case 13: 49 and more entries 世界選手権ケース 13：出漕数 49 クルー以上の場合の表 

 
  



189 

APPENDIX R8  
BYE‑LAWS TO RULE 62 – TIME TRIALS  
TIME TRIALS 
1. Definition of Time Trials 

A time trial is a race in which crews are started one after the other, whether in one or more 
lanes, and where the result is determined by the time taken by each crew to complete the 
course. 

2. Circumstances in which time trials shall be used as part of, or in place of, the World Rowing 
Progression System  
a. As part of the World Rowing Progression System (Appendix R7) 

Case 13: 49 and more entries – The first round shall be in the form of one time trial for all 
crews; 

b. As a contingency in place of the World Rowing Progression System 
i. Contingency arrangements for weather conditions when no reasonable alternative is 

available under the Rules (for example, Heats, where reallocation of lanes is not 
allowed and/or where there is not enough time to delay racing); 

ii. To recover lost time in a regatta (caused by adverse weather or other conditions) by 
omitting one or more rounds and replacing with time trials. 

附則 R8  
規則第 62 条（細則） タイムトライアル 
タイムトライアル 
1. タイムトライアルの定義 

タイムトライアルとは、1 つまたは複数のレーンでクルーが次々とスタートし、各クルーがコースを完走
するまでの時間で結果が決まるレースのこと。 

2. タイムトライアルをワールドローイング勝ち上がりシステムの一部として、またはそれに代えて使用しな
ければならない状況 

a.ワールドローイング勝ち上がりシステム（附則 R7）の一環として 
ケース 13：49 人以上のエントリー - 第 1 ラウンドは、全クルーが 1 回のタイムトライアルを行う形
式とする。 

b.ワールドローイング勝ち上がりシステムに代わる偶発的なものとして 
i.規則上、合理的な代替手段がない場合（例えば予選で、レーンの再配置が認められない場合
や、レースを遅らせるには時間が足りない場合）の天候に対する不測の事態への対応。 

ii.悪天候やその他の条件によって引き起こされた大会でのロスタイムを、1 ラウンドまたは複数ラウ
ンドを省略してタイムトライアルに置き換えることで回復させること。 

SECTION A. FORMAT OF TIME TRIALS 
Time trials should normally be run in individual heat format to minimise the time 
between the first and last crews starting and finishing, with a maximum of 6 crews in 
each race, so as to provide the most equal conditions for all crews. 

SECTION A.タイムトライアルの形式 
タイムトライアルは通常、最初と最後のクルーがスタートしてからフィニッシュするまでの時間を
最短にするために、各レース最大 6 クルーの個別予選形式で行われ、すべてのクルーにとっ
て最も平等な条件となるようにしなければならない。 

EXCEPTIONS –  
a. where the Progression System (>48 crews) requires one time trial for all crews in that 

event; and 
b. where time has been lost due to unrowable or unfair conditions or other reasons and 

there is not enough time to run all usual rounds before the finals, so one or more rounds 
must be cancelled. In such case all remaining crews in a group (e.g. heats, or quarter-
finals ABCD) shall compete in one processional race. 

4. Starting Order and Frequency of Crews Starting 
a. As one time trial for all remaining crews 

If the time trial is for the first round of racing (heats), the highest seeded crew starts first, 
followed by the second highest seeded crew, etc., and after all the seeded crews then 
the remaining crews shall start in order of a random draw, supervised by a member of 
the Jury, made explicitly for this purpose. If the race is for a subsequent round 
(repêchage, quarterfinal, semi-final, final) the crews shall start in order according to their 
placings in the previous round. Where two or more crews have the same placing in the 
previous round then there shall be a draw, supervised by a member of the Jury, to 
determine their starting order. Successive crews in a race shall be started at between 30 
and 45 second intervals or as close thereto as possible. 

b. As individual heats 
If the time trial replaces heats then in each separate heat the highest seeded crew shall 
start first and the second highest seeded crew shall start second. The remaining crews 
shall start in the order of their lanes, as given from the official draw. If the time trial is for 
repêchages, quarter-finals, semi-finals or finals then in each separate race the crews 
shall start in order according to their placings in the previous round. Where two crews 
have the same placing, 

例外 
a.勝ち上がりシステム（48 クルー以上）では、そのイベントに参加するすべてのクルーに 1 回のタイムト

ライアルが必要な場合。 
b.漕げない、あるいはアンフェアなコンディションなどの理由で時間が失われ、決勝までに通常のラウ

ンドをすべて行うには時間が足りないため、1 つまたは複数のラウンドを中止しなければならない場
合。このような場合、グループ（例：予選、または準々決勝 ABCD）に残ったすべてのクルーは、1
回のプロセッションレースで競う。 

4. スタート順とクルーのスタート頻度 
a.残った全クルーで 1 回のタイムトライアルとして 

タイムトライアルが第 1 ラウンド（予選）の場合、最高位のシードクルーが最初にスタートし、次に 2
位のシードクルーが続き、すべてのシードクルーの後、残りのクルーは、この目的のために明示的

に作成された審判の監督による無作為抽選の順番でスタートする。レースが次のラウンド（敗復、

準々決勝、準決勝、決勝）のためのものである場合、クルーは前のラウンドでの順位に従って順に
スタートするものとする。前ラウンドでの順位が同じクルーが 2 名以上いる場合は、審判の監督の
下、スタート順を決める抽選が行われるものとする。レース中の連続したクルーのスタートは、30秒
から 45 秒の間、またはそれにできるだけ近い間隔で行われなければならない。 

b.個々の予選として 
タイムトライアルが予選の代わりになる場合は、各予選において、第 1 シードのクルーが第 1 スタ
ート、第 2 シードのクルーが第 2 スタートとなる。残りのクルーは、公式抽選で与えられたレーンの

順番でスタートする。タイムトライアルが敗復、準々決勝、準決勝、決勝の場合は、それぞれのレ

ースにおいて、クルーは前のラウンドでの順位に応じた順番でスタートしなければならない。2 つの
クルーの順位が同じ場合。 
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(e.g. both were heat winners), then there shall be a draw, supervised by a member of the 
Jury, to determine their starting order. Successive crews in a race shall be started at 
between 30 and 45 second intervals or as close thereto as possible. Each separate race 
shall be started at not more than five-minute intervals. 

5. Method of Starting 
a. International regattas: Only where suitable timing facilities exist, time trials may be conducted using 

a “flying start” in which crews start rowing before the 100 metre point and their time is taken from the 
time they pass through the 100 metre point to the time they reach the finish line.  

b. At World Rowing Championship, Olympic, Paralympic and relevant qualification regattas and World 
Rowing Cup regattas, time trials shall be conducted from a fixed start using the normal start and 
timing system. Where there is an automatic start system installed (using boots to hold the bows of 
boats) this shall not be used for time trials. 

6. Race Distance 
Using a fixed start, the race distance for time trials shall be 2,000m on a World Rowing 
standard course. In exceptional cases and where a flying start is used, the racing distance 
should not be less than 1,900 metres.  

7. Number of Lanes 
a. Time trials shall in principle be conducted from fixed starts using two adjacent lanes 

subject always to the Fairness Committee deciding that conditions are equal in two 
lanes. (The use of two lanes gives crews more time to come onto the start (1 minute per 
lane)).  

b. It shall be the responsibility of the Fairness Committee to decide if 2 lanes are equal and 
that the 2-lane format can be used. The Fairness Committee shall also decide if two 
adjacent lanes should be used or if there should be one vacant lane between the two 
racing lanes. This decision might vary from course to course, but all factors should be 
considered, including security of crews and any impact of wash from one crew to the 
next. 
i. In particular, for time trials where all remaining crews in a group compete together in one time trial 

(as part of the Progression System >48 entries or contingency scenario), the use of two lanes will 
reduce the time required and therefore minimise any impact of changing conditions between the 
first and last crews in the race.  

c. If the Fairness Committee decides that two lanes are not equal then the time trial shall be 
run using one lane only. 
In the case of regattas where no Fairness Committee is appointed, including 
international regattas, decisions attributed to the Fairness Committee shall be the 
responsibility of the President of the Jury. 

8. Equal preparation 
a. Where 2 lanes are used for a time trial, equal conditions shall be provided for all crews, 

including warm-up. The location and design of warm-up zones should ensure that crews 
in each of the two racing lanes will have equal time for warm-up. (For this purpose it 
might be necessary to create two warm-up zones, one on each side of the course for 
each of the two racing lanes used.) Care shall also be taken to ensure any external 
disturbance is equal for both lanes (e.g. proximity of warm-up/cool-down boats and/or TV 
boats.  

b. Equal time to move on to the Start – The first crew or crews to race in a time trial should not 
be allowed more time than subsequent crews in that time trial. They should only be allowed to move 
to the start finger and prepare for the start as if a crew had just started before them. 

9. Timing of Crews in Time Trials 
Times of crews in time trials shall be recorded to the highest available accuracy of the 
photo-finish system as necessary to determine the rankings between crews. 

(例：両方とも予選勝者)の場合は、審判の監督の下、スタート順を決める抽選が行われる。1 つのレースにお
ける連続したクルーのスタートは、30 秒から 45 秒の間、またはそれにできるだけ近い間隔で行われる。別々
のレースは、5 分以内の間隔でスタートするものとする。 

5. スタート方法 
a.国際レガッタ。適切な計時設備がある場合に限り、「フライングスタート」を用いてタイムトライアルを行うことがで

きる。この場合、クルーは 100m 地点の手前で漕ぎ始め、100m 地点を通過してからフィニッシュラインに到達
するまでの時間を計測する。 

b.世界選手権、オリンピック、パラリンピックおよび関連する予選の大会、およびワールドカップでは、タ
イムトライアルは通常のスタートおよび計時システムを用いて固定されたスタートから行われなけれ
ばならない。オートマチックスタートシステムが設置されている場合（ボートのバウをブーツで保持す
る）は、タイムトライアルに使用してはならない。 

6. レース距離 
固定式スタートの場合、タイムトライアルのレース距離はワールドローイングの標準コースで 2,000m と
する。例外的にフライングスタートを採用した場合、レース距離は 1,900m 以上とする。 

7. レーン数 
a.タイムトライアルは、原則として隣接する 2 つのレーンを使用して固定されたスタートから行われる。

ただし、2 つのレーンの条件が同等であると公正委員会が判断した場合は、この限りではない。2 レ
ーンを使用することで、クルーがスタート地点に到着するまでの時間が長くなる（1 レーンあたり 1
分））。 

b.2 つのレーンが同等であるかどうか、2 レーン形式が使用できるかどうかを決定するのは、公正委員
会の責任である。また、隣接する 2 レーンを使用するのか、2 つのレースレーンの間に 1 つの空き
レーンを設けるのかを決定するのも公正委員会である。この決定はコースによって異なるかもしれ
ないが、クルーの安全性や、あるクルーから次のクルーへの洗浄の影響など、すべての要素を考
慮する必要がある。 
i.特に、1 つのグループに残っているクルー全員が 1 つのタイムトライアルで競う場合（勝ち上がりシ

ステムの一環として＞48 エントリーまたはコンティンジェンシーシナリオ）、2 つのレーンを使用す
ることで所要時間が短縮され、レースの最初のクルーと最後のクルーの間のコンディションの変
化による影響を最小限に抑えることができる。 

c.公正委員会が 2 つのレーンが同等ではないと判断した場合、タイムトライアルは 1 つのレーンのみ
を使用して行わなければならない。 
国際レガッタを含め、公正委員会が任命されていない大会の場合、公正委員会に帰属する決定
は、審判長の責任とする。 

8. 平等な準備 
a.タイムトライアルで 2 レーンが使用される場合、ウォームアップを含め、すべてのクルーに平等な条件が提供さ

れなければならない。ウォームアップゾーンの位置とデザインは、2 つのレースレーンのそれぞれのクルーが、ウ
ォームアップのための時間を均等に取れるようにしなければならない。この目的のためには、2 つのウォーミング
アップゾーンを、使用する 2 つのレースレーンごとにコースの両側に 1 つずつ設ける必要があるかもしれない）。
また、外部からの妨害が両レーンで等しくなるように配慮しなければならない（例：ウォームアップ／クールダウン
用のボートや TV ボートの接近。） 

b.スタートへの移動時間の均等化 - タイムトライアルで最初にレースをするクルーは、そのタイムトライアルで後続
のクルーよりも多くの時間を与えられてはならない。先にスタートしたクルーと同じように、スタートフィンガーに移
動し、スタートの準備をすることだけが許されるべきである。 

9. タイムトライアルにおけるクルーのタイミング 
タイムトライアルにおけるクルーのタイムは、クルー間の順位を決定するために必要なフォトフィニッシ
ュシステムの最も高い精度で記録されなければならない。 
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SECTION B. CONDITIONS UNDER WHICH TIME TRIALS SHALL BE USED 
10. Except where used as part of the World Rowing Progression System, time trials 

shall not be used where other alternatives are available in accordance with Rule 
63 (Unrowable Weather Conditions).  
The following definitions shall be used when determining whether time trials 
should be held. 
a. Unrowable conditions 

Parts or all of the course and/or warm-up area are not rowable and it is not 
possible to conduct fair racing (“rowable” means that crews are able to warm up 
and race without risk of their boats swamping or overturning due to rough water 
conditions). In such adverse conditions, if the warm-up area is rowable and 
either one or two lanes are rowable and equal, time trials may be held in place 
of side-by-side racing. The President of the Jury shall determine when 
conditions are, or are about to be, unrowable. 

b. Unequal conditions 
Conditions are not equal for all crews over the full length of the course. In such 
unequal conditions, if one or two lanes are equal over the full time required to 
complete the time trial, time trials may be held in place of side-by-side races. (It 
will also be a factor if conditions at the different points of the course are 
changing quickly/suddenly or are predicted to change quickly/suddenly during 
the time required to complete the time trial.) At World Rowing Championship, 
Olympic, Paralympic, Youth Olympic and relevant qualifications regattas and 
World Rowing Cup regattas, the Fairness Committee shall determine when 
conditions are unequal. At international regattas the President of the Jury shall 
so determine. 

セクション B. タイムトライアルが使用されるべき条件 
10.ワールドローイング勝ち上がりシステムの一部として使用される場合を除き、規則第 63 条

（悪天候条件）に従って他の代替手段が利用できる場合には、タイムトライアルを使用して
はならない。タイムトライアルが行われるべきかどうかを判断する際には、以下の定義を用
いるものとする。 
a.使用できない状態 

コースおよび/またはウォーミングアップエリアの一部または全部が漕ぐことができず、公
正なレースを行うことができない場合（「漕ぐことができる」とは、荒れた水の状態でボート
が押し流されたり転覆したりする危険性なく、クルーがウォーミングアップやレースを行う
ことができることを意味する）。このような悪条件の中で、ウォーミングアップエリアが漕ぎ
出し可能で、1 レーンまたは 2 レーンのいずれかが漕ぎ出し可能であり、かつ平等である
場合には、サイドバイサイドレースに代えてタイムトライアルを行うことができる。審判長
は、漕ぐことができない状態、またはそうなりそうな状態を判断する。 

b.不平等な条件 
コースの全長にわたって、すべてのクルーにとって条件が平等ではない。このような不平
等な条件の場合、タイムトライアルに必要な全時間において、1 つまたは 2 つのレーンが
平等であれば、サイドバイサイドのレースの代わりにタイムトライアルを行うことができる。
(また、コースの異なる地点のコンディションが、タイムトライアルに必要な時間の間に、急
激に変化している場合や、急激に変化することが予測される場合も要因となる)。世界
選手権、オリンピック、パラリンピック、ユースオリンピック、予選会、ワールドカップでは、公
正委員会にて条件が不平等である場合を決定する。国際レガッタでは、審判長が決定
する。 

SECTION C. CONDUCTING TIME TRIALS 
11. The Council shall approve guidelines for the conduct of time trials 

SECTION C.タイムトライアルの実施 
11.理事会は、タイムトライアルの実施に関するガイドラインを承認する。 
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APPENDIX R9  
BYE-LAWS TO RULES 81 TO 84 – DUTIES OF THE JURY 
1. Bye‑Laws to Rule 81 – Duties of the Control Commission 
The Control Commission shall include Jury members and national technical officials. The 
number of such Jury members and officials appointed shall take into account the regatta 
programme and the number of rowers. The Control Commission shall carry out its duties in 
the boathouse area and at the boating pontoons. In particular, the Control Commission is 
responsible for the following: 

a. The correct weighing of coxswains following the procedures required by the Rules of Racing and 
Bye-Laws. 

b. Checking the deadweight to be carried by coxswains (before and after the race). 
c. The correct weighing of rowers in lightweight events following the procedures required by 

the Rules of Racing and Bye-Laws. 
d. Receiving notification of crew changes before the race. 
e. Checking the identity of rowers to ensure that the composition of the crew is the same as 

the official entry and any subsequent changes which have been approved in accordance 
with the Rules of Racing and Bye-Laws. Unless otherwise provided, the organising 
committee shall prepare the required sets of updated crew photographs for this purpose. 

f. Where other arrangements are not in place for this purpose, checking the nationality of 
rowers, the ages of Under 19, Under 23 and Masters rowers and, where applicable, the 
average ages of Masters crews. 

g. Where doping tests are carried out, to support the anti-doping officials to identify the 
rowers selected for testing by the anti-doping authority. 

h. Boats and equipment – Checking the following: 
i. Compliance with all safety requirements in accordance with Rule 28 and its Bye-Laws; 
ii. Correct bow numbers or other identification as may be required on each boat and 

where applicable that each boat is carrying an official GPS unit and any other 
equipment required by World Rowing; 

iii. Possible use of unauthorised equipment; 
iv. Where applicable, minimum weights of boats; 
v. Conformity of all equipment with the rules regarding identifications; 
vi. Correct colours and design of oar-blades, where required; 

i. Uniform clothing of rowers and its conformity with the rules regarding Identifications. 
j. Receiving and giving decisions on objections lodged by crews against sanctions which 

were awarded during cool-down, training or other times and which objections, in order to 
be valid, must be lodged with an umpire before the crew embarks for the race to which 
the sanction and objection apply (Rule 75). 

附則 R9 
規則 第 81 条 から第 84 条（細則） 審判の任務 
1. 規則第 81 条（細則） 監視の任務 
監視には、審判および国内の技術総監が含まれるものとする。任命される審判および関係者
の数は、大会プログラムおよび漕手の数を考慮するものとする。監視は、ボートハウスエリアお
よびボート用ポンツーンでその任務を遂行する。特に、監視は以下のことに責任を負う。 

a. 競漕規則および細則で定められた手順に従って、コックスの正しい計量を行うこと。 
b. コックスが背負う重荷の確認（レース前、レース後） 
c. 軽量競技における漕手の正確な計量は、競漕規則および細則で定められた手順に従

う。 
d. レース前のクルー変更の連絡を受ける。 
e. クルーの構成が公式エントリーおよび競漕規則・細則に従って承認されたその後の変更と同じであ

ることを確認するため、漕手の身元を確認する。別段の定めがない限り、組織委員会は、この目的
のために必要な最新のクルー写真を用意する。 

f. この目的のために他の手配をしていない場合は、漕手の国籍、19 歳未満、23 歳未満、マスター
ズの漕手の年齢、そして該当する場合はマスターズクルーの平均年齢を確認する。 

g.ドーピング検査が実施される場合、アンチドーピング機関が検査対象として選定した漕手を特定す
るためにアンチドーピング機関を支援すること。 

h. ボートと機器-以下の確認を行う。 

i. 規則第 28 条および細則に従ったすべての安全要件の順守。 
ii. 各艇に必要とされるバウナンバーやその他の識別情報を正しく表示し、必要に応じて

各艇が公式の GPS ユニットやワールドローイングが要求するその他の機器を携行して
いること。 

iii. 未承認の機器が使用されている可能性がある。 
iv. 該当する場合、艇の最小重量。 
v. すべての機器が識別に関する規則に適合していること。 
vi. オールブレードの正しい色とデザイン（必要に応じて）。 

i. 漕手のユニフォームウェアとその識別に関する規則への適合。 
j. クールダウン、トレーニング、またはその他の時間に与えられた制裁に対するクルーの異議申立て

を受理し、決定すること。この異議申立てが有効であるためには、その制裁と異議申立てが適用さ
れるレースにクルーが出漕する前に、主審に申し立てなければならない（規則第 75 条）。 

2. Bye‑Laws to Rule 82 – Duties of the Starter and the Judge at the Start 
a. Starter 

i. General Duties – Before taking up their duties, the Starter must be satisfied 
that all equipment and installations required by the Rules covering the start 
and the course are present and in working order. The Starter shall check that 
the radio and/or telephone communication with the Judge at the Start, the 
President of the Jury, the Judges at the Finish and the Control Commission is 
in working order. The Starter shall also make certain that any crews on the 
water are obeying the prescribed traffic rules 

2. 規則第 82 条（細則） 発艇員と線審の任務 
a.発艇員 

i.一般的な任務 – 発艇員は任務に就く前に、スタートとコースに関する規則で要求され
るすべての機器と設備が存在し、正常に作動していることを確認しなければならない。
発艇員は、線審、審判長、判定員、監視との無線や電話の通信が正常に行われてい
ることを確認しなければならない。発艇員はまた、水上のクルーが所定の航行規則に
従っていることを確認しなければならない。 
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ii. Communication – In principle, the Starter and the Umpire shall use visual signals to convey 
information. Where oral communication is necessary, they shall address the rowers in English. If, 
for any reason, the use of another language enables a member of the Jury to be better 
understood by a crew, a rower or an accompanying official, they may repeat the information in 
that language. 

iii. Unfair or unsafe conditions – The Starter shall consider whether the weather is likely to create 
unfair or unsafe conditions and shall consult with the President of the Jury and the Fairness 
Committee where applicable. The President of the Jury shall inform the Starter of any required 
changes, in principle, at least two minutes before a start. The Starter shall take whatever steps 
may be necessary in accordance with these Rules to ensure a safe race. 

iv. Information to Crews – The Starter shall inform the crews of the time remaining before 
the start and tell them (as soon as they enter the start zone for the first time) in which 
lane they will race. In addition, the Starter shall inform the crews when there is five 
minutes, four minutes and three minutes remaining before the start time and shall 
check that the rowers’ equipment and clothing are in order. 

v. Starting Procedures – The Starting Procedures to be employed by the Starter 
(including Quick Starts and False Starts) are described in the Bye-Laws to Rule 67 in 
the Rules of Racing. If a crew is excluded at the start or does not arrive at the start for 
its race the Starter shall leave the lane of that crew vacant. 

vi. Exclusion – The Starter shall award a Red Card and exclude a crew if the crew has 
received two Yellow Cards that apply to that race. 

vii. Late Arrival – The Starter may award a Yellow Card to crews arriving late (less than 2 
minutes before the start time) at their starting positions or not ready to race at the 
designated start time. The Starter may exclude a crew arriving after the start time. 

viii. In the case of a Yellow Card previously awarded to a crew, the sanction shall be 
announced by the Starter after the announcement of “Two Minutes” for the race 
concerned. The Starter shall instruct the official on the starting platforms to place a 
yellow marker adjacent to the starting position of that crew. 

ix. Delay – Should it be necessary to delay a race or should some other unexpected 
event occur, the Starter shall consult, if possible, with the Umpire and then with the 
President of the Jury; then inform the crews of the new starting time both orally and in 
writing (legible to all rowers) on a board affixed to the start tower. The Starter shall 
inform the Control Commission and the Judge at the Finish of the new starting time 
and the President of the Jury of anything unusual. In all cases, crews must inquire 
from a member of the Jury regarding any changes before getting out of the boat. 

b. Judge at the Start 
i. Communications – Before taking up their duties, the Judge at the Start shall ensure 

that the radio and telephone link with the Starter and between the Aligner and the 
officials on the starting platforms is in working order. The Judge at the Start sits at the 
front of the Aligner’s hut, in line with the start line. 

ii. Aligning – The organising committee shall appoint the Aligner and the officials on the starting 
platforms. The Aligner instructs these officials to adjust the position of the boats until they are 
correctly aligned. The Aligner sits behind the Judge at the Start, in line with the start line, seated 
on a higher (30cm) chair or platform, looking over the head of the Judge at the Start. The Judge 
at the Start checks that the Aligner has positioned all the boats with their bows exactly on the start 
line. When satisfied that this is the case the Judge at the Start indicates this to the Starter by 
raising the white flag. (Where a white and red light are available for this purpose, the Judge at the 
Start shall use these 

ii.コミュニケーション - 原則として、発艇員と審判は視覚的な信号で情報を伝達する。口頭でのコ
ミュニケーションが必要な場合は、英語で漕手に語りかけるものとする。何らかの理由で、他の
言語を使用することにより、審判がクルー、漕手、同伴関係者に理解されやすくなる場合は、そ
の言語で情報を繰り返すことができる。 

iii.発艇員は、天候によって不公平または危険な状態になる可能性があるかどうかを検討し、審判
長および必要に応じて公正委員会に相談するものとする。審判長は原則としてスタートの 2 分
前までに変更の必要性を発艇員に伝えなければならない。発艇員は安全なレースを行うため
に、本規則に基づいて必要なあらゆる手段を講じる。 

iv.クルーへの情報提供 – 発艇員は、スタートまでの残り時間をクルーに伝え、どのレーンでレース
を行うかを（最初に発艇水域に入った時点で）伝えなければならない。また、発艇員は、スタート
時刻までの残り時間が 5 分、4 分、3 分になったときにクルーに知らせ、漕手の装備や服装が
整っているかどうかを確認する。 

v.スタート手順 – 発艇員が採用するスタート手順（クイックスタート、フォルススタートを含む）は、規
則第 67 条細則に記載されている。あるクルーが発艇時に除外された場合、またはそのレース
のためにスタートに到着しなかった場合、発艇員はそのクルーのレーンを空けておかなければな
らない。 

vi.除外 – 発艇員は、そのレースに適用されるイエローカードを 2 枚受け取ったクルーにレッドカード
を与え、そのクルーを除外しなければならない。 

vii.到着の遅れ – 発艇員は、スタート位置に遅れて（スタート時刻の 2 分前を過ぎて）到着したク
ルーや、指定されたスタート時刻にレースの準備ができていないクルーにイエローカードを与え
ることができる。発艇員は、スタート時刻を過ぎて到着したクルーを排除することができる。 

viii.以前にイエローカードが与えられたクルーの場合、その制裁は当該レースの 「トゥーミニッツ（2
分前）」のアナウンスの後に発艇員が発表する。発艇員は、スターティングプラットフォームにい
る役員に、そのクルーのスタート位置に隣接して黄色のマーカーを置くよう指示しなければなら
ない。 

ix.遅延 - レースを遅延させる必要がある場合、あるいはその他の予期せぬ出来事が発生した場
合、発艇員は可能であれば主審と相談し、次に審判長と相談し、新しいスタート時刻を口頭と
発艇塔に取り付けられたボードに書かれた書面（すべての漕手が読み取れるもの）の両方でク
ルーに知らせなければならない。発艇員は新しいスタート時刻を監視と判定員に知らせ、異常
があれば審判長に知らせなければならない。どのような場合でも、クルーはボートから降りる前
に、変更点について審判に問い合わせなければならない。 

b. 線審 
i. 通信 - 任務に就く前に、線審は、発艇員との間、アライナーとスタートプラットフォーム上の係員

との間の無線および電話回線が正常に機能していることを確認しなければならない。線審は、
線審小屋のアライナーの前で、発艇線に沿って座っている。 

ii. 整列 - 組織委員会は、アライナーとスターティングプラットフォームの係員を任命する。アライ
ナーは、艇が正しく整列するまで、これらの係員に艇の位置を調整するよう指示する。アライナ
ーは、線審の後ろに座り、発艇線に合わせて、より高い（30cm）椅子または台に座り、線審の頭
上を見ている。線審は、アライナーがすべての艇の船首を発艇線上に正確に配置していること
を確認する。これに満足したら、線審は白旗を上げて発艇員にその旨を伝える。この目的のた
めに白と赤のライトが利用できる場合、線審はこれらを使用しなければならない。 
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lights in place of the white and red flags.) Should correct alignment be lost 
during the subsequent starting procedure the Judge at the Start shall lower 
the flag or switch off the white light until the boats are realigned. 

iii. False Start – The Judge at the Start, the Starter and the Umpire shall follow 
the procedure outlined in Rule 67 and its Bye-Laws. 

iv. Contact with the Umpire – Before the start, the Judge at the Start shall make 
contact with the Umpire to assure himself that the latter is ready. 

その後のスタート手順で正しい整列が失われた場合には、線審は、艇が再整列する
まで旗を降ろすか、白色灯を消さなければならない。 

iii.フォルススタート – 線審、発艇員、主審は、規則第 67 条とその細則に記載されてい
る手順に従わなければならない。 

iv.主審との接触 - スタートの前に、線審は主審と連携し、主審の準備が整っていること
を確認しなければならない。 

3. Bye‑Laws to Rule 83 – Duties of the Umpire 
a. Precedence – Except for the duties specifically attributed to them, both the Starter and the Judge at 

the Start are subordinate to the Umpire. 
b. Duties on the Way to the Start – On the way to the start, the Umpire shall inspect the course 

installations to ensure that they are in proper order and shall check that there are no obstacles on 
the course or wash from other motor boats affecting the course. The Umpire shall also make certain 
that any crews on the water are following the prescribed traffic rules.  
Should there be any defect in the installations or any other problem, the Umpire shall inform (e.g. by 
radio from the start if necessary) the President of the Jury and shall also inform any crews 
concerned. 

c. Duties during the Starting Procedure – During the starting procedure, the Umpire’s launch should, in 
principle, either be immediately beside the Judge at the Start or behind the crews, in the centre of 
the course. Should the start for any reason be faulty, other than a false start, for which the Judge at 
the Start alone is responsible, the Umpire may order the Starter to stop the race or may stop it 
directly by ringing a bell and waving the red flag. 

d. As soon as the race has started, the Umpire’s launch shall follow immediately the rowers in the 
centre of the course. 

e. Position of the Umpire’s Launch – During the race, the Umpire’s launch must be so placed as best 
to enable the Umpire to take action as effectively as possible. The position of the Umpire’s launch 
should depend on the progress of the race and the progression of the crews to the subsequent 
rounds; it may also depend on weather conditions. The Umpire must ensure that crews are able to 
hear any instructions given to them. Should it be necessary to overtake one or more crews, the 
Umpire must see to it that they are not hampered more than is necessary by the wash of the launch. 
He should position the launch, whenever possible, so as not to impede the crews’ view of each 
other. 

f. Type of Race – The Umpire’s decision may be influenced by the type of race (heat, repêchage, 
quarter-final, semi-final or final). The Umpire must therefore take this factor as well as the position in 
the subsequent races into account in considering any action to take under these rules. 

g. Safety – The Umpire shall take every care to ensure the safety of the rowers and to prevent damage 
to boats and equipment. When necessary, the Umpire may call a crew’s attention by raising the 
white flag, stating the name of the crew, and stop it by giving the command “Stop”.  

Should one or more rowers fall into the water or should any boat capsize or sink, the Umpire must 
ensure that the rescue service is in action and, if not, shall remain with the capsized crew until it is 
apparent that all the members are safe and the rescue service is present. 

h. Adverse Weather – In the case of squalls or sudden deterioration of the weather, it is the 
responsibility of the Umpire to decide if the race is to continue or if it is to be stopped. The safety of 
the rowers is more important than any of the provisions of the Rules of Racing. 

i. Coaching – As coaching with electric, electronic or other technical devices is not allowed during 
racing, the Umpire must make a regular check on the area adjacent to the course. 

3. 規則第 83 条（細則） 主審の任務 
a.先任 – 発艇員と線審は、それぞれに与えられた任務を除き、主審に従属する。 
b.スタートへ向かう途中の任務 - スタートへ向かう途中、主審はコース上の設備が適切に整備されて

いるかどうかを点検し、コース上に障害物がないか、コースに影響を与える他のモーターボートから
の波がないことを確認しなければならない。また、主審は、水上のクルーが所定の航行規則に従っ
ていることを確認しなければならない。設備に欠陥がある場合やその他の問題が発生した場合、
主審は審判長に報告し（必要に応じてスタート地点から無線で連絡するなど）、関係するクルーに
も報告しなければならない。 

c. スタート時の任務 – スタート時、主審のスタートは、原則として、線審のすぐそばか、クルーの後ろ、
コースの中央に位置しなければならない。スタートが何らかの理由で失敗した場合、フォルススタ
ート以外では、線審だけが責任を負うことになるが、主審は発艇員にレースの中止を命じるか、ベ
ルを鳴らして赤旗を振ることでレースを中止することができる。 

d. レースが開始されると同時に、主審艇はコースの中央にいる漕手の後を直ちに追う。 
e.主審艇の位置 - レース中、主審艇は主審が可能な限り効果的に行動できるように配置されなけ

ればならない。主審艇の位置は、レースの進行状況やクルーの次のラウンドへの進行状況に応じ
て決定され、また天候にも左右される。主審は、クルーが指示を聞くことができるようにしなければ
ならない。もし 1 人または複数のクルーを追い越す必要がある場合、主審艇の航行中の波によっ
てクルーが必要以上に妨げられないようにしなければならない。主審は可能な限り、クルー同士の
視界を妨げないように主審艇を配置しなければならない。 

f.レースの種類 – 主審の判断は、レースの種類（予選、敗者復活戦、準々決勝、準決勝、決勝）によ
って影響を受けることがある。したがって、主審は本規則に基づいて取るべき措置を検討する際に
は、この要因とその後のレースでの順位を考慮しなければならない。 

g.安全 – 主審は、漕手の安全を確保し、ボートや機器の損傷を防ぐためにあらゆる注意を払わなけ
ればならない。必要に応じて、主審は白旗をあげてクルーの注意を喚起し、クルーの名前を述べ、
「ストップ（止まれ）」と命じることによってクルーを止めることができる。1 人以上の漕手が水に落ち
た場合、あるいはボートが転覆したり沈んだりした場合、主審は救助サービスが行われていることが
明らかになるまで、転覆したクルーのそばにいなければならない。 

h.悪天候 - スコールや突然の天候悪化の場合、レースを続行するか中止するかを決めるのは主審
の責任である。漕手の安全は、競漕規則のどの条項よりも重要である。 

i.コーチング - レース中、電気、電子、その他の技術的な装置を使ったコーチングは禁止されている
ため、主審はコースに隣接するエリアを定期的にチェックしなければならない。 
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j. Overall Ability – The Umpire must stay informed on rowing questions in general. 
It is also desirable that the Umpire should get to know the racing characteristics 
of individual crews and coaches.  

k. Zonal Umpiring 
i. For zonal umpiring the President of the Jury shall designate the points along 

the course at which the umpires shall be positioned and shall give such 
instructions as are necessary, including for contingency or other situations. 
Zonal umpires, when stationed in boats, may move to the centre of the 
course after the race has passed to confirm that all crews are within their 
lanes and shall then return to their designated position. If the umpire 
considers that any crew is about to interfere with another crew the umpire 
may follow the race for such distance as he considers necessary to take the 
appropriate actions under these rules. 

ii. Where zonal umpiring is in force, the provisions of this Bye-Law shall refer to 
each of the umpires responsible for respective zones of the race, both within 
their respective zone and outside where appropriate. The extent to which 
zonal umpires carry out their duties shall be subject to their location and 
consequent ability to oversee the race. In zonal umpiring the Umpires shall 
be in radio communication with each other and with the President of the Jury. 

j.総合的な能力-主審は、ローイングに関する一般的な情報に精通していなければならな
い。また、主審は個々のクルーやコーチのレースの特徴を知ることが望ましいとされてい
る。 

k.ゾーン審判 
i.ゾーン審判については、審判長は主審が配置されるコース上のポイントを指定し、不測

の事態やその他の状況を含めて、必要な指示を与えなければならない。ゾーン審判
は、ボートに配置されている場合、レース終了後にコースの中央に移動して、すべて
のクルーが自分のレーン内にいることを確認し、その後、指定された位置に戻らなけ
ればならない。審判が、いずれかのクルーが他のクルーを妨害しようとしていると判断
した場合、審判はこれらの規則に基づいて適切な措置を取るために必要と思われる
距離だけレースを追跡することができる。 

ii.ゾーン審判が実施されている場合、本細則の規定は、レースの各ゾーンを担当する各
主審について、それぞれのゾーン内および必要に応じてゾーン外の両方を適用するも
のとする。ゾーン主審がその任務を遂行する範囲は、その位置とそれに伴うレースの
監督能力に従うものとする。ゾーン審判は、互いに無線で連絡を取り合い、また審判
長とも無線で連絡を取るものとする。 

4. Bye‑Laws to Rule 84 – Duties of the Judge at the Finish 
a. The Judges at the Finish shall: 

i. Determine the order in which the bows of the boats reach the finish line; 
ii. Satisfy themselves that the Umpire has indicated, by raising the white flag, 

that the race was in order and to indicate to the Umpire acknowledgement of 
this signal by raising a white flag or displaying a white light. The designated 

Judge will clearly announce ‘white flag’; 

iii. List the crews in their correct order of finish; 
iv. Check that the official results on the result sheet are correct and announce 

‘race (number) official’ which authorises publication of the official result. 
b. The senior Judge at the Finish shall sign the official record of the results. 
c. Position – As a general rule, there shall be at least two Judges, one of them the 

Senior Judge, at the finish. They shall be positioned so to enable them to carry 
out their responsibility to determine the finish order. 

4. 規則第 84 条（細則） 判定員の任務 
a.判定員は、以下を行う。 

i.艇の船首がフィニッシュに到達する順番を決める。 
ii.主審が白旗を揚げることによってレースが正常に行われていることを示したことを確認

し、白旗を揚げるか、白色光を表示することによって主審にこの信号を認めたことを示
す。指定された審判員は「白旗」をはっきりと告げる。 

iii.クルーを正しいフィニッシュ到達順に並べる。 
iv.競漕結果記録に記載されている公式結果が正しいことを確認し、公式結果の公表を

許可する「race (number) official」を発表する。 
b. 主席判定員は、結果の公式記録に署名するものとする。 
c.位置 - 原則として、フィニッシュには少なくとも 2 人の判定員がいなければならず、そのう

ち 1 人は主席判定員である。これらの判定は、フィニッシュの順番を決定する責任を果
たすことができるように配置されなければならない。 
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APPENDIX R10 
BYE‑LAWS TO RULE 85 – ANTI-DOPING 
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ARTICLE 6 ANALYSIS OF SAMPLES 
ARTICLE 7 RESULTS MANAGEMENT: RESPONSIBILITY, INITIAL REVIEW, 
NOTICE AND PROVISIONAL SUSPENSIONS 
ARTICLE 8 RESULTS MANAGEMENT: RIGHT TO A FAIR HEARING AND NOTICE 
OF HEARING DECISION 
ARTICLE 9 AUTOMATIC DISQUALIFICATION OF INDIVIDUAL RESULTS 
ARTICLE 10 SANCTIONS ON INDIVIDUALS 
ARTICLE 11 CONSEQUENCES TO CREWS 
ARTICLE 12 SANCTIONS BY WORLD ROWING AGAINST OTHER SPORTING BODIES 
ARTICLE 13 RESULTS MANAGEMENT: APPEALS  
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ARTICLE 20 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ROWERS 
ARTICLE 21 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ATHLETE SUPPORT PERSONNEL 
ARTICLE 22 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF OTHER 
PERSONS SUBJECT TO THESE ANTI-DOPING Bye-LawS. 
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APPENDIX 1 DEFINITIONS 

附則 R10 
規則第 85 条（細則） アンチドーピング 
目次 
イントロダクション 
第 1 条 ドーピングの定義  
第 2 条 アンチドーピング規則違反  
第 3 条 ドーピングの証明 
第 4 条 禁止表 
第 5 条 検査およびドーピング調査 
第 6 条 検体の分析 
第 7 条 結果管理：責任、初期審査、通知、暫定的な停止 
第 8 条 結果管理:公正な聴聞の権利および聴聞決定の通知 
第 9 条 個人の結果の自動的な失効 
第 10 条 個人に対する制裁措置 
第 11 条 クルーに対する措置 
第 12 条 ワールドローイングによる他のスポーツ団体への制裁 
第 13 条 結果管理：申立て 
第 14 条 秘密保持および報告 
第 15 条 決定の実施 
第 16 条 制限の適用 
第 17 条 教育 
第 18 条 加盟国協会の追加的な役割と責任 
第 19 条 ワールドローイングの追加的な役割と責任 
第 20 条 漕手の追加的な役割と責任 
第 21 条 競技者サポートスタッフの追加の役割および責務 
第 22 条 本アンチドーピング細則の適用を受けるその他の者の追加の役割と責任 
第 23 条 コードの解釈 
第 24 条 最終規定 
附則 1 定義 

INTRODUCTION 
Preface 
These Anti-Doping Bye-Laws are adopted and implemented in accordance with World 
Rowing’s responsibilities under the World Anti-Doping Code (“the Code”), and in furtherance 
of World Rowing’s continuing efforts to eradicate doping in sport. 
These Anti-Doping Bye-Laws are sport rules governing the conditions under which sport is 
played. Aimed at enforcing anti-doping rules in a global and harmonised manner, they are 
distinct in nature from criminal and civil laws. They are not intended to be subject to or limited 
by any national requirements and legal standards applicable to criminal or civil proceedings, 
although they are intended to be applied in a manner which respects the principles of 
proportionality and human rights. When reviewing the 

イントロダクション 
巻頭言 
このアンチドーピング細則は、世界アンチ·ドーピング規程(以下「規程」という。)の下でのワール
ドローイングの責任において、また、スポーツにおけるドーピングを根絶するためのワールドロー
イングの継続的な努力を促進するために採用され、実施されるものである。 
このアンチドーピング細則は、スポーツを行う条件を規定するスポーツルールである。本アン
チドーピング規則を世界的に調和のとれた方法で実施することを目的としており、刑事法およ
び民事法とは性質が異なる。アンチドーピング規則は、比例の原則と人権を尊重した方法で
適用されることを意図するが、刑事訴訟や民事訴訟に適用される国内の要件や法的基準の
対象として制限されることはない。 
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facts and the law of a given case, all courts, arbitral tribunals and other adjudicating bodies should be 
aware of and respect the distinct nature of these Anti-Doping Bye-Laws, which implement the Code, and 
the fact that these rules represent the consensus of a broad spectrum of stakeholders around the world 
as to what is necessary to protect and ensure fair sport. 
As provided in the Code, World Rowing shall be responsible for conducting all aspects of Doping Control. 
Any aspect of Doping Control or anti-doping Education may be delegated by World Rowing to a 
Delegated Third Party, such as the International Testing Agency (ITA), however, World Rowing shall 
require the Delegated Third Party to perform such aspects in compliance with the Code, International 
Standards, and these Anti-Doping Bye-Laws. World Rowing may delegate its adjudication responsibilities 
and parts of Results Management to the CAS Anti-Doping Division. 
When World Rowing has delegated its responsibilities to implement part or all of Doping Control to the ITA 
or to another Delegated Third Party, any reference to World Rowing in these Bye-Laws should be 
intended as a reference to the ITA or to the other Delegated Third Party, where applicable and within the 
context of the aforementioned delegation. World Rowing shall always remain fully responsible for 
ensuring that any delegated aspects are performed in compliance with the Code. 
Italicized terms in these Anti-Doping Bye-Laws are defined in Appendix 1. 
Unless otherwise specified, references to Articles are references to Articles of these Anti-Doping Bye-
Laws. 

起きた事象の事実と法律を検討する際には、すべての裁判所、仲裁廷およびその他の裁定機関は、WADA 規程を
実施する本アンチドーピング細則の明確な性質を認識し、これを尊重すべきであり、また、本規則は、公正なスポー
ツを保護し、確保するために必要なことについて、世界中の幅広い利害関係者の総意を表しているという事実を認識
すべきである。 
WADA 規程に規定されているように、ワールドローイングは、ドーピングコントロールのすべての側面を実施する責任を
負う。ワールドローイングは、ドーピングコントロールまたはアンチドーピング教育のいずれにおいても、国際検査機関
（ITA）等に委任された第三者に委任することができるが、ワールドローイングは、 委任された第三者に対し、WADA 規
程、国際基準および本アンチドーピング細則を遵守して当該側面を実施することを要求しなければならない。ワールド
ローイングは、裁定責任および結果管理の一部を CAS のアンチドーピング部門に委ねることができる。 
ワールドローイングがドーピングコントロールの一部またはすべてを実施する責任を ITA または他の委任された 第三者
に委任した場合、本細則におけるワールドローイングへの言及が該当する場合には、前述の委任の文中にある ITA ま
たは他の委任された第三者への言及として意図されるべきである。ワールドローイングは、委任された内容が規範を

遵守して実行されていることを保証できるよう、常に完全な責任を負うものとする。 
本アンチドーピング細則の斜体の用語は、附則 1 に定義されている。 
別段の定めがない限り、条文への言及は、本アンチドーピング細則用の条文に対する言及である。 

Fundamental Rationale for the Code and World Rowing’s Anti-Doping Rules 
Anti-doping programs are founded on the intrinsic value of sport. This intrinsic value is often referred to as 
“the spirit of sport”: the ethical pursuit of human excellence through the dedicated perfection of each 
Rower’s natural talents. 
Anti-doping programs seek to protect the health of Rowers and to provide the opportunity for Rowers to 
pursue human excellence without the Use of Prohibited Substances and Prohibited Methods. 
Anti-doping programs seek to maintain the integrity of sport in terms of respect for rules, other 
competitors, fair competition, a level playing field, and the value of clean sport to the world. 
The spirit of sport is the celebration of the human spirit, body and mind. It is the essence of Olympism and 
is reflected in the values we find in and through sport, including: 

• Health 

• Ethics, fair play and honesty 

• Rowers’ rights as set forth in the Code 

• Excellence in performance 

• Character and Education 

• Fun and joy 

• Teamwork 

• Dedication and commitment 

• Respect for rules and laws 

• Respect for self and other Participants 

• Courage 

• Community and solidarity 

The spirit of sport is expressed in how we play true. 
Doping is fundamentally contrary to the spirit of sport. 

WADA 規程およびワールドローイングアンチドーピング規則の基本原理 
アンチドーピングプログラムは、スポーツ固有の価値に基づいている。この固有の価値は、しばしば「スポ
ーツの精神」と呼ばれる。これは、各漕手に自然に備わった才能を磨き上げることを通じ、人間の卓越
性を倫理的に追求することでもある。 
アンチドーピングプログラムは、漕手の健康を保護し、禁止物質または禁止方法を使用することなく人間の卓越性を
追求する機会を付与することを求めている。 
アンチドーピングプログラムは、世界に対し、規則、他の競争者、公正な競争、公平な競技の実施、およびクリーンな
スポーツの価値を尊重することにより、スポーツのインテグリティを維持することを求めている。 

スポーツの精神は、人間の魂、身体および心を祝福するものである。それはオリンピズムの神髄であり、
次に掲げる事項を含む、スポーツに内在し、スポーツを通して実現する価値に反映されている。 

•健康 
•倫理観、フェアプレーと誠意 
•本規程に規定される漕手の権利 
•卓越した競技能力 
•人格と教育 
•楽しみと喜び 
•チームワーク 
•献身と真摯な取組み 
•規則·法を尊重する姿勢 
•自分自身とその他の参加者を尊重する姿勢 
•勇気 
•共同体意識と連帯意識 
スポーツの精神は、我々がいかにプレイトゥルーを実現するかという点に表現されている。ドーピング
はスポーツの精神に根本的に反するものである。 

Scope of these Anti-Doping Rules 
These Anti-Doping Rules shall apply to: 
a. World Rowing, including its board members, directors, officers and specified 

employees, and Delegated Third Parties and their employees, who are involved in 
any aspect of Doping Control; 

アンチドーピング規則の範囲 
本アンチドーピング規則は、以下に適用される。 
a.ワールドローイングにおける、ドーピングコントロールに関与する理事、取締役、役員、特定の

職員、ならびに委任された第三者およびその職員を含む。 
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b. each of World Rowing’s Member Federations, including their board members, directors, officers and 
specified employees, and Delegated Third Parties and their employees, who are involved in any aspect 
of Doping Control; 

c. the following Rowers, Athlete Support Personnel and other Persons: 
i. all Rowers and Athlete Support Personnel who are members of World Rowing, or of any Member 

Federation, or of any member or affiliate organisation of any Member Federation (including any 
clubs, teams, associations, or leagues); 

ii. all Rowers and Athlete Support Personnel who participate in such capacity in Events, 
Competitions and other activities organised, convened, authorised or recognised by 
World Rowing, or any Member Federation, or by any member or affiliate organisation of 
any Member Federation (including any clubs, teams, associations, or leagues), wherever 
held; 

iii. any other Rower or Athlete Support Personnel or other Person who, by virtue of an 
accreditation, a license or other contractual arrangement, or otherwise, is subject to the 
authority of World Rowing, or of any Member Federation, or of any member or affiliate 
organisation of any Member Federation (including any clubs, teams, associations, or 
leagues), for purposes of anti-doping; and 

iv. Rowers who are not regular members of World Rowing or of one of its Member Federations but who 
want to be eligible to compete in a particular International Event. 
Each of the abovementioned Persons is deemed, as a condition of his or her participation or 
involvement in the sport, to have agreed to and be bound by these Anti-Doping Bye-Laws, and to 
have submitted to the authority of World Rowing to enforce these Anti-Doping Bye-Laws, including 
any Consequences for the breach thereof, and to the jurisdiction of the hearing panels specified in 
Article 8 and Article 13 to hear and determine cases and appeals brought under these Anti-Doping 
Bye-Laws.1 
It is the responsibility of each Member Federation that decides to engage in Doping Control 
activities itself (independently from the Doping Control activities of its National Anti-Doping 
Organisation) to ensure that all Doping Control activities conducted at the national level on the 
Member Federation’s Rowers complies with these Anti-Doping Bye-Laws. 
These Anti-Doping Bye-Laws shall apply without limitation to all Doping Control activities over which 
World Rowing or its Member Federations have authority. 
Within the overall pool of Rowers set out above who are bound by and required to comply with 
these Anti-Doping Bye-Laws, the following Rowers shall be considered to be International-Level 
Rowers for the purposes of these Anti-Doping Bye-Laws, and, therefore, the specific provisions in 
these Anti-Doping Bye-Laws applicable to International-Level Rowers (e.g., Testing, TUEs, 
whereabouts, and Results Management) shall apply to such Rowers: 
a. Rowers who are part of the World Rowing’s Registered Testing Pool or World Rowing’s Testing 

Pool (if one is established); 
b. Rowers who participate in the following World Rowing Events: 
• World Rowing Cup Regattas; 

• World Rowing Championships for Seniors, U23 and Juniors (Under 19); 

• Olympic, Youth Olympic and Paralympic Qualification Regattas; 

b.ドーピングコントロールに関与する、ワールドローイングの各加盟国協会（その理事、理事、役員および
特定の職員を含む）、委任された第三者およびその職員。 

c.以下の漕手、サポートスタッフ、その他の人 
i.ワールドローイング、いずれかの加盟国協会、またはいずれかの加盟国協会のメンバーもしくはアフィ

リエイト組織（クラブ、チーム、協会、リーグを含む）のメンバーである、すべての漕手およびサポート
スタッフ。 

ii.ワールドローイング、任意の加盟国協会、または任意の加盟国協会のメンバーもしくはアフィリエイト
組織（クラブ、チーム、協会、リーグを含む）が主催、招集、認可、または承認するイベント、大会、
およびその他の活動に、そのような資格で参加するすべての漕手およびサポートスタッフ（開催場
所は問わない）。 

iii.その他の漕手、サポートスタッフ、または、認定、ライセンスその他の契約上の取り決めにより、また
はその他の方法により、アンチドーピングを目的として、ワールドローイング、加盟国協会、または加
盟国協会の加盟団体もしくは提携団体（クラブ、チーム、協会、またはリーグを含む）の権限に服
するその他の者；および 

iv.ワールドローイングまたはその加盟国協会の正会員ではないが、特定の国際イベントに出場する資
格を得たいと考える漕手。 

上記の各人は、スポーツへの参加または関与の条件として、本アンチドーピング細則に同意し、これに
拘束され、本アンチドーピング細則を執行するワールドローイングの権限（違反に対する結果を含む）、
および本アンチドーピング細則に基づいて提起された事件および不服申立てを審理および決定するた
めの第 8 条および第 13 条に規定された聴聞パネルの管轄権に服したものとみなされる。1 

ドーピングコントロール活動を自ら（国内アンチドーピング機関のドーピングコントロール活動とは別に）行
うことを決定した各加盟国協会は、当該加盟国協会の漕手に対して国内レベルで行われるすべてのド

ーピングコントロール活動が本アンチドーピング細則を遵守していることを確認する責任がある。 
本アンチドーピング細則は、ワールドローイングまたはその加盟国協会が権限を有するすべてのドーピン
グコントロール活動に制限なく適用される。 
本アンチドーピング細則に拘束され、これを順守することが要求される上記の漕手全体の中で、以下
の漕手は、本アンチドーピング細則との関係では国際レベルの漕手とみなされ、したがって、本アンチド
ーピング細則において国際レベルの漕手に適用される特定の規定（検査、TUE、居場所、結果管理
等）が当該漕手に適用される。 

a.ワールドローイング登録検査対象者リストまたはワールドローイング検査対象者リスト（設置されている場合）
である漕手。 

b.以下のワールドローイングイベントに参加する漕手。 

•ワールドカップ 
•シニア、U23、ジュニア（19 歳以下）の世界選手権 
•オリンピック、ユースオリンピック、パラリンピックの予選レガッタ 

1 [Comment: Where the Code requires a Person other than a Rower or Athlete Support Person to be bound by the Code, 
such Person would of course not be subject to Sample collection or Testing, and would not be charged with an anti-
doping rule violation under the Code for Use or Possession of a Prohibited Substance or Prohibited Method. Rather, 
such Person would only be subject to discipline for a violation of Code Articles 2.5 (Tampering), 2.7 (Trafficking), 2.8 
(Administration), 2.9 (Complicity), 2.10 (Prohibited Association) and 2.11 (Retaliation). Furthermore, such Person 
would be subject to the additional roles and responsibilities according to Code Article 21.3. Also, the obligation to 
require an employee to be bound by the Code is subject to applicable law. World Rowing shall ensure that, as per 
Article 19 of these Anti-Doping Bye-Laws, any arrangements with their board members, directors, officers, and 
specified employees, as well as with the Delegated Third Parties and their employees – either employment, 
contractual or otherwise – have explicit provisions incorporated according to which such Persons are bound by, agree 
to comply with these Anti-Doping Bye-Laws, and agree on the World Rowing’s authority to solve the antidoping cases.] 

1 解説：WADA 規程が、漕手またはサポートスタッフ以外の者に WADA 規程に拘束されることを要求している場合、当該者は、当然

ながら、検体採取または検査の対象とはならず、禁止物質または禁止方法の使用または所持に関する WADA 規程上のアンチドー

ピング規則違反として告発されることはない。むしろ、当該人物は、WADA 規程 2.5（不当な改ざん）、2.7（不正取引）、2.8（投与）

2.9（違反関与）、2.10（禁止協会）および 2.11（報復）の違反についてのみ懲戒処分の対象となる。 

さらに、このような人物は、規程 21.3 に基づく追加の役割と責任の対象となる。また、職員に規範の遵守を求める義務は、適用

法に従う。ワールドローイングは、本アンチドーピング細則の第 19 条に基づき、自己の役員、取締役、オフィサー、特定の職員、な

らびに委任された第三者およびその職員との間の取り決め（雇用、 契約、その他）には、これらの者が本アンチドーピング細則に従

い、これを遵守することに同意し、かつ、アンチドーピング事案を解決するワールドローイングの権限に同意する旨の明確な規定が

盛り込まれていることを保証する。 
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• Paralympic Games Rowing Regattas •パラリンピックのローイング競技 

ARTICLE 1 DEFINITION OF DOPING 
Doping is defined as the occurrence of one or more of the anti-doping rule violations set forth 
in Article 2.1 through Article 2.11 of these Anti-Doping Rules. 

第 1 条 ドーピングの定義 
ドーピングとは、本アンチドーピング規則の 2.1 から 2.11 に定められている一または二以上のアンチドー
ピング規則に対する違反が発生することをいう。 

ARTICLE 2 ANTI-DOPING RULE VIOLATIONS 
The purpose of Article 2 is to specify the circumstances and conduct which constitute anti-
doping rule violations. Hearings in doping cases will proceed based on the assertion that one 
or more of these specific rules have been violated. 
Rowers or other Persons shall be responsible for knowing what constitutes an anti-doping 
rule violation and the substances and methods which have been included on the Prohibited 
List. 
The following constitute anti-doping rule violations: 

第 2 条 アンチドーピング規則の違反 
第 2 条は、アンチドーピング規則違反が成立する状況および行為を明記することを目的とする。ドーピン
グ事案の聴聞会は、一または二以上のこれらの個別の規則に対する違反の主張に基づき開始されるこ
とになる。 
漕手またはその他の者は、アンチドーピング規則違反の構成要件、禁止表に掲げられた物質および方
法を知る責任を負わなければならない。 
次に掲げる事項が、アンチドーピング規則違反を構成する。 

2.1 Presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in a Rower’s 
Sample 
2.1.1 It is the Rowers’ personal duty to ensure that no Prohibited Substance enters 

their bodies. Rowers are responsible for any Prohibited Substance or its 
Metabolites or Markers found to be present in their Samples. Accordingly, it is 
not necessary that intent, Fault, Negligence or knowing Use on the Rower’s 
part be demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation under 
Article 2.1. 2 

2.1.2 Sufficient proof of an anti-doping rule violation under Article 2.1 is established 
by any of the following: presence of a Prohibited Substance or its Metabolites 
or Markers in the Rower’s A Sample where the Rower waives analysis of the B 
Sample and the B Sample is not analysed; or, where the Rower’s B Sample is 
analysed and the analysis of the Rower’s B Sample confirms the presence of 
the Prohibited Substance or its Metabolites or Markers found in the Rower’s A 
Sample; or where the Rower’s A or B Sample is split into two (2) parts and the 
analysis of the confirmation part of the split Sample confirms the presence of 
the Prohibited Substance or its Metabolites or Markers found in the first part of 
the split Sample or the Rower waives analysis of the confirmation part of the 
split Sample.3 

2.1.3 Excepting those substances for which a Decision Limit is specifically identified 
in the Prohibited List or a Technical Document, the presence of any reported 
quantity of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in a Rower’s 
Sample shall constitute an anti-doping rule violation. 

2.1.4 As an exception to the general rule of Article 2.1, the Prohibited List, 
International Standards or Technical Documents may establish special criteria 
for reporting or the evaluation of certain Prohibited Substances. 

2.1 漕手の検体に、禁止物質またはその代謝物もしくはマーカーが存在すること 
2.1.1 禁止物質が体内に入らないようにすることは、漕手が自ら取り組まなければならない責

務である。自己の検体に禁止物質またはその代謝物もしくはマーカーが存在した場合

には、漕手はその責任を負う。ゆえに 2.1 に基づくアンチドーピング規則違反を証
明するためには、漕手側の使用に関しての意図、過誤、過失または使用を知って

いたことが証明される必要はない。2 
2.1.2 次のいずれかが証明された場合には、上記 2.1 に基づくアンチドーピング規則

違反の十分な証拠となる。漕手の A 検体に禁止物質またはその代謝物もしくはマ

ーカーが存在した場合であって、当該漕手が B 検体の分析を放棄し、B 検体の分析
が行われない場合、漕手の B 検体が分析され、B 検体が、A 検体で発見された禁止

物質またはその代謝物もしくはマーカーの存在を追認した場合、漕手の A 検体
もしくは B 検体が 2 つの部分に分けられ、分けられた検体のうちの追確認部分の分

析が、分けられた検体の第一の部分において発見された禁止物質またはその代謝物

もしくはマーカーの存在を追認した場合、または漕手が分けられた検体の追確
認部分の分析を放棄した場合。3 

2.1.3 禁止表またはテクニカルドキュメントに判断限界が明示されている物質を除
き、漕手の検体に禁止物質またはその代謝物もしくはマーカーの存在が検出
されたことが報告された場合、その量の多寡にかかわらず、アンチドーピング
規則違反が成立する。 

2.1.4 2.1 における一般原則の例外として、特定の禁止物質についての報告または
評価に関する特別な基準を禁止表、国際基準またはテクニカルドキュメントに
おいて定めることができる。 

2 [Comment to Article 2.1.1: An anti-doping rule violation is committed under this Article without regard to a Rower’s 
Fault. This rule has been referred to in various CAS decisions as “Strict Liability”. A Rower’s Fault is taken into 
consideration in determining the Consequences of this anti-doping rule violation under Article 10. This principle has 
consistently been upheld by CAS.] 

3 [Comment to Article 2.1.2: The Anti-Doping Organisation with Results Management responsibility may, at its discretion, 
choose to have the B Sample analysed even if the Rower does not request the analysis of the B Sample.] 

2  2.1.1 の解説：本項に基づくアンチドーピング規則違反は、漕手の過誤にかかわらず行われる。この規則は、多くの CAS の決定で
「厳格責任」と呼ばれている。漕手の過誤は、第 10 条に基づくアンチドーピング規則違反の措置を判断するにあたり考慮される。
CAS はこの原則を一貫して支持してきている。 

3  2.1.2 の解説。結果管理に責任を有するアンチドーピング機関は、漕手が B 検体の分析を要求しない場合であっても、その裁量
により B 検体の分析を実施させることができる 。 
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2.2 Use or Attempted Use by a Rower of a Prohibited Substance or a Prohibited 
Method 4 

2.2.1 It is the Rowers’ personal duty to ensure that no Prohibited Substance enters their bodies 
and that no Prohibited Method is Used. Accordingly, it is not necessary that intent, Fault, 
Negligence or knowing Use on the Rower’s part be demonstrated in order to establish an 
anti-doping rule violation for Use of a Prohibited Substance or a Prohibited Method. 

2.2.2 The success or failure of the Use or Attempted Use of a Prohibited Substance or 
Prohibited Method is not material. It is sufficient that the Prohibited Substance or 
Prohibited Method was Used or Attempted to be Used for an anti-doping rule violation to 
be committed.5 

2.2 漕手が禁止物質もしくは禁止方法を使用することまたはその使用を企てること 4 
2.2.1 禁止物質が体内に入らないようにすることおよび禁止方法を使用しないようにすること

は、漕手が自ら取り組まなければならない責務である。ゆえに、禁止物質または禁止方
法の使用についてのアンチドーピング規則違反を証明するためには、漕手側の使用に
関しての意図、過誤、過失または使用を知っていたことが証明される必要はない。 

2.2.2 禁止物質もしくは禁止方法の使用または使用の企てが成功したか否かは重要ではな
い。アンチドーピング規則違反は、禁止物質もしくは禁止方法を使用したこと、または、
その使用を企てたことにより成立する。5 

2.3 Evading, Refusing or Failing to Submit to Sample Collection by a Rower 
Evading Sample collection; or refusing or failing to submit to Sample collection 
without compelling justification after notification by a duly authorised Person.6 

2.3 漕手による検体の採取の回避、拒否または不履行 
適式に授権された人から通告を受けた後に、検体の採取を回避し、または、やむを得ない
理由によることなく検体の採取を拒否しもしくはこれを履行しないこと。6 

2.4 Whereabouts Failures by a Rower 
Any combination of three (3) missed tests and/or filing failures, as defined in the International 
Standard for Results Management, within a twelve (12) month period by a Rower in a 
Registered Testing Pool. 

2.4 漕手による居場所情報関連義務違反 
登録検査対象者登録リストに含まれる漕手による 12 か月間の期間における、「結果管理に
関する国際基準」に定義されたとおりの 3 回の検査未了および／または提出義務違反の組
み合わせ。 

2.5 Tampering or Attempted Tampering with any Part of Doping Control by a 
Rower or Other Person 

2.5 漕手またはその他の人が、ドーピングコントロールの一部に不正干渉を施し、または不正干渉

を企てること 
2.6 Possession of a Prohibited Substance or a Prohibited Method by a Rower or Rower Support 

Person 
2.6.1 Possession by a Rower In-Competition of any Prohibited Substance or any Prohibited 

Method, or Possession by a Rower Out-of-Competition of any Prohibited Substance or any 
Prohibited Method which is prohibited Out-of-Competition unless the Rower establishes that 
the Possession is consistent with a Therapeutic Use Exemption (“TUE”) granted in 
accordance with Article 4.4 or other acceptable justification. 

2.6.2 Possession by an Athlete Support Person In-Competition of any Prohibited Substance or 
any Prohibited Method, or Possession by an Athlete Support Person Out-of-Competition of 
any Prohibited Substance or any Prohibited Method which is prohibited Out-of-Competition 
in connection with a Rower, Competition or training, unless the  

2.6 漕手またはサポートスタッフが禁止物質または禁止方法を保有すること 
2.6.1 競技会（時）において禁止物質もしくは禁止方法を漕手が保有し、または、競技会外に

おいて競技会外における禁止物質もしくは禁止方法を漕手が保有すること。ただし、当
該保有が 4.4 の規定にしたがって付与された治療使用特例（「TUE」）またはその他の
正当な理由に基づくものであることを漕手が証明した場合は、この限りではない。 

2.6.2 漕手、競技会またはトレーニングに関係して、禁止物質もしくは禁止方法を競技会（時）
においてサポートスタッフが保有し、または、競技会外で禁止されている禁止物質もしく
は禁止方法を競技会外においてサポートスタッフが保有すること。ただし、 

4 [Comment to Article 2.2: It has always been the case that Use or Attempted Use of a Prohibited Substance or 
Prohibited Method may be established by any reliable means. As noted in the Comment to Article 3.2, unlike the proof 
required to establish an anti-doping rule violation under Article 2.1, Use or Attempted Use may also be established by 
other reliable means such as admissions by the Rower, witness statements, documentary evidence, conclusions 
drawn from longitudinal profiling, including data collected as part of the Rower Biological Passport, or other analytical 
information which does not otherwise satisfy all the requirements to establish “Presence” of a Prohibited Substance 
under Article 2.1. 
For example, Use may be established based upon reliable analytical data from the analysis of an A Sample (without 
confirmation from an analysis of a B Sample) or from the analysis of a B Sample alone where the Anti-Doping 
Organisation provides a satisfactory explanation for the lack of confirmation in the other Sample.] 

5 [Comment to Article 2.2.2: Demonstrating the «Attempted Use» of a Prohibited Substance or a Prohibited Method 
requires proof of intent on the Rower’s part. The fact that intent may be required to prove this particular anti-doping 
rule violation does not undermine the Strict Liability principle established for violations of Article 2.1 and violations of 
Article 2.2 in respect of Use of a Prohibited Substance or Prohibited Method. 
A Rower’s Use of a Prohibited Substance constitutes an anti-doping rule violation unless such substance is not 
prohibited Out-of-Competition and the Rower’s Use takes place Out-of-Competition. (However, the presence of a 
Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in a Sample collected In-Competition is a violation of Article 2.1 
regardless of when that substance might have been administered.)] 

6 [Comment to Article 2.3: For example, it would be an anti-doping rule violation of “evading Sample collection” if it were 
established that a Rower was deliberately avoiding a Doping Control official to evade notification or Testing. A violation 
of “failing to submit to Sample collection” may be based on either intentional or negligent conduct of the Rower, while 

“evading” or “refusing” Sample collection contemplates intentional conduct by the Rower.] 

4  2.2 の解説：信頼できる方法により、禁止物質もしくは禁止方法を使用すること、または、その使用を企てることが証明されてきた。
3.2 に対する解説に記載するように、2.1 に基づくアンチドーピング規則違反に該当することを証明するために求められる証拠と異
なり、禁止物質もしくは禁止方法を使用すること、または、その使用を企てることは、漕手の自認、証人の証言、書証、アスリートバ
イオロジカルパスポートの一環として収集された長期間のプロファイリングから得られた結論、または、2.1 に基づく禁止物質の存在
そのものを証明するための要件すべてを満たしているわけではない分析情報等、信頼できる方法により証明される可能性があ
る。 
例えば、アンチドーピング機関から、他方の検体による追認がないことについて納得できる説明がなされた場合には、A 検体の分
析（B 検体の分析による追認がなくても）または B 検体のみの分析から得られた信頼できる分析データにより禁止物質の使用が
証明されることもあるある。 

5  2.2.2 の解説：禁止物質または禁止方法の「使用を企てたこと」の証明には、漕手側に意図があったことの証明が求められる。特
定のアンチドーピング規則違反を証明するために意図が求められるという事実は、禁止物質または禁止方法の使用に関する 2.1
および 2.2 の違反の証明における厳格責任原則を損なうものではない。 
禁止物質または禁止方法の「使用を企てたこと」の証明には、漕手側に意図があったことの証明が求められる。特定のアンチドー
ピング規則違反を証明するために意図が求められるという事実は、禁止物質または禁止方法の使用に関する 2.1 および 2.2 の
違反の証明における厳格責任原則を損なうものではない。 

6  2.3 の解説：例えば、漕手が、通告または検査を回避するために、ドーピングコントロール役員を意図的に避けていたことが証明され
た場合には、当該行為はアンチドーピング規則における「検体の採取の回避」の違反となる。「検体採取の不履行」という違反は漕
手の意図的なまたは過誤による行為に基づくことがあるが、検体採取の「回避」または「拒否」の場合には漕手の意図的な行為に
基づく。 
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Athlete Support Person establishes that the Possession is consistent with a 
TUE granted to a Rower in accordance with Article 4.4 or other acceptable 
justification.7 

2.7 Trafficking or Attempted Trafficking in any Prohibited Substance or 
Prohibited Method by a Rower or Other Person 

当該保有が 4.4 の規定に従って漕手に付与された TUE またはその他の正当な理由
に基づくものであることをサポートスタッフが証明した場合は、この限りではない。7 

2.7 漕手またはその他の人が、禁止物質または禁止方法の不正取引を実行し、また
は、不正取引を企てること 

2.8 Administration or Attempted Administration by a Rower or Other 
Person to any Rower In-Competition of any Prohibited Substance or 
Prohibited Method, or Administration or Attempted Administration to 
any Rower Out-of-Competition of any Prohibited Substance or any 
Prohibited Method that is Prohibited Out-of-Competition 

2.8 漕手またはその他の人が、競技会（時）において、漕手に対して禁止物質もしくは禁
止方法を投与すること、もしくは投与を企てること、または、競技会外において、漕
手に対して競技会外で禁止されている禁止物質もしくは禁止方法を投与するこ
と、もしくは投与を企てること 

2.9 Complicity or Attempted Complicity by a Rower or Other Person 
Assisting, encouraging, aiding, abetting, conspiring, covering up or any 
other type of intentional complicity or Attempted complicity involving an 
anti-doping rule violation, Attempted antidoping rule violation or violation of 
Article 10.14.1 by another Person.8 

2.9 漕手またはその他の人が、違反関与を行い、または違反関与を企てること 
他の人によるアンチドーピング規則違反、アンチドーピング規則違反の企てまたは
10.14.1 の違反に関する、支援、助長、援助、教唆、共謀、隠蔽その他のあらゆる
意図的な違反への関与または関与の企て。8 

2.10 Prohibited Association by a Rower or Other Person 
2.10.1 Association by a Rower or other Person subject to the authority of an Anti-Doping 

Organisation in a professional or sport-related capacity with any Athlete Support 
Person who: 

2.10.1.1 If subject to the authority of an Anti-Doping Organisation, is serving a 
period of Ineligibility; or 

2.10.1.2 If not subject to the authority of an Anti-Doping Organisation and where 
Ineligibility has not been addressed in a Results Management process 
pursuant to the Code, has been convicted or found in a criminal, 
disciplinary or professional proceeding to have engaged in conduct 
which would have constituted a violation of anti-doping rules if Code-
compliant rules had been applicable to such Person. The disqualifying 
status of such Person shall be in force for the longer of six (6) years from 
the criminal, professional or disciplinary decision or the duration of the 
criminal, disciplinary or professional sanction imposed; or 

2.10.1.3 Is serving as a front or intermediary for an individual described in Article 
2.10.1.1 or 2.10.1.2. 

2.10.2 To establish a violation of Article 2.10, an Anti-Doping Organisation must establish 
that the Rower or other Person knew of the Athlete Support Person’s disqualifying 
status. 

The burden shall be on the Rower or other Person to establish that any association with 
an Athlete Support Person described in Article 2.10.1.1 or 2.10.1.2 is not in a 
professional or sport-related capacity and/or that such association could not have been 
reasonably avoided. 

2.10 漕手またはその他の人が特定の対象者と関わること 
2.10.1 アンチドーピング機関の管轄に服する漕手またはその他の人による、職務上またはスポーツ

と関連する立場での以下の事項に該当するサポートスタッフとの関わり。 
2.10.1.1 アンチドーピング機関の管轄に服するサポートスタッフであって、資格停止期間

中であるもの。 
2.10.1.2 アンチドーピング機関の管轄に服しておらず、本規程に基づく結果管理手続に

おいて資格停止の問題が取り扱われていないサポートスタッフであって、仮に
かかる人に本規程に準拠した規則が適用されたならばアンチドーピング規則違
反を構成したであろう行為について、刑事手続、懲戒手続もしくは職務上の手
続において有罪判決を受け、または、かかる事実が認定されたもの。かかる人
の関わりが禁止される状態は、刑事、職務上もしくは懲戒の決定から 6 年間ま
たは課された刑事、懲戒もしくは職務上の制裁措置の存続期間のいずれか長
い方の期間、有効とする。または、 

2.10.1.3 2.10.1.1 または 2.10.1.2 に記載される個人のための窓口または仲介者として
行動しているサポートスタッフ。 

2.10.2 2.10 の違反を立証するためには、アンチドーピング機関は、漕手またはその他の人が、サポ
ートスタッフが関わりを禁止される状態にあることを知っていたことを立証しなければならな
い。 

2.10.1.1 または 2.10.1.2 に記載されたサポートスタッフとの関わりが、職務上またはスポーツと関
連する立場においてなされたものではないこと、および／または当該関わりが合理的に回避不能で
あったことの挙証責任は、漕手またはその他の人がこれを負う。 

7 [Comment to Articles 2.6.1 and 2.6.2: Acceptable justification would not include, for example, buying or Possessing a 
Prohibited Substance for purposes of giving it to a friend or relative, except under justifiable medical circumstances 
where that Person had a physician’s prescription, e.g., buying Insulin for a diabetic child.] 

[Comment to Article 2.6.1 and 2.6.2: Acceptable justification may include, for example, (a) a Rower or a team doctor 
carrying Prohibited Substances or Prohibited Methods for dealing with acute and emergency situations (e.g., an 
epinephrine autoinjector), or (b) a Rower Possessing a Prohibited Substance or Prohibited Method for therapeutic 
reasons shortly prior to applying for and receiving a determination on a TUE.] 
8 [Comment to Article 2.9: Complicity or Attempted Complicity may include either physical or psychological assistance.] 

7  2.6.1 および 2.6.2 の解説：例えば、医師の処方箋に基づき、糖尿病の子どものためにインスリンを購入する場合のように、医療上
の正当な事由がある場合を除き、友人や親戚に与えることを目的として禁止物質を購入または保有しているような場合には、正
当な理由があるものとは認められない。 

2.6.1 および 2.6.2 の解説：例えば、(a) 漕手またはチームドクターが急性または緊急の場合に処置を行うために禁止物質または禁止
方法（例えば、エピネフリン自己注射器）を保有しているような場合、(b)漕手が TUE に関する判断の申請または受領の少し前に治療
上の理由により禁止物質または禁止方法を保有する場合には、正当な理由があるものと認められる可能性がある。 
8  2.9 の解説：違反関与または違反関与の企ては、物理的な支援と心理的な支援とを含む。 
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Anti-Doping Organisations that are aware of Athlete Support Personnel who 
meet the criteria described in Article 2.10.1.1, 2.10.1.2, or 2.10.1.3 shall 
submit that information to WADA.9 

2.10.1.1、2.10.1.2 または 2.10.1.3 に記載された基準に該当するサポート
スタッフを認識したアンチドーピング機関は、当該情報を WADA に提出す
るものとする。9 

2.11 Acts by a Rower or Other Person to Discourage or Retaliate Against 
Reporting to Authorities Where such conduct does not otherwise constitute 
a violation of Article 2.5: 
2.11.1 Any act which threatens or seeks to intimidate another Person with the intent 

of discouraging the Person from the good-faith reporting of information that 
relates to an alleged anti-doping rule violation or alleged non-compliance 
with the Code to WADA, an Anti-Doping Organisation, law enforcement, 
regulatory or professional disciplinary body, hearing body or Person 
conducting an investigation for WADA or an Anti-Doping Organisation. 

2.11.2 Retaliation against a Person who, in good faith, has provided evidence or 
information that relates to an alleged anti-doping rule violation or alleged 
non-compliance with the Code to WADA, an Anti-Doping Organisation, law 
enforcement, regulatory or professional disciplinary body, hearing body or 
Person conducting an investigation for WADA or an Anti-Doping 
Organisation. 

For purposes of Article 2.11, retaliation, threatening and intimidation include an 
act taken against such Person either because the act lacks a good faith basis or 
is a disproportionate response.10 

2.11 漕手またはその他の人が、当局への通報を阻止し、または当局への通報に対して
報復する行為 
当該行為が別途 2.5 の違反を構成しない場合において 

2.11.1 他の人が、主張されたアンチドーピング規則違反または主張された本規程
の不遵守に関する情報を、WADA、アンチドーピング機関、法執行機関、
取締・専門規律組織、聴聞機関または WADA もしくはアンチドーピング機
関のための調査を遂行している人に誠実に通報することを阻止する意図
をもって、かかる人を脅迫し、または威嚇しようとする行為 

2.11.2 主張されたアンチドーピング規則違反または主張された本規程の不遵守に
関する証拠または情報を、WADA、アンチドーピング機関、法執行機関、
取締・専門規律組織、聴聞機関または WADA もしくはアンチドーピング機
関のための調査を遂行している人に誠実に提供した人に対して報復する
こと。 

2.11 において、報復、脅迫および威嚇とは、人の行為が誠実さを欠きまたは不相
当な対応であるという理由で、当該人に対して行われる行為を含む。10 

ARTICLE 3 PROOF OF DOPING 
3.1 Burdens and Standards of Proof 

World Rowing shall have the burden of establishing that an anti-doping rule 
violation has occurred. The standard of proof shall be whether World Rowing has 
established an anti-doping rule violation to the comfortable satisfaction of the 
hearing panel bearing in mind the seriousness of the allegation which is made. This 
standard of proof in all cases is greater than a mere balance of probability but less 
than proof beyond a reasonable doubt. Where these Anti-Doping Bye-Laws place 
the burden of proof upon the Rower or other Person alleged to have committed an 
antidoping rule violation to rebut a presumption or establish specified facts or 
circumstances, except as provided in Articles 3.2.2 and 3.2.3, the standard of proof 
shall be by a balance of probability.11 

第 3 条 ドーピングの証明 

3.1 挙証責任および証明の程度 
アンチドーピング規則違反に関する責任は、ワールドローイングが負うものとする。証明の程
度は、聴聞パネルがワールドローイングの主張が真摯に行われているという心証を持ち、納
得できる程度にアンチドーピング規則違反をワールドローイングが証明できたか否かとする。
当該証明の程度は、すべての事案について単なる証拠の優越の程度は超えるべきである
が、合理的疑いの余地がない程度に証明される必要はない。一方、アンチドーピング規則に
違反したと主張された漕手またはその他の人が推定事項に反論し、または、特定の事実や
事情を証明するための挙証責任をアンチドーピング細則によって負わされる場合には、
3.2.2 および 3.2.3 に定める場合を除き、証明の程度は、証拠の優越とする。11 

9 [Comment to Article 2.10: Rowers and other Persons must not work with coaches, trainers, physicians or other Athlete 
Support Personnel who are Ineligible on account of an anti-doping rule violation or who have been criminally 
convicted or professionally disciplined in relation to doping. This also prohibits association with any other Rower who 
is acting as a coach or Athlete Support Person while serving a period of Ineligibility. Some examples of the types of 
association which are prohibited include: obtaining training, strategy, technique, nutrition or medical advice; obtaining 
therapy, treatment or prescriptions; providing any bodily products for analysis; or allowing the Rower Support Person 
to serve as an agent or representative. Prohibited association need not involve any form of compensation. 
While Article 2.10 does not require the Anti-Doping Organisation to notify the Rower or other Person about the Athlete 
Support Person’s disqualifying status, such notice, if provided, would be important evidence to establish that the 
Rower or other Person knew about the disqualifying status of the Athlete Support Person.] 

10 [Comment to Article 2.11.2: This Article is intended to protect Persons who make good faith reports, and does not 
protect Persons who knowingly make false reports.] 

[Comment to Article 2.11.2: Retaliation would include, for example, actions that threaten the physical or mental well-
being or economic interests of the reporting Persons, their families or associates. Retaliation would not include an Anti-
Doping Organisation asserting in good faith an anti-doping rule violation against the reporting Person. For purposes of 
Article 2.11, a report is not made in good faith where the Person making the report knows the report to be false.] 
11 [Comment to Article 3.1: This standard of proof required to be met by World Rowing is comparable to the standard 
which is applied in most countries to cases involving professional misconduct.] 

9 2.10 の解説：漕手またはその他の人は、アンチドーピング規則違反を理由として資格停止の対象となっており、または、ドーピングに
関連して刑事上有罪とされもしくは職務上において懲戒処分を受けているコーチ、トレーナー、医師その他のサポートスタッフととも
に活動してはならない。これは、資格停止期間中にコーチまたはサポートスタッフとして行動する他の漕手と関わることも禁止してい
る。禁止の対象とされる関わりの中のいくつかの事例として、以下の事項がある。トレーニング、戦術、技術、栄養もしくは医療上の
助言を得ること、セラピー、治療もしくは処方を受けること、体内生成物を分析のために提供すること、またはサポートスタッフが代
理人もしくは代表者となることを認めること。禁止される特定の対象者との関わりの成立には、いかなる対価の提供も要さない。
2.10 は、アンチドーピング機関が、サポートスタッフが関わりを禁止されている状態にあることを漕手またはその他の人に通知するこ
とを義務づけないものの、当該通知が提供された場合には、漕手またはその他の人が、当該サポートスタッフが関わりを禁止され
ている状態にあることを知っていたことを立証する上で重要な証拠となる。 

10 2.11.2 の解説：本条は誠実に通報する人を保護する意図を有し、故意に虚偽の通報を行う人を保護しない。 
2.11.2 の解説：報復には、例えば、通報する人、その家族または懇意とする人の身体的もしくは精神的健康または経済的利益を脅
かす行為を含む。報復には、通報する人に対し、アンチドーピング機関が誠実にアンチドーピング規則違反を主張することを含まな
い。2.11 において、通報する人が当該通報が虚偽であることを知っている場合には、当該通報は誠実に行われたものとはいえない。 
11 3.1 の解説：本項にいうアンチドーピング機関側に求められる証明の程度は、職務上の不正行為に関する事案においてほとんどの

国で適用されている基準とほぼ同一である。 
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3.2 Methods of Establishing Facts and Presumptions 
Facts related to anti-doping rule violations may be established by any reliable 
means, including admissions.12 The following rules of proof shall be applicable in 
doping cases: 
3.2.1 Analytical methods or Decision Limits approved by WADA after consultation 

within the relevant scientific community or which have been the subject of 
peer review are presumed to be scientifically valid. Any Rower or other 
Person seeking to challenge whether the conditions for such presumption 
have been met or to rebut this presumption of scientific validity shall, as a 
condition precedent to any such challenge, first notify WADA of the challenge 
and the basis of the challenge. The initial hearing body, appellate body or 
CAS, on its own initiative, may also inform WADA of any such challenge. 
Within ten (10) days of WADA’s receipt of such notice and the case file 
related to such challenge, WADA shall also have the right to intervene as a 
party, appear as amicus curiae or otherwise provide evidence in such 
proceeding. In cases before CAS, at WADA’s request, the CAS panel shall 
appoint an appropriate scientific expert to assist the panel in its evaluation of 
the challenge.13 

3.2.2 WADA-accredited laboratories, and other laboratories approved by WADA, are 
presumed to have conducted Sample analysis and custodial procedures in 
accordance with the International Standard for Laboratories. The Rower or 
other Person may rebut this presumption by establishing that a departure 
from the International Standard for Laboratories occurred which could 
reasonably have caused the Adverse Analytical Finding. 
If the Rower or other Person rebuts the preceding presumption by showing 
that a departure from the International Standard for Laboratories occurred 
which could reasonably have caused the Adverse Analytical Finding, then 
World Rowing shall have the burden to establish that such departure did not 
cause the Adverse Analytical Finding.14 

3.2.3 Departures from any other International Standard or other anti-doping rule or 
policy set forth in the Code or these Anti-Doping Bye-Laws shall not invalidate 
analytical results or other evidence of an anti-doping rule violation, and shall 
not constitute a defense  

3.2 事実の証明方法および推定の方法 
アンチドーピング規則違反に関する事実は、自認を含むあらゆる信頼性のおける手段により証
明される。12 ドーピング事案においては、次の証明原則が適用される。 
3.2.1 関係する科学コミュニティ内における協議を経た後 WADA により承認され、またはピア

レビューを経た分析方法および判断限界は、科学的に有効なものであると推定され
る。当該推定の条件が充足されていることに対して異議を申し述べ、または当該科学
的有効性の推定に異議を述べようとする漕手またはその他の人は、当該異議の前提
条件として、まず当該異議および当該異議の根拠につき WADA に通知することを要
する。第一審の聴聞機関、不服申立機関、または CAS も独自の判断に基づき、当該
異議に関連する案件の受領から 10 日以内に、当該手続きにおいて当事者として介
入し、法廷助言人として参加し、または、別途証拠を提供することができるものとす
る。CAS の面前における事案では、CAS パネルは、WADA から要請があった場合、当
該パネルによる当該反論の評価作業につき補助を受けるために、適切な科学的専門
家を任命するものとする。13 

3.2.2 WADA 認定分析機関、および WADA に承認された他の分析機関では、「分
析機関に関する国際基準」に基づいて検体の分析および管理の手続を実
施しているものと推定される。漕手またはその他の人は、違反が疑われる分
析報告の合理的な原因となりうるような「分析機関に関する国際基準」から
の乖離が発生したことを証明することにより上記の推定に反論できる。 

漕手またはその他の人が、違反が疑われる分析報告の合理的な原因となり
うるような「分析機関に関する国際基準」からの乖離が発生したことを提示す
ることによって上記の推定に反論しようとする場合には、ワールドローイング
は、当該乖離が、違反が疑われる分析報告の原因ではないことを証明する
責任を負うものとする。14 

3.2.3 その他の何らかの国際基準、または、本規程もしくはアンチドーピング機関の規則に

定める他のアンチドーピング規則もしくは規範からの乖離があっても、分析結果その
他アンチドーピング規則違反の証拠を無効化せず、アンチドーピング規則違反に対す
る抗弁を構成しないものとする。 

12 [Comment to Article 3.2: For example, World Rowing may establish an anti-doping rule violation under Article 2.2 
based on the Rower’s admissions, the credible testimony of third Persons, reliable documentary evidence, reliable 
analytical data from either an A or B Sample as provided in the Comments to Article 2.2, or conclusions drawn from 
the profile of a series of the Rower’s blood or urine Samples, such as data from the Rower Biological Passport.] 

13 [Comment to Article 3.2.1: For certain Prohibited Substances, WADA may instruct WADA-accredited laboratories not 
to report Samples as an Adverse Analytical Finding if the estimated concentration of the Prohibited Substance or its 
Metabolites or Markers is below a Minimum Reporting Level. WADA’s decision in determining that Minimum 
Reporting Level or in determining which Prohibited Substances should be subject to Minimum Reporting Levels shall 
not be subject to challenge. Further, the laboratory’s estimated concentration of such Prohibited Substance in a 
Sample may only be an estimate. In no event shall the possibility that the exact concentration of the Prohibited 
Substance in the Sample may be below the Minimum Reporting Level constitute a defense to an anti-doping rule 
violation based on the presence of that Prohibited Substance in the Sample.] 

14 [Comment to Article 3.2.2: The burden is on the Rower or other Person to establish, by a balance of probability, a 
departure from the International Standard for Laboratories that could reasonably have caused the Adverse Analytical 
Finding. Thus, once the Rower or other Person establishes the departure by a balance of probability, the Rower or 
other Person’s burden on causation is the somewhat lower standard of proof – “could reasonably have caused.” If the 
Rower or other Person satisfies these standards, the burden shifts to World Rowing to prove to the comfortable 
satisfaction of the hearing panel that the departure did not cause the Adverse Analytical Finding.] 

12 3.2 の解説：例えば、ワールドローイングは、2.2 におけるアンチドーピング規則違反を、漕手の自認、第三者による信頼できる証
言、信頼できる書証、2.2 の解説に規定されているような信頼できる A 検体もしくは B 検体に基づく分析データまたはアスリートバ
イオロジカルパスポートから得られたデータ等、漕手の血液や尿の検体から得られた検査結果により証明することができる。 

13 3.2.1 の解説：特定の禁止物質について、禁止物質またはその代謝物もしくはマーカーの推定濃度が最低報告レベルを下回る場
合には、WADA は WADA 認定分析機関に対し、検体を違反が疑われる分析報告として報告しないよう指示することができる。当
該最低報告レベルの決定またはいずれの禁止物質が最低報告レベルの対象であるかの決定にあたっての WADA の判断は、異
議の対象とはならないものとする。さらに、検体における禁止物質の分析機関による推定濃度は推定に過ぎない。検体における
禁止物質の正確な濃度が最低報告レベルを下回る可能性があるということは、いかなる場合であっても、検体において当該禁止
物質が存在することに基づくアンチドーピング規則違反に対する抗弁を構成しないものとする。 

14 3.2.2 の解説：違反が疑われる分析報告の合理的な原因となりうるような「分析機関に関する国際基準」からの乖離を証拠の優
越により証明する責任は、漕手またはその他の人が負う。よって、一旦、漕手またはその他の人が乖離の事実を証拠の優越によ
り証明した場合、因果関係に関する漕手またはその他の人の挙証責任は若干低くなる―「合理的に引き起こされる可能性があっ
たか」になる。漕手またはその他の人がこれらの基準を充足した場合には、挙証責任はワールドローイングに移り、当該乖離が、違
反が疑われる分析報告の原因ではなかった旨を、聴聞パネルが納得できる程度に証明する責任をワールドローイングが負うこと
になる。 
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to an anti-doping rule violation;15 provided, however, if the Rower or other 
Person establishes that a departure from one of the specific International 
Standard provisions listed below could reasonably have caused an anti-
doping rule violation based on an Adverse Analytical Finding or whereabouts 
failure, then World Rowing shall have the burden to establish that such 
departure did not cause the Adverse Analytical Finding or the whereabouts 
failure: 
i. a departure from the International Standard for Testing and Investigations 

related to Sample collection or Sample handling which could reasonably 
have caused an anti-doping rule violation based on an Adverse Analytical 
Finding, in which case World Rowing shall have the burden to establish that 
such departure did not cause the Adverse Analytical Finding; 

ii. a departure from the International Standard for Results Management or 
International Standard for Testing and Investigations related to an Adverse 
Passport Finding which could reasonably have caused an anti-doping rule 
violation, in which case World Rowing shall have the burden to establish 
that such departure did not cause the anti-doping rule violation; 

iii. a departure from the International Standard for Results Management 
related to the requirement to provide notice to the Rower of the B Sample 
opening which could reasonably have caused an anti-doping rule violation 
based on an Adverse Analytical Finding, in which case World Rowing shall 
have the burden to establish that such departure did not cause the Adverse 
Analytical Finding;16 

iv. a departure from the International Standard for Results Management 
related to Rower notification which could reasonably have caused an anti-
doping rule violation based on a whereabouts failure, in which case World 
Rowing shall have the burden to establish that such departure did not 
cause the whereabouts failure. 

3.2.4 The facts established by a decision of a court or professional 
disciplinary tribunal of competent jurisdiction which is not the subject of a 
pending appeal shall be irrebuttable evidence against the Rower or other 
Person to whom the decision pertained of those facts unless the Rower or 
other Person establishes that the decision violated principles of natural justice. 

3.2.5 The hearing panel in a hearing on an anti-doping rule violation may draw an 
inference adverse to the Rower or other Person who is asserted to have 
committed an anti-doping rule violation based on the Rower’s or other Person’s 
refusal, after a request made in a reasonable time in advance of the hearing, to 
appear at the hearing (either in person or telephonically as directed by the 
hearing panel) and to answer questions from the hearing panel or World 
Rowing. 

ただし、漕手またはその他の人が、以下に列挙する特定の国際基準の規定からの乖離が、違反
が疑われる分析報告または居場所情報関連義務違反に基づくアンチドーピング規則違反の合
理的な原因となり得たことを証明した場合には、ワールドローイングは、当該乖離が、違反が疑わ
れる分析報告または居場所情報関連義務違反に基づくアンチドーピング規則違反の合理的な
原因となり得たことを証明した場合にはワールドローイングは、当該乖離が、違反が疑われる分析
報告または居場所情報関連義務違反を発生させたものではなかったことを証明する責任を負う
ものとする。 
i. 検体の採取または検体の取扱いに関する「検査およびドーピング調査に関する国際

基準」からの乖離であって、違反が疑われる分析報告に基づくアンチドーピング規
則違反を合理的に発生させた可能性のあるもの。かかる場合には、ワールドローイ
ングが、当該乖離が違反が疑われる分析報告を発生させたものではなかったことを
証明する責任を負う。 

ii. アスリートバイオロジカルパスポートに基づく違反が疑われる報告に関する「結果管
理に関する国際基準」または「検査およびドーピング調査に関する国際基準」からの
乖離であって、アンチドーピング規則違反を合理的に発生させた可能性のあるも
の。かかる場合には、ワールドローイングが、当該乖離がアンチドーピング規則違反
を発生させたものではなかったことを証明する責任を負う。 

iii. B 検体の開封において漕手に通知する要件に関する「結果管理に関する国際基
準」からの乖離であって、違反が疑われる分析報告に基づくアンチドーピング規則
違反を合理的に発生させた可能性のあるもの。かかる場合には、ワールドローイング
が、当該乖離が違反が疑われる分析報告を発生させたものではなかったことを証
明する責任を負う。16 

iv. 漕手への通知に関する「結果管理に関する国際基準」からの乖離であって、居場
所情報関連義務違反に基づきアンチドーピング規則違反を合理的に発生させた可
能性のあるもの。かかる場合には、ワールドローイングが、当該乖離が居場所情報
関連義務違反を発生させたものではなかったことを証明する責任を負う。 

3.2.4 管轄権を有する裁判所または職務上の懲戒の裁決機関により下され、それについて不
服申立てがなされていない決定によって証明された事実については、その事実に関す
る決定の名宛人である漕手またはその他の人において、当該決定が自然的正義の原
則に反するものであることを証明しない限り、その漕手またはその他の人にとって反証で
きない証拠となる。 

3.2.5 聴聞会までに合理的な時間的余裕を与えた上での要請の後に、（直接または聴聞パネ
ルの指示に基づき電話により）聴聞会に出頭し、かつ、聴聞パネルまたは、ワールドロー
イングからの質問に対して回答することについて、漕手またはその他の人がこれを拒絶
した場合には、聴聞パネルは、アンチドーピング規則違反の聴聞会において、その事実
を根拠として、アンチドーピング規則に違反した旨を主張された漕手またはその他の人
に対して不利益となる推定を行うことができる。 

15 [Comment to Article  3.2.3: Departures from an International Standard or other rule unrelated to Sample collection or 
handling, Adverse Passport Finding, or Rower notification relating to whereabouts failure or B Sample opening – e.g., 
the International Standard for Education, International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information 
or International Standard for Therapeutic Use Exemptions – may result in compliance proceedings by WADA but are 
not a defense in an anti-doping rule violation proceeding and are not relevant on the issue of whether the Rower 
committed an anti-doping rule violation. Similarly, World Rowing’s violation of the document referenced in Article 20.7.7 
of the Code shall not constitute a defense to an anti-doping rule violation.] 

16 [Comment to Article 3.2.3 (iii): World Rowing would meet its burden to establish that such departure did not cause the 
Adverse Analytical Finding by showing that, for example, the B Samle opening and analysis were observed by an 
independent witness and no irregularities were observed.] 

15 3.2.3 の解説：国際基準、その他検体の採取もしくは取扱い、アスリートバイオロジカルパスポートに基づく違反が疑われる報告、ま
たは居場所情報関連義務違反もしくは B 検体の開封に関する漕手への通知に関連しない規則からの乖離―例えば、「教育に関
する国際基準」、「プライバシーおよび個人情報の保護に関する国際基準」または「治療使用特例に関する国際基準」―からの
乖離の結果、WADA によるコンプライアンス手続きが講じられる可能性があるが、アンチドーピング規則違反の手続における抗弁
とはならず、また、漕手がアンチドーピング規則違反を行ったか否かという論点に関連性を有しない。同様に、ワールドローイングに
よる 20.7.7 において言及される文書の違反は、アンチドーピング規則違反に対する抗弁を構成しないものとする。 

16 3.2.3(iii)の解説：ワールドローイングは、例えば、B 検体の開封および分析が独立の立会人により観察されており、不規則性が観
察されなかったことを示すことによって、当該乖離が違反が疑われる分析報告を発生させたものではなかったことを証明する責任
を果たしたことになる。 
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ARTICLE 4 THE PROHIBITED LIST 
4.1 Incorporation of the Prohibited List 

These Anti-Doping Bye-Laws incorporate the Prohibited List, which is published and 
revised by WADA as described in Article 4.1 of the Code. 
Unless provided otherwise in the Prohibited List or a revision, the Prohibited List and 
revisions shall go into effect under these Anti-Doping Bye-Laws three (3) months 
after publication by WADA, without requiring any further action by World Rowing or 
its Member Federations. All Rowers and other Persons shall be bound by the 
Prohibited List, and any revisions thereto, from the date they go into effect, without 
further formality. It is the responsibility of all Rowers and other Persons to familiarise 
themselves with the most up-to-date version of the Prohibited List and all revisions 
thereto. 
World Rowing shall provide its Member Federations with the most recent version of 
the Prohibited List. Each Member Federation shall in turn ensure that its members, 
and the constituents of its members, are also provided with the most recent version 
of the Prohibited List.17 

第 4 条 禁止表 
4.1 禁止表の組込み 

本アンチドーピング細則には、WADA 規程 4.1 に記載されているとおり、WADA によ
って発行・改訂される禁止表が組み込まれている。禁止表または改訂版に別段の
定めがない限り、禁止表および改訂版は、本アンチドーピング細則に基づき、WADA
による公表から 3 か月後に発効するものとし、ワールドローイングまたはその加盟国
協会による更なる措置を必要としない。すべての漕手およびその他の者は、禁止表
およびその改訂版が発効した時点から、それ以上の形式をとることなく拘束される。
禁止表の最新版およびその改訂版を熟知することは、すべての漕手およびその他
の人の責任である。ワールドローイングは、そのメンバーである協会に最新版の禁止
表を提供する。また、各加盟国協会は、その加盟国協会およびその加盟国協会の
構成員に対しても、最新の禁止表を提供することを保証するものとする。17 

4.2 Prohibited Substances and Prohibited Methods Identified on the Prohibited 
List 

4.2.1 Prohibited Substances and Prohibited Methods 
The Prohibited List shall identify those Prohibited Substances and Prohibited Methods 
which are prohibited as doping at all times (both In-Competition and Out-of-Competition) 
because of their potential to enhance performance in future Competitions or their 
masking potential, and those substances and methods which are prohibited In-
Competition only. The Prohibited List may be expanded by WADA for a particular sport. 
Prohibited Substances and Prohibited Methods may be included in the Prohibited List by 
general category (e.g., anabolic agents) or by specific reference to a particular substance 
or method.18 

4.2.2 Specified Substances or Specified Methods 
For purposes of the application of Article 10, all Prohibited Substances shall be Specified 
Substances except as identified on the Prohibited List. No Prohibited Method shall be a 
Specified Method unless it is specifically identified as a Specified Method on the 
Prohibited List.19 

4.2.3 Substances of Abuse 
For purposes of applying Article 10, Substances of Abuse shall include those Prohibited 
Substances which are specifically identified as Substances of Abuse on the Prohibited 
List because they are frequently abused in society outside of the context of sport. 

4.2 禁止表において特定される禁止物質および禁止方法 
4.2.1 禁止物質および禁止方法 

禁止表は、将来実施される競技において競技力を向上するおそれまたは隠蔽のおそ
れがあるため、常に（競技会（時）および競技会外の双方において）ドーピングとして禁
止される禁止物質および禁止方法ならびに競技会（時）においてのみ禁止される物質
および方法を特定する。禁止表は特定のスポーツに関しては WADA により拡充される
場合がある。禁止物質および禁止方法は、一般的区分（例、蛋白同化薬）または
個々の物質もしくは方法についての個別の引用という形で禁止表に掲げられる場合が
ある。18 

4.2.2 特定物質または特定方法 
第 10 条の適用にあたり、すべての禁止物質は、禁止表に明示されている場合を除
き、「特定物質」とされるものとする。いかなる禁止方法も、禁止表で「特定方法」であ
ると具体的に明示されている場合を除き、特定方法ではないものとする。19 

4.2.3 濫用物質 
第10条の適用にあたり、濫用物質とは、スポーツの領域以外で頻繁に社会で濫用されるため禁
止表において濫用物質であると具体的に特定される禁止物質を含むものとする。 

4.3 WADA’s Determination of the Prohibited List 
WADA’s determination of the Prohibited Substances and Prohibited Methods that 
will be included on the Prohibited List, the classification of substances into 
categories on the Prohibited List, the classification of a substance as prohibited at all 
times or In-Competition only, the classification of a substance or method as a 
Specified Substance, Specified Method or Substance of Abuse is final  

4.3WADA による禁止表の決定について 
禁止表に掲載される禁止物質および禁止方法の WADA による決定、禁止表にお
ける物質の分類、常時禁止または競技会中のみの禁止という物質の分類、特定物
質、特定方法·濫用物質としての物質·方法の分類は最終的なものです。 

17 [Comment to Article 4.1: The current Prohibited List is available on WADA’s website at https://www.wada-ama.org. 
The Prohibited List will be revised and published on an expedited basis whenever the need arises. However, for the 
sake of predictability, a new Prohibited List will be published every year whether or not changes have been made.] 

18 [Comment to Article 4.2.1: Out-of-Competition Use of a substance which is only prohibited In-Competition is not an 
antidoping rule violation unless an Adverse Analytical Finding for the substance or its Metabolites or Markers is 
reported for a Sample collected In-Competition.] 

19 [Comment to Article 4.2.2: The Specified Substances and Specified Methods identified in Article 4.2.2 should not in 
any way be considered less important or less dangerous than other doping substances or methods. Rather, they are 
simply substances and methods which are more likely to have been consumed or used by a Rower for a purpose 
other than the enhancement of sport performance.] 

17 4.1 の解説：現在の禁止表は、WADA のウェブサイト（https://www.wada-ama.org）で入手できる。禁止表は、必要性が生じた
場合にはいつでも迅速に改訂され公表される。しかし、予測可能性のために、変更の有無にかかわらず、毎年新しい禁止表が公
表される 。 

18 4.2.1 の解説：競技会（時）においてのみ禁じられている物質を競技会外において使用することは、競技会（時）に採取された検体
に、当該物質またはその代謝物もしくはマーカーについて違反が疑われる分析報告が報告されない限り、アンチドーピング規則に
違反するものではない。 

19 4.2.2 の解説：4.2.2 において特定される特定物質および特定方法は、いかなる意味においても、その他のドーピング物質と比べ重
要性が低い、または、危険性が低いと判断されるべきではない。むしろ、これらの物質および方法は、単に、競技力向上以外の目
的のために漕手により摂取または使用される可能性が高いというに過ぎないものである。 

  



207 

and shall not be subject to any challenge by a Rower or other Person including, but not 
limited to, any challenge based on an argument that the substance or method was not a 
masking agent or did not have the potential to enhance performance, represent a health 
risk or violate the spirit of sport. 

また、物質や方法がマスキング剤ではないとか、ぱごーマンスを向上させる可能性がないとか、
健康上のリスクがあるとか、スポーツの精神に反するとかいう主張に基づく異議申立てを含め、
漕手やその他の人によるいかなる異議立てにも応じないものとする。 

4.4 Therapeutic Use Exemptions (“TUEs”) 
4.4.1 The presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers, and/or the Use or 

Attempted Use, Possession or Administration or Attempted Administration of a 
Prohibited Substance or Prohibited Method, shall not be considered an anti-doping rule 
violation if it is consistent with the provisions of a TUE granted in accordance with the 
International Standard for Therapeutic Use Exemptions. 

4.4.2 TUE Applications 
4.4.2.1 Rowers who are not International-Level Rowers shall apply to their National 

Anti-Doping Organisation for a TUE. If the National Anti-Doping Organisation 
denies the application, the Rower may appeal exclusively to the appellate body 
described in Article 13.2.2. 

4.4.2.2 Rowers who are International-Level Rowers shall apply to World Rowing. Any 
International-Level Rower who needs to Use a Prohibited Substance or a 
Prohibited Method for therapeutic reasons must apply to World Rowing and 
obtain a TUE prior to Using or Possessing the substance or method in question. 

4.4.3 TUE Recognition20 
4.4.3.1 Where the Rower already has a TUE granted by their National Anti-Doping 

Organisation pursuant to Article 4.4 of the Code for the substance or method in 
question, that TUE is not automatically valid for purposes of internationallevel 
Competition. However, the Rower may apply to World Rowing to recognise that 
TUE. If following a review of the Rower’s original TUE application form and 
supporting materials, as required by the International Standard for Therapeutic 
Use Exemptions, World Rowing considers that the Rower’s TUE meets the 
criteria set out in the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, 
then World Rowing must recognise it for the purposes of international-level 
Competition as well. If World Rowing considers that the TUE does not meet 
those criteria and so refuses to recognise it, World Rowing must notify the 
Rower and the Rower’s National Anti-Doping Organisation promptly, with 
reasons. The Rower or the Rower’s National Anti-Doping Organisation shall 
have twenty-one (21) days from such notification to refer the matter to WADA 
for review in accordance with Article 4.4.7. 
If the matter is referred to WADA for review, the TUE granted by the National 
Anti-Doping Organisation remains valid for national-level Competition and Out-
of-Competition Testing (but is not valid for international-level Competition) 
pending WADA’s decision. If the matter is not referred to WADA for review, 
within the twenty-one (21) days deadline, the Rower’s National Anti-Doping 
Organisation must determine whether the original TUE granted by that 
National Anti-Doping Organisation should nevertheless 

4.4 治療使用特例（TUE） 
4.4.1 禁止物質もしくはその代謝物、マーカーの存在、および／または禁止物質もしくは禁止

方法の使用、使用の企て、保有もしくは投与、投与の企ては、「治療使用特例に関す
る国際基準」に基づき付与された TUE の条項に適合する場合には、アンチドーピング
規則違反とは判断されないものとする。 

4.4.2TUE 申請 
4.4.2.1 国際レベルの漕手ではない漕手は、自身の国内アンチドーピング機関に TUE 

を申請するものとする。その国内ドーピング機関が当該申請を却下した場合
には、当該漕手は、13.2.2 に記載される国内の不服申立機関にのみ不服
申立てを提起することができる。 

4.4.2.2 国際レベルの漕手は、ワールドローイングに申請するものとする。治療上の理
由で禁止物質または禁止方法の使用を必要とする国際レベルの漕手は、
問題となる物質または方法を使用または所持する前に、ワールドローイング
に申請し、TUE を取得しなければならない。 

4.4.3TUE 承認 20 
4.4.3.1 漕手が、対象となる物質または方法につき、WADA 規程 4.4 に基づいて、当

該漕手の国内アンチドーピング機関より既に TUE を取得している場合でも、
当該 TUE は、国際レベルの競技会においては自動的に有効とはならない。し
かし、漕手はワールドローイングに TUE の承認を申請することができる。「治療
使用特例に関する国際基準」で求められているように、漕手の TUE 申請書
および補助資料を検討した結果、ワールドローイングが漕手の TUE が「治療
使用特例に関する国際基準」で定められた基準を満たしていると判断した場
合、ワールドローイングは国際レベルの競技会の目的でも TUE を承認しなけ
ればならない。ワールドローイングが、TUE が基準を満たさないと考え承認を拒否した

場合、ワールドローイングは、理由を付して速やかに漕手および漕手の国内アンチドー
ピング機関に通知しなければならない。漕手または競技者の国内アンチドーピング機関
は、当該通知から 21 日以内に、4.4.7 に基づく審査のために WADA に回付することが
できる。 
この案件が審査のために WADA に回付された場合には、国内アンチドーピング機関が
付与した TUE は、WADA による決定が下されるまでは、国内レベルの競技会（時）およ
び競技会外の検査において引続き有効となる 

20 [Comment to Article 4.4.3: If World Rowing refuses to recognise a TUE granted by a National Anti-
Doping Organisation only because medical records or other information are missing that are needed 
to demonstrate satisfaction with the criteria in the International Standard for Therapeutic Use 
Exemptions, the matter should not be referred to WADA. Instead, the file should be completed and re-
submitted to World Rowing.] 

[Comment to Article 4.4.3: World Rowing may agree with a National Anti-Doping Organisation that the 
National AntiDoping Organisation will consider TUE applications on behalf of World Rowing.] 

20 4.4.3 の解説：「治療使用特例に関する国際基準」における基準を充足することを立証するために必要な医療記
録その他の情報がないことのみを理由として、ワールドローイングが国内アンチドーピング機関の付与した TUE を
承認しなかった場合には、当該案件は WADA に回付されるべきではない。代わりに、当該ファイルは完成され、
ワールドローイングに再提出されるべきである。 

4.4.3 の解説：ワールドローイングは、国内アンチドーピング機関との間で、当該国内アンチドーピング機関がワールドロ
ーイングに代わって TUE 申請を検討することに合意することができる。 
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remain valid for national-level Competition and Out-of-Competition 
Testing (provided that the Rower ceases to be an international-level 
Rower and does not participate in international-level Competition. 
Pending the National Anti-Doping Organisation’s decision, the TUE 
remains valid for nationallevel Competition and Out-of-Competition 
Testing (but is not valid for international-level Competition). 

4.4.3.2 If World Rowing chooses to test a Rower who is not an International-
Level Rower, World Rowing must recognise a TUE granted to that 
Rower by their National Anti-Doping Organisation unless the Rower 
is required to apply for recognition of the TUE pursuant to Articles 
5.8 and 7.0 of the International Standard for Therapeutic Use 
Exemptions. 

4.4.4 TUE Application Process 21 
4.4.4.1 If the Rower does not already have a TUE granted by their National 

AntiDoping Organisation for the substance or method in question, 
the Rower must apply directly to World Rowing in ADAMS. 

4.4.4.2 An application to World Rowing for grant or recognition of a TUE 
must be made as soon as possible, save where Articles 4.1 or 4.3 of 
the International Standard for Therapeutic Use Exemptions apply. 
The application shall be made at least thirty (30) days before the 
Rower’s next Competition, in accordance with Article 6 of the 
International Standard for Therapeutic Use Exemptions as posted on 
World Rowing’s website. 

4.4.4.3 World Rowing shall establish a Therapeutic Use Exemption 
Committee (“TUEC”) to consider applications for the grant or recognition of 
TUEs in accordance with Article 4.4.4.3(a)-(d) below: 

a. The TUEC shall consist of a minimum of three (3) members with 
experience in the care and treatment of Rowers and sound 
knowledge of clinical, sports and exercise medicine. 

b. Before serving as a member of the TUEC, each member must sign 
a conflict of interest and confidentiality declaration. The appointed 
members shall not be employees of World Rowing. 

c. When an application to World Rowing for the grant or recognition of 
a TUE is made, three (3) members (which may include the Chair) shall be 
appointed to consider the application. In addition, the Chair of the TUEC 
may appoint experts with specific expertise as external members of the 
TUEC to provide expert opinion and transparency in the decision process. 

d. Before considering a TUE application, each member shall disclose any 
circumstances likely to affect their impartiality with respect to the Rower 
making the application. If a member is unwilling or unable to assess the 
Rower’s TUE application, for any reason, a replacement shall be appointed 
from the pool of members appointed under point (a) above. The Chair 
cannot serve as a member of the TUEC if there  

（ただし、国際レベルの競技会においては無効となる。）。この案件が審査のために、
21 日間の期限内に WADA に回付されなかった場合には、漕手の国内アンチドーピ
ング機関は、当該国内アンチドーピング機関の付与した元の TUE が国内レベルの競
技会（時）および競技会外の検査について依然有効であり続けるべきか判断しなけれ
ばならない（ただし、漕手が国際レベルの漕手ではなくなり、国際レベルの競技会に参
加しないことを条件とする。）。国内アンチドーピング機関の判断を待っている間は、
TUE は国内レベルの競技会（時）および競技会外の検査について有効であり続けるも
のとする（しかし、国際レベルの競技会については無効とする。）。 

4.4.3.2 ワールドローイングが国際レベルの漕手ではない漕手を検査することを選択
した場合ワールドローイングは、漕手が「治療使用特例に関する国際基準」
の 5.8 および 7.0 に従って TUE の承認を申請しなければならない場合を除
き、当該漕手の国内アンチドーピング機関が付与した TUE を承認しなけれ
ばならない。 

4.4.4TUE 申請プロセス 21 
4.4.4.1 漕手が、対象となる物質または方法につき、漕手の国内アンチドーピング機

関により TUE を付与されていない場合には、当該漕手は、ADAMS を用いて
ワールドローイングに TUE を直接申請しなければならない。 

4.4.4.2TUE の付与または承認のためのワールドローイングへの申請は、「治療使用
特例に関する国際基準」の 4.1 または 4.3 が適用される場合を除き、可能
な限り早急に行わなければならない。申請は、ワールドローイングのウェブサ
イトに掲載されている「治療使用特例に関する国際基準」の第 6 条に従っ
て、少なくとも次の競技会の 30 日前までに行われなければならない。 

4.4.4.3 ワールドローイングは、治療使用免除委員会（以下「TUEC」という）を設置し、
下記の 4.4.4.3(a)～(d)の規定に基づいて TUE の付与または承認の申請を
検討する。 
a. TUEC は、漕手のケアと治療の経験があり、臨床医学、スポーツ医学、運動医学

に精通した 3 名以上のメンバーで構成されるものとする。 
b. TUEC のメンバーとして活動する前に、各メンバーは利益相反および機密保持に

関する宣言書に署名しなければならない。任命されたメンバーは、ワールドローイ
ングの職員であってはならない。 

c.TUE の付与または承認のためにワールドローイングに申請がなされた場合、その
申請を検討するために 3 名のメンバー（議長を含むことができる）が任命されるも
のとする。さらに、TUEC の議長は、専門的な意見や決定プロセスの透明性を提
供するために、特定の専門性を有する専門家を TUEC の外部メンバーとして任命
することができる。 

d.各メンバーは、TUE 申請を検討する前に、申請を行った漕手に関する公
平性に影響を与える可能性のある状況を開示するものとする。理由の
如何を問わず、メンバーが漕手の TUE 申請を評価することを望まない、
または評価できない場合、いかなる理由でも交代要員は、上記(a)に基
づいて任命されたメンバーのプールから任命されるものとする。 

21 [Comment to Article 4.4.4: The submission of falsified documents to a TUEC or World Rowing, offering or accepting a 
bribe to a Person to perform or fail to perform an act, procuring false testimony from any witness, or committing any 
other fraudulent act or any other similar intentional interference or Attempted interference with any aspect of the TUE 
process shall result in a charge of Tampering or Attempted Tampering under Article 2.5. 
A Rower should not assume that their application for the grant or recognition of a TUE (or for renewal of a TUE) will 
be granted. Any Use or Possession or Administration of a Prohibited Substance or Prohibited Method before an 
application has been granted is entirely at the Rower’s own risk.] 

21 4.4.4 の解説：TUEC またはワールドローイングに偽造書類を提出すること、ある行為を行うまたは行わないように人に賄賂を提供
または受領すること、証人から虚偽の証言を得ること、その他の不正行為を行うこと、または TUE プロセスのいずれかの側面に意
図的に干渉するまたは干渉しようとすることは、2.5 に基づき、改ざんまたは改ざんをしようとする行為として告発される。漕手は、
TUE の付与または承認の申請(または TUE の更新)が認められると仮定してはならない。申請が許可される前の禁止物質または
禁止方法の使用、所持または投与は、すべて漕手自身の責任で行うものとする。 
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are any circumstances which are likely to affect the impartiality of the TUE 
decision. 

4.4.4.4 The TUEC shall promptly evaluate and decide upon the application in 
accordance with the relevant provisions of the International Standard for 
Therapeutic Use Exemptions and usually (i.e., unless exceptional 
circumstances apply) within no more than twenty-one (21) days of receipt of a 
complete application. Where the application is made in a reasonable time prior 
to an Event, the TUEC must use its best endeavours to issue its decision 
before the start of the Event. 

4.4.4.5 The TUEC decision shall be the final decision of World Rowing and may be 
appealed in accordance with Article 4.4.7. World Rowing TUEC decision shall 
be notified in writing to the Rower, and to WADA and other Anti-Doping 
Organisations in accordance with the International Standard for Therapeutic 
Use Exemptions. It shall also promptly be reported into ADAMS. 

4.4.4.6 If World Rowing (or the National Anti-Doping Organisation, where it has 
agreed to consider the application on behalf of World Rowing) denies the 
Rower’s application, it must notify the Rower promptly, with reasons. If World 
Rowing grants the Rower’s application, it must notify not only the Rower but 
also their National Anti-Doping Organisation. If the National Anti-Doping 
Organisation considers that the TUE granted by World Rowing does not meet 
the criteria set out in the International Standard for Therapeutic Use 
Exemptions, it has twenty-one (21) days from such notification to refer the 
matter to WADA for review in accordance with Article 4.4.7. 

If the National Anti-Doping Organisation refers the matter to WADA for  
review, the TUE granted by World Rowing remains valid for internationallevel Competition and Out-
of-Competition Testing (but is not valid for national-level Competition) pending WADA’s decision. If 
the National AntiDoping Organisation does not refer the matter to WADA for review, the TUE 
granted by World Rowing becomes valid for national-level Competition as well when the twenty-one 
(21) day review deadline expires. 

4.4.5 Retroactive TUE Applications 
If World Rowing chooses to collect a Sample from a Rower who is not an 
InternationalLevel Rower or a National-Level Rower, and that Rower is Using 
a Prohibited Substance or Prohibited Method for therapeutic reasons, World 
Rowing must permit that Rower to apply for a retroactive TUE. 

4.4.6 Expiration, Withdrawal or Reversal of a TUE 
4.4.6.1 A TUE granted pursuant to these Anti-Doping Bye-Laws: (a) shall 

expire automatically at the end of any term for which it was granted, 
without the need for any further notice or other formality; (b) will be 
withdrawn if the Rower does not promptly comply with any 
requirements or conditions imposed by the TUEC upon grant of the 
TUE; (c) may be withdrawn by the TUEC if it is subsequently 
determined that the criteria for grant of a TUE are not in fact met; or 
(d) may be reversed on review by WADA or on appeal. 

4.4.6.2 In such event, the Rower shall not be subject to any Consequences 
based on their Use or Possession or Administration of the Prohibited 
Substance or Prohibited Method in question in accordance with the 
TUE prior to the effective date of expiry, withdrawal, or reversal of the 
TUE. The review pursuant to Article 5.1.1.1 of the International 
Standard for Results Management of an Adverse Analytical Finding, 
reported shortly after the TUE expiry, withdrawal 

議長は TUEC の公平性に影響を与える可能性のある状況がある場合、メン
バーを務めることはできない。 

4.4.4.4TUEC は、「治療使用特例に関する国際基準」に基づき、申請書を受領して
から通常 21 日以内（例外的な場合を除く）に、速やかに審査・判断を行うも
のとする。大会開催前の合理的な期間に申請がなされた場合、TUEC は大会開始前

に決定を下すように最善の努力をしなければならない。 

4.4.4.5TUECの判断は、ワールドローイングの最終決定とし、4.4.7に従って不服申立
てを行うことができる。ワールドローイング TUEC の決定は、「治療使用特例に
関する国際基準」に従い、漕手、WADA および他のアンチドーピング機関に
書面で通知されるものとする。また、ADAMS にも速やかに報告されるものと
する。 

4.4.4.6 ワールドローイング(または国内アンチドーピング機関がワールドローイングに代わって申

請を検討することに同意した場合)は、漕手の申請を拒否する場合、理由を添えて速
やかに漕手に通知しなければならない。ワールドローイングが漕手の申請を認めた場
合、ワールドローイングは漕手のみならず、漕手の国内アンチドーピング機関にも通知し
なければならない。国内アンチドーピング機関が、ワールドローイングが付与した TUE が
「治療使用特例に関する国際基準」に定められた基準を満たしていないと考えた場
合、当該通知から 21 日以内に、4.4.7 に従って審査のために WADA に問題を照会す
ることができる。 

国内アンチドーピング機関が問題をWADAに照会した場合、ワールドローイングが付与したTUE
は、WADA の判断が出るまで、国際レベルの競技会および競技会外の検査に対して有効であ
る（ただし、国内レベルの競技会に対しては有効ではない）。国内アンチドーピング機関が問題
を WADA に照会しない場合には、21 日間の審査期限が経過した時点で、ワールドローイング
が付与した TUE は国内レベルの競技会においても有効となる。 

4.4.5 遡及 TUE 申請 
ワールドローイングが国際レベルの漕手または国内レベルでない漕手から検
体を採取する場合において、当該漕手が治療目的のために禁止物質または
禁止方法を使用しているときには、ワールドローイングは当該漕手につき遡及
的 TUE を申請することを許可しなければならない。 

4.4.6TUE の期限切れ、撤回、取消し 
4.4.6.1 本アンチドーピング細則に従って付与された TUE は、以下のとおりとする。

(b) 付与された機関の終了時に、それ以上の通知またはその他の形式を
必要とせずに、自動的に失効するものとする。 (c) TUE の付与基準が実際
には満たされていないことが後に判明した場合には、TUEC によって撤回さ
れることがある。(d)WADA による審査または不服申立てにより取り消される
ことがある。 

4.4.6.2 この場合、漕手は、TUE の満了、撤回または取消しの発効日以前
に、TUE に基づいて問題となっている禁止物質または禁止方法を
使用または所持または投与したことに基づくいかなる結果も受ける
ことはない。TUE の満了、撤回、または取消しの直後に報告され
た、違反した分析所見の結果管理に関する国際基準の 5.1.1.1 に
基づくレビューにより、 
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or reversal, shall include consideration of whether such finding is 
consistent with Use of the Prohibited Substance or Prohibited Method 
prior to that date, in which event no anti-doping rule violation shall be 
asserted. 

4.4.7 Reviews and Appeals of TUE Decisions 
4.4.7.1 WADA must review World Rowing’s decision not to recognise a TUE 

granted by the National Anti-Doping Organisation that is referred to 
WADA by the Rower or the Rower’s National Anti-Doping 
Organisation. In addition, WADA must review World Rowing’s 
decision to grant a TUE that is referred to WADA by the Rower’s 
National Anti-Doping Organisation. WADA may review any other TUE 
decisions at any time, whether upon request by those affected or on 
its own initiative. If the TUE decision being reviewed meets the criteria 
set out in the International Standard for Therapeutic Use Exemptions, 
WADA will not interfere with it. If the TUE decision does not meet 
those criteria, WADA will reverse it.22 

4.4.7.2 Any TUE decision by World Rowing (or by a National Anti-Doping 
Organisation where it has agreed to consider the application on behalf 
of World Rowing) that is not reviewed by WADA, or that is reviewed 
by WADA but is not reversed upon review, may be appealed by the 
Rower and/or the Rower’s National Anti-Doping Organisation, 
exclusively to CAS.23 

4.4.7.3 A decision by WADA to reverse a TUE decision may be appealed by the 
Rower, the National Anti-Doping Organisation and/or World Rowing, exclusively 
to CAS. 

4.4.7.4 A failure to render a decision within a reasonable time on a properly submitted 
application for grant/recognition of a TUE or for review of a TUE decision shall 
be considered a denial of the application thus triggering the applicable rights of 
review/appeal. 

TUE の満了、撤回、または取消しの直後に報告される場合、そのような所見がその日
付より前の禁止物質または禁止方法の使用と一致するかどうかの考慮が含まれるもの
とする。その場合、アンチドーピング規則違反は主張されないものとする。 

4.4.7TUE 決定のレビューと不服申立て 
4.4.7.1WADA は、漕手または漕手の国内アンチドーピング機関から回付されたワー

ルドローイングによる TUE 不承認決定について審査しなければならない。さら
に、WADA は漕手の国内アンチドーピング機関から回付されたワールドローイ
ングの TUE 付与決定も審査しなければならない。WADA は、影響を受ける者
の要請または独自の判断により、いつでもその他の TUE 決定を審査すること
ができる。審査されている TUE 決定が「治療使用特例に関する国際基準」に
定められる基準を充足する場合には、WADA はこれに干渉しない。当該 TUE
決定がこれらの基準を充足していない場合には、WADA はこれを取り消す。
22 

4.4.7.2WADA が審査しなかった、または WADA が審査の結果、取り消さなかったワ
ールドローイング（または国内アンチドーピング機関がワールドローイングに代
わって当該申請を検討する旨を合意した場合には、国内アンチドーピング機
関）による TUE 決定について、漕手および／または漕手の国内アンチドーピン
グ機関は CAS に対してのみ不服申立てを提起することができる。23 

4.4.7.3TUE 決定を取り消す旨の WADA の決定に対しては、これにより影響を受ける
漕手、国内アンチドーピング機関および／またはワールドローイングによって、
CAS に対してのみ不服申立てを行うことができる。 

4.4.7.4TUE の付与／承認または TUE 決定の審査を求める、適切に提出された申請
に対して、合理的な期間内に判断を下さなかった場合には、当該申請は却
下され、よって適用される審査／不服申立ての権利が発動されるものとされ
る。 

ARTICLE 5 TESTING AND INVESTIGATIONS 
5.1 Purpose of Testing and Investigations24 

5.1.1 Testing and investigations may be undertaken for any anti-doping purpose. 
They shall be conducted in conformity with the provisions of the International 
Standard for Testing and Investigations and the eventual specific protocols 
of World Rowing supplementing that International Standard. 

5.1.2 Testing shall be undertaken to obtain analytical evidence as to whether the 
Rower has violated Article 2.1 (Presence of a Prohibited Substance or its 
Metabolites or Markers in a Rower’s Sample) or Article 2.2 (Use or 
Attempted Use by a Rower of a Prohibited Substance or a Prohibited 
Method). 

第 5 条 検査およびドーピング調査 

5.1 検査およびドーピング調査の目的 24 
5.1.1 検査およびドーピング調査は、いかなるアンチドーピングの目的のためにも行われうる。

検査およびドーピング調査は、検査およびドーピング調査に関する国際基準および当
該国際基準を補完するワールドローイングの最終的な特定のプロトコルの規定に準
拠して実施されなければならない。 

5.1.2 検査は、漕手が 2.1（漕手の検体における禁止物質またはその代謝物もしくはマーカ
ーが存在すること）または 2.2（漕手が禁止物質もしくは禁止方法を使用することまた
はその使用を企てること）に違反したか否かに関する分析証拠を得るために行われ
るものとする。 

22 [Comment to Article 4.4.7.1: WADA shall be entitled to charge a fee to cover the costs of: (a) any review it is required 
to conduct in accordance with Article 4.4.7; and (b) any review it chooses to conduct, where the decision being 
reviewed is reversed.] 

23 [Comment to Article 4.4.7.2: In such cases, the decision being appealed is the World Rowing’s TUE decision, not 
WADA’s decision not to review the TUE decision or (having reviewed it) not to reverse the TUE decision. However, 
the time to appeal the TUE decision does not begin to run until the date that WADA communicates its decision. In any 
event, whether the decision has been reviewed by WADA or not, WADA shall be given notice of the appeal so that it 
may participate if it sees fit.] 

24 [Comment to Article 5.1: Where Testing is conducted for anti-doping purposes, the analytical results and data may be 
used for other legitimate purposes under the Anti-Doping Organisation’s rules. See, e.g., Comment to Article 23.2.2 of 
the Code.] 

22 4.4.7.1 の解説：WADA は、(a)4.4.7 に基づき TUE の審査の実施が義務づけられるとき、および(b)審査されている決定が取り消さ
れた場合において独自に審査を行うときに、その費用をカバーするために、手数料を課す権利を有する。 

23 4.4.7.2 の解説：かかる場合において、不服申立ての対象となっている決定は、ワールドローイングの TUE 決定であり、TUE 決定を
審査せず、または（審査の上）取り消さない旨の WADA の決定ではない。ただし、TUE 決定に対する不服申立期間は、WADA が
その決定を通知した日から開始する。いずれにせよ、当該決定が WADA により審査されたか否かを問わず、WADA は当該不服
申立ての通知を受け、適切と判断する場合には、当該不服申立てに参加することができる。 

24 5.1 の解説：調査がアンチドーピングの目的で行われる場合には、分析結果およびデータは、 アンチドーピング機関の規則に基づ
く他の正当な目的のために使用することができる。例えば、23.2.2 の解説を参照すること。 
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5.2 Authority to Test 
5.2.1 Subject to the limitations for Event Testing set out in Article 5.3, World Rowing 

shall have In-Competition and Out-of-Competition Testing authority over all 
Rowers specified in the Introduction to these Anti-Doping Bye-Laws (Section 
“Scope of these Anti-Doping Bye-Laws”). 

5.2.2 World Rowing may require any Rower over whom it has Testing authority 
(including any Rower serving a period of Ineligibility) to provide a Sample at 
any time and at any place.25 

5.2.3 WADA shall have In-Competition and Out-of-Competition Testing authority as 
set out in Article 20.7.10 of the Code. 

5.2.4 If World Rowing delegates or contracts any part of Testing to a National Anti-
Doping Organisation directly or through a Member Federation, that National 
Anti-Doping Organisation may collect additional Samples or direct the 
laboratory to perform additional types of analysis at the National Anti-Doping 
Organisation’s expense. If additional Samples are collected or additional 
types of analysis are performed, World Rowing shall be notified. 

5.3 Event Testing 
5.3.1 Except as otherwise provided below, only a single organisation shall have 

authority to conduct Testing at Event Venues during an Event Period. At 
International Events, World Rowing (or other international organisation which 
is the ruling body for an Event) shall have authority to conduct Testing. At 
National Events, the National AntiDoping Organisation of that country shall 
have authority to conduct Testing. At the request of World Rowing (or other 
international organisation which is the ruling body for an Event), any Testing 
during the Event Period outside of the Event Venues shall be coordinated 
with World Rowing (or the relevant ruling body of the Event). 

5.3.2 If an Anti-Doping Organisation, which would otherwise have Testing authority 
but is not responsible for initiating and directing Testing at an Event, desires 
to conduct Testing of Rowers at the Event Venues during the Event Period, 
the Anti-Doping Organisation shall first confer with World Rowing (or other 
international organisation which is the ruling body of the Event) to obtain 
permission to conduct and coordinate such Testing. If the Anti-Doping 
Organisation is not satisfied with the response from World Rowing (or other 
international organisation which is the ruling body of the Event), the Anti-
Doping Organisation may, in accordance with the procedures described in the 
International Standard for Testing and Investigations, ask WADA for 
permission to conduct Testing and to determine how to coordinate such 
Testing. WADA shall not grant approval for such Testing before consulting with and 
informing World Rowing (or other international organisation which is the ruling body for 
the Event). WADA’s decision shall be final and not subject to appeal. Unless otherwise 
provided in the authorisation to conduct Testing, such tests shall be considered Out-of-
Competition tests. Results Management  

5.2 検査を行う権限 
5.2.1 5.3 に定める競技会検査の制限を条件として、ワールドローイングは、アンチドーピング

細則のイントロダクション（「アンチドーピング細則の範囲」の項）に記載されたすべての
漕手に対して、競技会検査および競技会外検査の権限を有する。 

5.2.2 ワールドローイングは、検査権限を有する漕手（資格停止期間中の漕手を含
む）に対し、いつでも、どこでも、検体の提供を要求することができる。25 

5.2.3WADA は、20.7.10 に定めるとおり、競技会（時）および競技会外の検査権限
を有するものとする。 

5.2.4 ワールドローイングまたは主要競技大会機関が検査の一部を直接または加盟国協会

を経由して国内アンチドーピング機関に委託、または、請け負わせる場合には、当該
国内アンチドーピング機関は、追加の検体を採取し、もしくは国内アンチドーピング機
関の費用負担において追加の種類の分析を行うよう分析機関に指示を与えることが
できる。追加の検体が採取され、または、追加の種類の分析が行われた場合には、
ワールドローイングまたは主要競技大会機関はその旨の通知を受けるものとする。 

5.3 競技大会時の検査 
5.3.1 別途下記に定める場合を除き、単一の機関のみが、競技大会の期間中に競技大会

会場において検査を行う権限を有するものとする。国際競技大会では、当該競技大
会の所轄組織であるワールドローイング（または競技会の裁定機関である他の国際機
関）が検査を行う権限を有する。国内競技大会では、当該国の国内アンチドーピング
機関が検査を行う権限を有する。ワールドローイング(または競技会の関連裁定機関)
の要請に基づき、競技大会の期間中における競技大会会場の外での検査の実施
は、ワールドローイング(または競技会の裁定機関)と連携して行われるものとする。 

5.3.2 検査権限を有するが、競技大会において検査を主導し、指示する責任を負わないア
ンチドーピング機関が、競技大会の期間中に競技大会会場にて漕手の検査の実施を
希望する場合には、当該アンチドーピング機関は当該検査を実施し、調整するための
許可を取得するため、まず、ワールドローイング（または競技会の決定機関であるその
他の国際機関）と所轄組織と協議するものとする。もし、アンチドーピング機関が、ワー
ルドローイング（または競技会の決定機関であるその他の国際機関）からの回答に満
足しない場合には、当該アンチドーピング機関は「検査およびドーピング調査に関する
国際基準」に規定された手続きに従い、検査を実施し、調整するための方法を決定
することを許可するよう WADA に要請することができる。WADA は、当該検査の承認
をするに先立ち、事前にワールドローイング（または競技会の決定機関であるその他の
国際機関）と協議し、連絡を行わなければならない。WADA による決定は終局的なも
のとし、これに対し不服を申し立てることはできないものとする。別途検査権限が付与
された場合を除き、当該検査は競技会外の検査とみなされるものとする。 

25 [Comment to Article 5.2.2: World Rowing may obtain additional authority to conduct Testing by means 
of bilateral or multilateral agreements with other Signatories. Unless the Rower has identified a sixty 
(60) minute Testing window between the hours of 11:00 p.m. and 6:00 a.m., or has otherwise 
consented to Testing during that period, World Rowing will not test a Rower during that period unless it 
has a serious and specific suspicion that the Rower may be engaged in doping. A challenge to 
whether World Rowing had sufficient suspicion for Testing during this time period shall not be a 
defense to an anti-doping rule violation based on such test or attempted test.] 

25 5.2.2 の解説：署名当事者の間の二者間または多数当事者間合意の方法により、検査を実施する追加権限が
付与される場合がある。漕手が、以下に規定する時間内に 60 分間の検査時間枠を特定しない限り、または、別
途当該時間内に検査を受けることに同意しない限り、ワールドローイングは、午後 11 時から午前 6 時までの間に
漕手に検査を実施するのに先立ち、当該漕手がドーピングを行った旨の重大かつ具体的な疑義を有するべきで
ある。ワールドローイングが当該時間内に検査を実施するにあたり十分な疑義を有していなかったのではないかと
いう反論は、当該検査または検査の企てに基づくアンチドーピング規則違反に対する抗弁とはならないものとす
る。 
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for any such test shall be the responsibility of the Anti-Doping Organisation initiating the 
test unless provided otherwise in the rules of the ruling body of the Event.26 

5.3.3 Every organiser of World Rowing’s International Events must plan for Testing to take 
place and must ensure that, during the Event, the necessary facilities and Testing 
personnel are available, and the Testing procedures are correctly applied in accordance 
with the International Standard for Testing and Investigation and pursuant to instructions 
issued by World Rowing. 

5.3.4 At select World Rowing International Events, where World Rowing is the 
ruling body, World Rowing shall be responsible for coordinating Testing, in 
accordance with these Anti-Doping Bye-Laws. 

5.3.5 The overall costs of Testing and Sample analysis shall be borne by the 
organising committee and/or the host contracted by World Rowing where the 
Event or Competition is taking place. World Rowing may at its own discretion 
decide to take responsibility for those costs. In any event, World Rowing shall 
have the right to select or approve the Sample collection agency or laboratory 
for the Event or Competition 

当該検査の結果管理は、別途当該競技大会の所轄組織の規則に定める場合を除
き、当該検査を主導するアンチドーピング機関が、これにつき責任を負うものとする。26 

5.3.3 ワールドローイングの国際大会の主催者は、検査の実施を計画しなければならず、大
会期間中に、必要な施設および検査担当者を利用できるようにし、検査およびドーピ
ング調査に関する国際基準に従って、またワールドローイングからの指示に従って、検
査手順が正しく適用されるようにしなければならない。 

5.3.4 ワールドローイングが統治機関である一部のワールドローイング国際大会において、ワ
ールドローイングは、本アンチドーピング細則に従って検査を調整する責任を負うもの
とする。 

5.3.5 検査および検体分析の総費用は、大会または競技会が開催される組織委員会およ
び／またはワールドローイングが契約したホストが負担するものとする。ワールドローイ
ングは、自己の裁量により、これらの費用を負担することを決定することができる。い
かなる場合であっても、ワールドローイングは、大会または競技会のための検体採取
機関または分析機関を選択または承認する権利を有するものとする。 

5.4 Testing Requirements 
5.4.1 World Rowing shall conduct test distribution planning and Testing as required 

by the International Standard for Testing and Investigations. World Rowing 
shall develop and implement a plan that prioritises appropriately between 
disciplines, categories of Rowers, types of Testing, types of Samples 
collected, and types of Sample analysis. 

5.4.2 Where reasonably feasible, Testing shall be coordinated through ADAMS in order to 
maximise the effectiveness of the combined Testing effort and to avoid unnecessary 
repetitive Testing. 

5.4.3 At International Competitions or Events, World Rowing shall have the authority to 
determine the number and type of tests to be conducted.  

5.4 検査要件 
5.4.1 ワールドローイングは、「検査およびドーピング調査に関する国際基準」が要求するとお

り、検査配分計画および検査を行うものとする。ワールドローイングは、種目、漕手のカ
テゴリー、検査の種類、採取される検体の種類、および検体分析の種類の間で適切
な優先順位をつけた計画を策定し、実施するものとする。 

5.4.2 実行可能な場合には、検査は、検査に関する様々な取り組みを最大限に活用し、か
つ、無駄な検査の重複が無いように、ADAMS を通して調整されるものとする。 

5.4.3 国際的な大会や競技会では、ワールドローイングは、実施するテストの数や種類を決
定する権限を持つものとする。 

5.5 Rower Whereabouts Information 
5.5.1 World Rowing has established a Registered Testing Pool of those Rowers who are 

required to provide whereabouts information in the manner specified in the International 
Standard for Testing and Investigations and who shall be subject to Consequences for 
Article 2.4 violations as provided in Article 10.3.2. World Rowing shall coordinate with 
National Anti-Doping Organisations to identify such Rowers and to collect their 
whereabouts information. 

5.5.2 World Rowing shall make available through ADAMS a list which identifies those Rowers 
included in its Registered Testing Pool by name. World Rowing shall regularly review and 
update as necessary its criteria for including Rowers in its Registered Testing Pool, and 
shall periodically (but not less than quarterly) review the list of Rowers in its Registered 
Testing Pool to ensure that each listed Rower continues to meet the relevant criteria. 
Rowers shall be notified before they are included in the Registered Testing Pool and 
when they are removed from that pool. The notification shall contain the information set 
out in the International Standard for Testing and Investigations. 

5.5.3 Where a Rower is included in an international Registered Testing Pool by World Rowing 
and in a national Registered Testing Pool by their National Anti-Doping Organisation, the 
National Anti-Doping Organisation and World Rowing shall agree between 

5.5 漕手の居場所情報 
5.5.1 ワールドローイングにより登録検査対象者リストに含まれた漕手は、「検査およびドーピング調査に

関する国際基準」に定める方法により、居場所情報を提出するものとし、10.3.2 に定めるとおり、
2.4 の違反について措置の対象となるものとする。ワールドローイングは、居場所情報提出の対象
漕手の特定およびその居場所情報の収集を調整するものとする。 

5.5.2 ワールドローイングは、ADAMS を通して、登録検査対象者リストに含まれる漕手を名指しで特定す
るリストを利用可能なものとしなければならない。漕手は、登録検査対象者リストに含まれる前、そ
して除外される際にも、通知を受けるものとする。ワールドローイングは、その登録検査対象者に
漕手を含めるための基準を定期的に見直し、必要に応じて更新するものとし、また、登録検査対
象者のリストを定期的（ただし、四半期ごと以上）に見直して、リストアップされた各漕手が引き続き
関連基準を満たしていることを確認するものとする。通知には、検査およびドーピング調査に関す
る国際基準に記載された情報が含まれるものとする。 

5.5.3 漕手がワールドローイングによって国際検査対象者登録リストに含まれ、かつ、国内アンチドーピン
グ機関によって国内検査対象者登録リストに含まれる場合、国内アンチドーピング機関とワールド
ローイングとの間で合意するものとする。 

26 [Comment to Article 5.3.2: Before giving approval to a National Anti-Doping Organisation to initiate and conduct 
Testing at an International Event, WADA shall consult with the international organisation which is the ruling body for 
the Event. Before giving approval to an International Federation to initiate and conduct Testing at a National Event, 
WADA shall consult with the National Anti-Doping Organisation of the country where the Event takes place. The Anti-
Doping Organisation “initiating and directing Testing” may, if it chooses, enter into agreements with a Delegated Third 
Party to which it delegates responsibility for Sample collection or other aspects of the Doping Control process.] 

26 5.3.2 の解説：WADA は、国際競技大会において検査を主導し、実施する承認を国内アンチドーピング機関に付与するのに先立
ち、当該競技大会の所轄組織である国際機関と協議するものとする。WADA は、国内競技大会において検査を主導し、実施す
る承認を国際競技連盟に付与するのに先立ち、当該競技大会が開催される国の国内アンチドーピング機関と協議するものとす
る。「検査を主導し、指示する」アンチドーピング機関は、検体の採取その他ドーピングコントロールの手続きに関連する責任を委譲
する委託された第三者と合意を締結することもできる。 
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themselves which of them shall accept that Rower’s whereabouts filings; in no case shall 
a Rower be required to make whereabouts filings to more than one of them. 

5.5.4 In accordance with the International Standard for Testing and Investigations, each Rower 
in the Registered Testing Pool shall do the following: (a) advise World Rowing of his/her 
whereabouts on a quarterly basis; (b) update that information as necessary so that it 
remains accurate and complete at all times; and (c) make himself or herself available for 
Testing at such whereabouts. The ultimate responsibility for providing whereabouts 
information rests with each Rower. However, it shall be the responsibility of each Member 
Federation to use its best efforts to assist World Rowing in obtaining whereabouts 
information as requested by World Rowing. 

5.5.5 For purposes of Article 2.4, a Rower’s failure to comply with the requirements 
of the International Standard for Testing and Investigations shall be deemed a 
filing failure or a missed test, as defined in Annex B of the International 
Standard for Results Management, where the conditions set forth in Annex B 
are met. 

5.5.6 A Rower in World Rowing’s Registered Testing Pool shall continue to be subject to the 
obligation to comply with the whereabouts requirements set in the International Standard 
for Testing and Investigations unless and until (a) the Rower gives written notice to World 
Rowing that he or she has retired or (b) World Rowing has informed him or her that he or 
she no longer satisfies the criteria for inclusion in World Rowing’s Registered Testing 
Pool. 

5.5.7 Whereabouts information provided by a Rower while in the Registered Testing Pool will 
be accessible through ADAMS to WADA and to other Anti-Doping Organisations having 
authority to test that Rower as provided in Article 5.2. Whereabouts information shall be 
maintained in strict confidence at all times; it shall be used exclusively for purposes of 
planning, coordinating or conducting Doping Control, providing information relevant to the 
Athlete Biological Passport program or other analytical results, to support an investigation 
into a potential anti-doping rule violation, or to support proceedings alleging an anti-
doping rule violation; and shall be destroyed after it is no longer relevant for these 
purposes in accordance with the International Standard for the Protection of Privacy and 
Personal Information. 

5.5.8 World Rowing may, in accordance with the International Standard for Testing 
and Investigations, collect whereabouts information from Rowers who are not 
included within a Registered Testing Pool. If it chooses to do so, a Rower’s 
failure to provide requested whereabouts information on or before the date 
required by World Rowing or the Rower’s failure to provide accurate 
whereabouts information may result in the consequences defined in Article 
5.5.12 below. 

5.5.9 In accordance with the International Standard for Testing and Investigations, 
World Rowing may establish a Testing Pool and/or other pool, which includes 
Rowers who are subject to less stringent whereabouts requirements than 
Rowers included in World Rowing’s Registered Testing Pool. The collection of 
whereabouts and the inclusion of Rowers in the Testing Pool or other pool may 
be coordinated with the Member Federations and/or the National Anti-Doping 
Organisations and World Rowing may allocate the responsibility to collect 
whereabouts information from Rowers in the Testing Pool or other pool to the 
Rower’s Member Federation. 

5.5.10 World Rowing shall notify Rowers before they are included in the Testing Pool 
and when they are removed. Such notification shall include the whereabouts 
requirements and the consequences that apply in case of non-compliance, as 
indicated in Articles 5.5.11 and 5.5.12. 

しかし、いずれの場合も、複数の機関に所在情報を提供する必要はない。 
5.5.4 検査およびドーピング調査に関する国際基準に従い、登録検査対象者リストの各漕手

は、以下を行うものとする。(b)必要に応じてその情報を更新し、常に正確かつ完全な
情報を維持する。居場所の情報を提供する最終的な責任は、各漕手にある。しかし、
各加盟国協会は、ワールドローイングが要求する居場所情報の入手を支援するために
最善の努力を払う責任がある。 

5.5.5 2.4 との関係では、結果管理に関する国際基準の附則 B で定義されているとおり、附則
B に記載されている条件が満たされている場合には、漕手が検査およびドーピング調査
に関する国際基準の要求事項に従わなかった場合は、申告不履行または検査未了と
みなされる。 

5.5.6 ワールドローイングの検査対象者登録リストに登録されている漕手は、(a)当該漕手がワ
ールドローイングに対して引退したことを書面で通知するか、または(b)ワールドローイン
グが当該漕手がワールドローイングの検査対象者登録リストに含めるための基準をもは
や満たしていないことを通知しない限り、検査およびドーピング調査に関する国際基準
に定められている居場所に関する要件を遵守する義務を負い続けるものとする。 

5.5.7 漕手が登録検査対象者リストに含まれている間に提出する居場所情報は、ADAMS を
通して、5.2 に定める漕手に対する検査権限を有する WADA そして他のアンチドーピン
グ機関によりアクセス可能であるものとする。居場所情報は常に厳に機密として保持さ
れるものとし、専らドーピングコントロールを計画、調整、実行、そしてアスリートバイオロ
ジカルパスポートに関連する情報、その他分析結果を提供し、潜在的なアンチドーピン
グ規則違反に対するドーピング調査を支援し、または、アンチドーピング規則違反が行
われたと主張する手続きを支持する目的のためのみに使用されるものとし、これらの目
的のためにもはや不要となった場合には、「プライバシーおよび個人情報の保護に関す
る国際基準」に従い、破棄されるものとする。 

5.5.8 ワールドローイングは、「検査およびドーピング調査に関する国際基準」に従い、
登録検査対象者リストに含まれていない漕手から居場所情報を収集すること
ができる。ワールドローイングがこれを選択した場合、漕手が要求された居場
所情報をワールドローイングが要求した期日までに提供しなかった場合、また
は漕手が正確な居場所情報を提供しなかった場合、以下の 5.5.12 に規定さ
れた措置を賦課することがある。 

5.5.9「検査およびドーピング調査に関する国際基準」に従い、ワールドローイングは、ワールド

ローイング登録検査対象者に含まれる漕手よりも厳しい居場所の要求に従わない漕
手を含む検査対象者またはその他のプールを設立することができる。居場所の収集
および検査対象者またはその他のプールへの漕手の登録は、加盟国協会および／ま
たは国内アンチドーピング機関と調整することができ、また、ワールドローイングは、検査
対象者またはその他のプールに含まれる漕手からの居場所情報を収集する責任を、
その漕手の加盟国協会に割り当てることができる。 

5.5.10 ワールドローイングは、検査対象者に含まれる前に、また、検査対象者から
外される際に、漕手に通知するものとする。当該通知には、5.5.11 および
5.5.12 に示されているように、所在確認の要件および不遵守の場合に適用さ
れる結果が含まれるものとする。 
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5.5.11 Rowers included in the Testing Pool shall provide World Rowing at least with 
the following whereabouts information so that they may be located and 
subjected to Testing: 
a. An overnight address; 
b. Competition / Event schedule; and 
c. Regular training activities. 
Such whereabouts information should be filed in ADAMS to enable better Testing 
coordination with other Anti-Doping Organisations. 

5.5.12 A Rower’s failure to provide whereabouts information on or before the date 
required by World Rowing or the Rower’s failure to provide accurate 
whereabouts information might result in World Rowing elevating the Rower to 
World Rowing’s Registered Testing Pool and additional appropriate and 
proportionate non-Code Article 2.4 consequences, established by World 
Rowing if any. 

5.5.13 Each Member Federation must provide to World Rowing by email, training camp 
whereabouts forms as set out hereunder. The completed summary training camp form, 
main training location form and where possible, the individual training camp forms for its 
national teams, as well as any other information requested by World Rowing, should be 
submitted to the World Rowing Headquarters quarterly by 31 December, 31 March, 30 
June and 30 September for each subsequent quarter. These forms shall set out the 
dates and venues of the camps, main training locations and must also list the Rowers 
training at these locations. The individual training camp forms must be completed and 
received by no later than two weeks before the start of any above reported training 
camp. It is the responsibility of the Member Federation to update this information so that 
the information received by World Rowing is timely, accurate and complete at all times. 
This information will be used to conduct Out-of-Competition Testing. Failure to submit 
complete timely quarterly whereabouts information or any changes thereto may result in 
sanctions being imposed on the Member Federation including without limitation in 
accordance with Article 12 of these Anti-Doping Bye-Laws. 

5.5.11 検査対象者に含まれる漕手は、少なくとも以下の所在情報をワールドローイングに提
供し、その所在を突き止めて検査を受けることができるようにするものとする。 
a.夜間の住所。 
b.競技・大会のスケジュール、および 
c.定期的なトレーニング活動。 
このような所在情報は、他のアンチドーピング機関とのより良い検査調整を可能にするために、
ADAMS に提出されるべきである。 

5.5.12 ワールドローイングが要求する期日までに所在情報を提供しなかった場合、または正
確な所在情報を提供しなかった場合、ワールドローイングは当該漕手をワールドローイ
ングのテストプール登録者に昇格させ、規程 2.4 以外の適切かつ相応の結果をもたら
す可能性がある（もしあれば、ワールドローイングが定める）。 

5.5.13 各加盟国協会は、以下のようなトレーニングキャンプの所在確認フォームを電子メー
ルでワールドローイングに提供しなければならない。記入されたトレーニングキャンプ概
要書、メイントレーニングロケーション書式、可能な場合はナショナルチームの個別トレ
ーニングキャンプ書式、およびワールドローイングが要求するその他の情報は、四半期
ごとに 12 月 31 日、3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日までにワールドローイング本
部に提出しなければならない。これらのフォームには、合宿の日付と会場、主なトレー
ニング場所が記載され、これらの場所でトレーニングする漕手も記載されなければな
らない。個々のトレーニングキャンプフォームは、上記で報告されたトレーニングキャン
プの開始日の 2 週間前までに記入して受け取らなければならない。ワールドローイング
が受け取る情報が常にタイムリーで正確かつ完全なものとなるよう、この情報を更新
することは加盟国協会の責任です。この情報は、競技会外の検査を行うために使用さ
れる。四半期ごとに完全な居場所情報を提出しなかった場合、またはその変更を行
わなかった場合、本アンチドーピング細則第 12 条に基づく制裁措置を含むがこれに
限定されない罰則措置が加盟国協会に課されることがある。 

5.6 Retired Rowers Returning to Competition 
5.6.1 If an International-Level Rower or National-Level Rower in World Rowing’s 

Registered Testing Pool retires and then wishes to return to active participation 
in sport, the Rower shall not compete in International Events or National 
Events until the Rower has made himself or herself available for Testing, by 
giving six (6) months prior written notice to World Rowing and their National 
Anti-Doping Organisation.WADA, in consultation with World Rowing and the 
Rower’s National Anti-Doping Organisation, may grant an exemption to the six 
(6) month written notice rule where the strict application of that rule would be 
unfair to the Rower. This decision may be appealed under Article 13.27 Any 
competitive results obtained in violation of this Article 5.6.1 shall be 
Disqualified unless the Rower can establish that he or she could not have 
reasonably known that this was an International Event or a National Event. 

5.6.2 If a Rower retires from sport while subject to a period of Ineligibility, the Rower 
must notify the Anti-Doping Organisation that imposed the period of Ineligibility 
in writing of such retirement. If the Rower then wishes to return to active 
competition in sport, the Rower shall not compete in International Events or 
National Events until the Rower  

5.6 引退した漕手の競技への復帰 
5.6.1 登録検査対象者リストに含まれる国際レベルの漕手または国内レベルの漕手が引退

し、その後競技へ現役復帰しようとする場合には、当該漕手は、ワールドローイングお
よびその国内アンチドーピング機関に対し、6 か月前に事前の書面による通知をし、検
査を受け入れられるようにするまで、国際競技大会または国内競技大会において競
技してはならないものとする。 
WADA は、ワールドローイングおよび国内アンチドーピング機関と協議の上、6 か月前の事前の書
面による通知の要件の厳格な適用が漕手にとって不公平である場合には、その通知要件を適
用しないことができる。当該決定に対しては、13.27 に基づき、不服申立てを提起することができ
る。5.6.1 に違反して得られた競技成績は失効するものとする。ただし、漕手が、これが国際競技
大会または国内競技大会であることを自己が合理的に知ることができなかったことを立証するこ
とができた場合には、この限りではない。 

5.6.2 漕手が資格停止期間中に競技から引退する場合には、当該漕手は、資格停止期間を
賦課したアンチドーピング機関に対し、当該引退について書面で通知しなければなら
ない。漕手がその後競技へ現役復帰しようとする場合には、当該漕手は、ワールドロ
ーイングおよび国内アンチドーピング機関に対し、6 か月前に事前の書面による通知 

27 [Comment to Article 5.6.1: WADA has developed a protocol and exemption application form that Rowers must use to 
make such requests, and a decision template that the International Federations must use. Both documents are 
available on WADA’s website at https://www.wada-ama.org.] 

27 5.6.1 の解説：WADA は、漕手がそのような要求をするために使用しなければならないプロトコルと免除申請書、および国際連盟
が使用しなければならない決定テンプレートを作成した。両文書は、WADA のウェブサイト（https://www.wada-ama.org）で入手
可能である。 
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has made himself or herself available for Testing by giving six (6) months prior 
written notice (or notice equivalent to the period of Ineligibility remaining as of 
the date the Rower retired, if that period was longer than six (6) months) to 
World Rowing and to their National Anti-Doping Organisation. 

（または当該漕手の引退した日において残存する資格停止期間が 6 か月を超える場
合、当該残存期間に相当する期間前の通知）をし、検査を受けられるようにするま
で、国際競技大会または国内競技大会において競技してはならないものとする。 

5.7 Independent Observer Program 
World Rowing and the organising committees for World Rowing’s Events, as well as 
the Member Federations and the organising committees for National Events, shall 
authorise and facilitate the Independent Observer Program at such Events. 

5.7 独立オブザーバープログラム 
ワールドローイングおよびワールドローイングの大会の組織委員会、ならびに加盟国
協会および国内大会の組織委員会は、当該大会における独立オブザーバープロ
グラムを承認し、促進するものとする。 

ARTICLE 6 ANALYSIS OF SAMPLES 
Samples shall be analysed in accordance with the following principles: 

6.1 Use of Accredited, Approved Laboratories and Other Laboratories 
6.1.1 For purposes of directly establishing an Adverse Analytical Finding under 

Article 2.1, Samples shall be analysed only in WADA-accredited laboratories or 
laboratories otherwise approved by WADA. The choice of the WADA-
accredited or WADA-approved laboratory used for the Sample analysis shall 
be determined exclusively by World Rowing. 28 

6.1.2 As provided in Article 3.2, facts related to anti-doping rule violations may be 
established by any reliable means. This would include, for example, reliable 
laboratory or other forensic testing conducted outside of WADA-accredited or 
approved laboratories. 

第６条 検体の分析 
検体は、次に掲げる原則に従って分析されるものとする。 

6.1 認定分析機関、承認分析機関その他の分析機関の使用 

6.1.1 2.1 に基づき違反が疑われる分析報告を直接立証する目的において、検体
は、WADA 認定分析機関、または WADA により承認されたその他の分析機関
によってのみ分析される。検体分析のために使用される WADA 認定分析機関
または WADA 承認分析機関の選択は、ワールドローイングのみが決定するもの
とする。28 

6.1.2 3.2 に定めるとおり、アンチドーピング規則違反に関連する事実は、いかなる信頼のおけ

る方法によっても立証することができる。これには、例えば、WADA認定分析機関または
承認分析機関の外で、信頼のおける分析機関その他法医学の検査が含まれる。 

6.2 Purpose of Analysis of Samples and Data 
Samples and related analytical data or Doping Control information shall be analysed 
to detect Prohibited Substances and Prohibited Methods identified on the Prohibited 
List and other substances as may be directed by WADA pursuant to the monitoring 
program described in Article 4.5 of the Code, or to assist World Rowing in profiling 
relevant parameters in a Rower’s urine, blood or other matrix, including for DNA or 
genomic profiling, or for any other legitimate anti-doping purpose.29 

6.2 検体およびデータ分析の目的 
検体および関連する分析データまたはドーピングコントロール情報の分析は、禁止表において
特定されている禁止物質および禁止方法の検出ならびに 4.5 に従って WADA が定めるその
他の物質の検出、アンチドーピング機関が、漕手の尿、血液もしくはその他の基質に含まれる
関係するパラメーターについて、DNA 検査およびゲノム解析を含む検査実施の支援またはそ
の他正当なアンチドーピング上の目的のために行われるものとする。29 

6.3 Research on Samples and Data 
Samples, related analytical data and Doping Control information may be used for 
anti-doping research purposes, although no Sample may be used for research 
without the Rower’s written consent. Samples and related analytical data or Doping 
Control information used for research purposes shall first be processed in such a 
manner as to prevent Samples and related analytical data or Doping Control 
information being traced back to a particular Rower. Any research involving Samples 
and related analytical data or Doping Control information shall adhere to the 
principles set out in Article 19 of the Code.30 

6.3 検体およびデータの研究 
漕手から書面による同意を得ない限り、研究目的のために検体を使用することはできないも
のの、検体、関連する分析データおよびドーピングコントロール情報は、アンチドーピング研究
目的でこれを使用することができる。研究目的で使用される検体、関連する分析データまた
はドーピングコントロール情報は、まず、検体、関連する分析データまたはドーピングコントロー
ル情報から特定の漕手にたどり着くことができない方法で処理されるものとする。検体および
関連する分析データまたはドーピングコントロール情報に関する研究は、規程第 19 条に定め
る原則に従うものとする。30 

28 [Comment to Article 6.1: Violations of Article 2.1 may be established only by Sample analysis performed by a 
WADAaccredited laboratory or another laboratory approved by WADA. Violations of other Articles may be established 
using analytical results from other laboratories so long as the results are reliable.] 

29 [Comment to Article 6.2: For example, relevant Doping Control-related information could be used to direct Target 
Testing or to support an anti-doping rule violation proceeding under Article 2.2, or both.] 

30 [Comment to Article 6.3: As is the case in most medical or scientific contexts, use of Samples and related information 
for quality assurance, quality improvement, method improvement and development or to establish reference 
populations is not considered research. Samples and related information used for such permitted non-research 
purposes must also first be processed in such a manner as to prevent them from being traced back to the particular 
Rower, having due regard to the principles set out in Article 19 of the Code, as well as the requirements of the 
International Standard for Laboratories and International Standard for the Protection of Privacy and Personal 
Information.] 

28 6.1 の解説：2.1 に対する違反は、WADA 認定分析機関または WADA によって承認された他の分析機関による検体の分析のみ
により証明される。かかる条項以外の条項に対する違反については、その他の分析機関の分析結果であっても、その結果が信頼
に足りる限り、その違反の証明に用いることができる。 

29 6.2 の解説：例えば、関係するドーピングコントロール関連情報は、特定対象検査を実施するため、もしくは 2.2 に基づくアンチドー
ピング規則違反を裏づけるため、 または、その双方のために使用されうる。 

30 6.3 の解説：多くの医療上または科学的な文脈でみられるように、品質保証、品質改善、方法の改善および開発、または参照集
団を確立するための、検体および関連情報の使用は、研究とはみなされない。このような、許可された研究以外の目的のために
使用される検体および関連情報も、まず、規程第 19 条に定める原則、ならびに「分析機関に関する国際基準」および「プライバ
シーおよび個人情報の保護に関する国際基準」の要件を尊重した上で、そこから特定の漕手にたどり着くことができない方法で処
理されなければならない。 
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6.4 Standards for Sample Analysis and Reporting 
In accordance with Article 6.4 of the Code, World Rowing shall ask laboratories to analyse 
Samples in conformity with the International Standard for Laboratories and Article 4.7 of the 
International Standard for Testing and Investigations. 
Laboratories at their own initiative and expense may analyse Samples for Prohibited 
Substances or Prohibited Methods not included on the standard Sample analysis menu, or as 
requested by World Rowing. Results from any such analysis shall be reported to World 
Rowing and have the same validity and Consequences as any other analytical result.31 

6.4 検体分析および報告の基準 
規程 6.4 に従って、ワールドローイングは、「分析機関に関する国際基準」、および「検査およびドーピン
グ調査に関する国際基準」の 4.7 に準拠して検体の分析を行うよう分析機関に依頼する。 
分析機関は、独自の判断および費用負担において、標準的な検体分析項目に含まれていない禁止物
質または禁止方法を検出する目的で、または、検体の採取を手動し、指示したワールドローイングの要
求するとおりに、検体を分析することができる。このような分析の結果は、ワールドローイングに報告され
るものとし、その他のすべての分析結果と同様に有効性であり、措置が課されるものとする。31 

6.5 Further Analysis of a Sample Prior to or During Results Management 
There shall be no limitation on the authority of a laboratory to conduct repeat or additional 
analysis on a Sample prior to the time World Rowing notifies a Rower that the Sample is the 
basis for an Article 2.1 anti-doping rule violation charge. If after such notification World 
Rowing wishes to conduct additional analysis on that Sample, it may do so with the consent 
of the Rower or approval from a hearing body. 

6.5 結果管理の前またはその他間における検体の更なる分析 
ワールドローイングが漕手に対し、検体が、2.1 のアンチドーピング規則違反の責任追及の根拠であると
通知する前に、分析機関が検体について繰り返しまたは追加の分析を行う権限には制限がないものと
する。ワールドローイングが、当該通知の後に当該検体について追加の分析を行うことを希望する場合
には、ワールドローイングは、漕手の同意または聴聞機関の承認をもってこれを行うことができる。 

6.6 Further Analysis of a Sample After it has been Reported as Negative or 
has Otherwise not Resulted in an Anti-Doping Rule Violation Charge 
After a laboratory has reported a Sample as negative, or the Sample has not 
otherwise resulted in an anti-doping rule violation charge, it may be stored and 
subjected to further analyses for the purpose of Article 6.2 at any time exclusively 
at the direction of either the Anti-Doping Organisation that initiated and directed 
Sample collection or WADA. Any other Anti-Doping Organisation with authority to 
test the Rower that wishes to conduct further analysis on a stored Sample may do 
so with the permission of the Anti-Doping Organisation that initiated and directed 
Sample collection or WADA, and shall be responsible for any follow-up Results 
Management. Any Sample storage or further analysis initiated by WADA or another 
Anti-Doping Organisation shall be at WADA’s or that organisation’s expense. 
Further analysis of Samples shall conform with the requirements of the 
International Standard for Laboratories. 

6.6 検体が陰性と報告された後、または別途アンチドーピング規則違反の責任追及の
結果に至らなかった後の、検体の更なる分析 
分析機関が検体を陰性と報告した後、または当該検体がアンチドーピング規則違
反の責任追及の結果に至らなかった後に、当該検体は、6.2 の目的のため、検体
の採取を主導し、指示したアンチドーピング機関または WADA のいずれかの指示
があった場合に限り、いつでも保管され、更なる分析の対象とされる場合がある。
保管された検体について更なる分析を行うことを希望する漕手を検査する権限を有する他
のアンチドーピング機関は、検体の採取を主導し、指示したアンチドーピング機関または
WADA の許可をもってこれを行うことができ、追加の結果管理について責任を負うものとす
る。WADA または他のアンチドーピング機関の主導による検体の保管または更なる分析は、
WADA または当該機関の費用負担によるものとする。検体の更なる分析は、「分析機関に
関する国際基準」の要件に適合するものとする。 

6.7 Split of A or B Sample 
Where WADA, an Anti-Doping Organisation with Results Management authority, and/or a 
WADA-accredited laboratory (with approval from WADA or the Anti-Doping Organisation with 
Results Management authority) wishes to split an A or B Sample for the purpose of using the 
first part of the split Sample for an A Sample analysis and the second part of the split Sample 
for confirmation, then the procedures set forth in the International Standard for Laboratories 
shall be followed 

6.7 A 検体または B 検体の分割 
WADA、結果管理について権限を有するアンチドーピング機関、および／または（WADA もし
くは結果管理について権限を有するアンチドーピング機関の承認を取得した）WADA 認定分
析機関が、分割された検体の第一の部分を A 検体分析に使用し、分割された検体の第二
の部分を確認のために使用する目的で A 検体または B 検体を分割することを希望する場
合には、「分析機関に関する国際基準」に定める手続きが遵守されるものとする。 

6.8 WADA’s Right to Take Possession of Samples and Data 
WADA may, in its sole discretion at any time, with or without prior notice, take 
physical possession of any Sample and related analytical data or information in the 
possession of a laboratory or Anti-Doping Organisation. Upon request by WADA, 
the laboratory or Anti-Doping Organisation in possession of the Sample or data 
shall immediately grant access to and enable WADA to take physical possession of 
the Sample or data. If WADA has not provided prior notice to the laboratory or Anti-
Doping Organisation before taking possession of a Sample or data, it shall provide 
such notice to the laboratory and each Anti-Doping Organisation whose Samples or 
data have been taken by WADA within a reasonable time after taking possession. 
After analysis and any investigation of a seized Sample or data, WADA may direct 
another Anti-Doping Organisation  

6.8 検体およびデータを保有する WADA の権利 
WADA は、いつでも単独の裁量により、事前の通知を行うか否かにかかわらず、分析機関ま
たはアンチドーピング機関が保有する検体および関連分析データまたは情報を物理的に入
手することができる。WADA が要求した場合には、検体またはデータを保有している分析機
関またはアンチドーピング機関は、WADA が直ちに検体またはデータにアクセスし、当該検体または

データを物理的に入手することができるようにするものとする。WADA が検体またはデータを入手する前
に分析機関またはアンチドーピング機関に事前の通知を行わなかった場合には、WADA は入手した後
合理的な時間内に、WADA が入手した検体またはデータを有していた分析機関および各アンチドーピン
グ機関に対し当該通知を行うものとする。潜在的なアンチドーピング規則違反が発見された場合には、
獲得された 

31 [Comment to Article 6.4: The objective of this Article is to extend the principle of “Intelligent Testing” to the Sample 
analysis menu so as to most effectively and efficiently detect doping. It is recognised that the resources available to 
fight doping are limited and that increasing the Sample analysis menu may, in some sports and countries, reduce the 
number of Samples which can be analysed.] 

31 6.4 の解説：本項の目的は、検体分析項目に「インテリジェンスを活用した検査」の原則を拡充し、これにより最大限に効果的かつ
効率的にドーピングを検出するためである。ドーピングとの戦いのためのリソースは限られており、検体分析項目を増やすことは、特
定のスポーツ及び国において、分析されうる検体数を減らすことにつながる可能性もある。 
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with authority to test the Rower to assume Results Management responsibility for the Sample 
or data if a potential anti-doping rule violation is discovered.32 

検体またはデータの分析およびドーピング調査の後、WADA は、漕手を検査する権限を引き受けるよう指示すること

ができる。32 
ARTICLE 7 RESULTS MANAGEMENT: RESPONSIBILITY, INITIAL REVIEW, NOTICE AND 
PROVISIONAL SUSPENSIONS 
Results Management under these Anti-Doping Bye-Laws establishes a process designed to 
resolve antidoping rule violation matters in a fair, expeditious and efficient manner. 

第 7 条 結果管理:責任、初期審査、通知および暫定的資格停止 
本アンチドーピング細則に基づく結果管理は、公平、迅速かつ効率的な方法によりアンチドーピング規則
違反案件を解決するために設計された手続を確立するものとする。 

7.1 Responsibility for Conducting Results Management 
7.1.1 Except as otherwise provided in Articles 6.6, 6.8 and Code Article 7.1, Results 

Management shall be the responsibility of, and shall be governed by, the procedural rules 
of the Anti-Doping Organisation that initiated and directed Sample collection (or, if no 
Sample collection is involved, the Anti-Doping Organisation which first provides notice to 
a Rower or other Person of a potential anti-doping rule violation and then diligently 
pursues that anti-doping rule violation). 

7.1.2 In circumstances where the rules of a National Anti-Doping Organisation do not give the 
National Anti-Doping Organisation authority over a Rower or other Person who is not a 
national, resident, license holder, or member of a sport organisation of that country, or the 
National Anti-Doping Organisation declines to exercise such authority, Results 
Management shall be conducted by the applicable International Federation or by a third 
party with authority over the Rower or other Person as directed by the rules of the 
applicable International Federation. 

7.1.3 In the event the Major Event Organisation assumes only limited Results 
Management responsibility relating to a Sample initiated and taken during an 
Event conducted by a Major Event Organisation, or an anti-doping rule 
violation occurring during such Event, the case shall be referred by the Major 
Event Organisation to the applicable International Federation for completion of 
Results Management. 

7.1.4 Results Management in relation to a potential whereabouts failure (a filing 
failure or a missed test) shall be administered by World Rowing or the 
National Anti-Doping Organisation with whom the Rower in question files 
whereabouts information, as provided in the International Standard for 
Results Management. If World Rowing determines a filing failure or a missed test, it 
shall submit that information to WADA through ADAMS, where it will be made available 
to other relevant Anti-Doping Organisations. 

7.1.5 Other circumstances in which World Rowing shall take responsibility for 
conducting Results Management in respect of anti-doping rule violations 
involving Rowers and other Persons under its authority shall be determined 
by reference to and in accordance with Article 7 of the Code. 

7.1.6 WADA may direct World Rowing to conduct Results Management in particular 
circumstances. If World Rowing refuses to conduct Results Management 
within a reasonable deadline set by WADA, such refusal shall be considered 
an act of  

7.1 結果管理を実施する責任 
7.1.1 6.6、6.8 および 7.1 に別途定める場合を除き、結果管理は、検体の採取を主導し、

指示したアンチドーピング機関（または、検体の採取が行われない場合には、アンチド
ーピング規則違反の可能性につき漕手またはその他の人に最初に通知を付与し、そ
の後当該アンチドーピング規則違反を余念なく追及したアンチドーピング機関）の責任
とし、当該アンチドーピング機関の手続上の規則に準拠するものとする。 

7.1.2 国内アンチドーピング機関の規則が、当該国の国民、居住者、市民権者もしくは当該
国のスポーツ団体の加盟者ではない漕手もしくはその他の人に対する権限を国内ア
ンチドーピング機関に付与しない場合、または、国内アンチドーピング機関が当該権限
を行使しない場合には、結果管理は、該当する国際競技連盟または国際競技連盟
の規則において指示されるとおり、当該漕手またはその他の人について権限を有する
第三者により行われる。 

7.1.3 主要競技大会機関が行う競技大会中に開始された手続きで採取された検体に関す
る結果管理、または当該競技大会中に発生したアンチドーピング規則違反について
は、当該競技大会に関する主要競技大会機関は、少なくとも、アンチドーピング規則
違反が行われたか否かについて、主要競技大会機関が限定的な結果管理の完遂
のために、主要競技大会機関から該当する国際競技連盟に回付されるものとする。 

7.1.4 潜在的な居場所情報関連義務違反（提出義務違反または検査未了）に関する結果
管理は、「結果管理に関する国際基準」に定めるとおり、違反を問われる漕手による
居場所情報の提出先であるワールドローイングまたは国内アンチドーピング機関により
処理されるものとする。提出義務違反または検査未了を認定するワールドローイング
は、ADAMS を通して WADA に当該情報を提出するものとし、当該情報は、当該シス
テムからその他の関連アンチドーピング機関により利用可能なものとされる。 

7.1.5 ワールドローイングが、その権限下にある漕手およびその他の者が関与するアンチドー
ピング規則違反に関する結果管理の実施に責任を負うその他の状況は、WADA 規
程第 7 条を参照し、それに従って決定される。 

7.1.6WADA は、結果管理権限を有するワールドローイングに対し、特定の事案において結
果管理を行うよう指示することができる。ワールドローイングが WADA の設定した合理
的な期限内に結果管理を行うことを拒否した場合には、当該拒否は不遵守行為と捉
えられるものとし、 

32 [Comment to Article 6.8: Resistance or refusal to WADA taking physical possession of Samples or data could 
constitute Tampering, Complicity or an act of non-compliance as provided in the International Standard for Code 
Compliance by Signatories, and could also constitute a violation of the International Standard for Laboratories. Where 
necessary, the laboratory and/or the Anti-Doping Organisation shall assist WADA in ensuring that the seized Sample 
or data are not delayed in exiting the applicable country. 
WADA would not, of course, unilaterally take possession of Samples or analytical data without good cause related to 
a potential anti-doping rule violation, non-compliance by a Signatory or doping activities by another Person. However, 
the decision as to whether good cause exists is for WADA to make in its discretion and shall not be subject to 
challenge.  
In particular, whether there is good cause or not shall not be a defense against an anti-doping rule violation or its 
Consequences.] 

32 6.8 の解説：WADA が検体またはデータを物理的に入手することへの抵抗または拒否は、不正干渉、違反関与、または「署名当
事者の規程遵守に関する国際基準」に定める不遵守の行為を構成する可能性があり、また、「分析機関に関する国際基準」の
違反を構成する可能性もある。必要な場合には、分析機関および／またはアンチドーピング機関は、獲得された検体またはデー
タの該当国からの出国に遅延が生じないよう確保することについて WADA を支援するものとする。 
WADA は、もちろん、潜在的なアンチドーピング規則違反、署名当事者による不遵守、または他の人によるドーピング活動に関連
する正当な理由なく、検体または分析データを一方的に入手しない。しかし、正当な理由が存在するか否かに関する判断は、
WADA がその裁量により下すものであり、異議の対象とならないものとする。とりわけ、正当な理由の有無は、アンチドーピング規則
違反またはその措置に対する抗弁とはならないものとする。 
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non-compliance, and WADA may direct another Anti-Doping Organisation with authority 
over the Rower or other Person, that is willing to do so, to take Results Management 
responsibility in place of World Rowing or, if there is no such Anti-Doping Organisation, 
any other Anti-Doping Organisation that is willing to do so. In such case, World Rowing 
shall reimburse the costs and attorney’s fees of conducting Results Management to the 
other Anti-Doping Organisation designated by WADA, and a failure to reimburse costs 
and attorney’s fees shall be considered an act of non-compliance. 

7.2 Review and Notification Regarding Potential Anti-Doping Rule Violations 
World Rowing shall carry out the review and notification with respect to any potential 
antidoping rule violation in accordance with the International Standard for Results 
Management. 

7.3 Identification of Prior Anti-Doping Rule Violations 
Before giving a Rower or other Person notice of a potential anti-doping rule violation 
as provided above, World Rowing shall refer to ADAMS and contact WADA and 
other relevant Anti-Doping Organisations to determine whether any prior anti-doping 
rule violation exists. 

7.4 Provisional Suspensions 33 
7.4.1 Mandatory Provisional Suspension after an Adverse Analytical Finding or Adverse 

Passport Finding 
If World Rowing receives an Adverse Analytical Finding or an Adverse Passport Finding 
(upon completion of the Adverse Passport Finding review process) for a Prohibited 
Substance or a Prohibited Method that is not a Specified Substance or a Specified 
Method, World Rowing shall impose a Provisional Suspension on the Rower promptly 
upon or after the review and notification required by Article 7.2. 
A mandatory Provisional Suspension may be eliminated if: (i) the Rower demonstrates to 
the CAS Anti-Doping Division that the violation is likely to have involved a Contaminated 
Product, or (ii) the violation involves a Substance of Abuse and the Rower establishes 
entitlement to a reduced period of Ineligibility under Article 10.2.4.1. 
The CAS Anti-Doping Division’s decision not to eliminate a mandatory Provisional 
Suspension on account of the Rower’s assertion regarding a Contaminated Product shall 
not be appealable. 

7.4.2 Optional Provisional Suspension Based on an Adverse Analytical Finding for 
Specified Substances, Specified Methods, Contaminated Products, or Other 
Anti-Doping Rule Violations 
World Rowing may impose a Provisional Suspension for anti-doping rule 
violations not covered by Article 7.4.1 prior to the analysis of the Rower’s B 
Sample or final hearing as described in Article 8. 
An optional Provisional Suspension may be lifted at the discretion of World 
Rowing at any time prior to the CAS Anti-Doping Division’s decision under 
Article 8, unless provided otherwise in the International Standard for Results 
Management. 

7.4.3 Opportunity for Hearing or Appeal 
Notwithstanding Articles 7.4.1 and 7.4.2, a Provisional Suspension may not be 
imposed unless the Rower or other Person is given: (a) an opportunity for a 
Provisional Hearing, either before or on a timely basis after the imposition of 
the Provisional Suspension; or (b) an opportunity for an expedited hearing in 
accordance with Article 8 on a timely basis after the imposition of the 
Provisional Suspension. 

WADA は、当該漕手またはその他の人について権限を有する他のアンチドーピング機関であって
結果管理責任を引き受けようとする意思のあるものに対し、ワールドローイングに代わって結果管
理責任を引き受けることを指示することができ、また、そのようなアンチドーピング機関が存在しな
い場合には、かかる意思を有する他のいかなるアンチドーピング機関に対しても指示することがで
きる。かかる場合には、ワールドローイングは、WADA の指定した他のアンチドーピング機関に、結
果管理を行う費用および弁護士報酬を償還するものとし、費用および弁護士報酬を償還しない
ことは不遵守行為とみなされるものとする。 

7.2 アンチドーピング規則違反の可能性に関する審査および通知 
ワールドローイングは、アンチドーピング規則違反の可能性に関する審査および通知を、「結
果管理に関する国際基準」に従って行う。 

7.3 従前のアンチドーピング規則違反の特定 
ワールドローイングは、上記に定めたとおり、アンチドーピング規則違反の可能性を漕手または
その他の人に通知するのに先立ち、従前のアンチドーピング規則違反が存在するか否かを判
断するために、ADAMS を照会し、WADA その他の関連するアンチドーピング機関に連絡を取
るものとする。 

7.4 暫定的資格停止 33 
7.4.1 違反が疑われる分析報告またはアスリートバイオロジカルパスポートに基づく違反が疑われる報告

の後の強制的な暫定的資格停止 
ワールドローイングは、特定物質または特定方法以外の禁止物質または禁止方法につき違反が
疑われる分析報告は（アスリートバイオロジカルパスポートに基づく違反が疑われる報告の審査手
続の完了にあたって）アスリートバイオロジカルパスポートに基づく違反が疑われる報告を受領した
場合には、7.2 により要求される審査および通知の後速やかに暫定的資格停止が賦課される旨
を定める規則を採択するものとする。強制的な暫定的資格停止は、以下の場合には取り消され
ることがある。(i)漕手が、 当該違反が汚染製品に関するものである可能性があることを CAS 聴
聞パネルに対し立証した場合、または (ii)違反が濫用物質に関するものであり、漕手が 10.2.4.1
に基づく短縮された資格停止期間について権利を有することを立証した場合。 
CAS 聴聞機関による、汚染製品に関する漕手の主張に基づく強制的な暫定的資格停止を取り
消さない旨の決定に対しては、不服申立てを提起することはできないものとする。 

7.4.2 特定物質、特定方法、汚染製品またはその他のアンチドーピング規則違反に関する、
違反が疑われる分析報告に基づく任意的な暫定的資格停止 
ワールドローイングは、7.4.1 の適用対象外であるアンチドーピング規則違反に関して、
漕手の B 検体の分析または第 8 条に記載された終局的な聴聞会に先立って、暫定
的資格停止を賦課することができる。 
任意の暫定的資格停止は、結果管理に関する国際基準に別段の定めがない限り、
第 8 条に基づく CAS 聴聞機関の決定に先立ち、いつでもワールドローイングの裁量に
より解除することができる。 

7.4.3 聴聞会または不服申立ての機会 
7.4.1 および 7.4.2 にかかわらず、暫定的資格停止は、アンチドーピング機関の規則によ
って、漕手またはその他の人が、(a)暫定的資格停止が賦課される前、もしくは賦課され
た後適時に暫定聴聞会の機会を与えられ、または、(b)暫定的資格停止を賦課された
後適時第 8 条に基づく緊急聴聞会の機会を与えられない限り、賦課されない。 

33 [Comment to Article 7.4: Before a Provisional Suspension can be unilaterally imposed by World Rowing, the internal 
review specified in these Anti-Doping Bye-Laws and the International Standard for Results Management must first be 
completed.] 

33 7.4 の解説：ワールドローイングによって暫定的資格停止が一方的に賦課される前に、本アンチドーピング細則および結果管理に
関する国際基準に定められた内部な審査がまず完了しなければならない。 
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The imposition of a Provisional Suspension, or the decision not to impose a Provisional 
Suspension, may be appealed in an expedited process in accordance with Article 13.2. 

7.4.4 Voluntary Acceptance of Provisional Suspension 
Rowers on their own initiative may voluntarily accept a Provisional Suspension if done 
so prior to the later of: (i) the expiration of ten (10) days from the report of the B Sample 
(or waiver of the B Sample) or ten (10) days from the notice of any other anti-doping 
rule violation, or (ii) the date on which the Rower first competes after such report or 
notice. 
Other Persons on their own initiative may voluntarily accept a Provisional Suspension if 
done so within ten (10) days from the notice of the anti-doping rule violation. 
Upon such voluntary acceptance, the Provisional Suspension shall have the full effect 
and be treated in the same manner as if the Provisional Suspension had been imposed 
under Article 7.4.1 or 7.4.2; provided, however, at any time after voluntarily accepting a 
Provisional Suspension, the Rower or other Person may withdraw such acceptance, in 
which event the Rower or other Person shall not receive any credit for time previously 
served during the Provisional Suspension. 

7.4.5 If a Provisional Suspension is imposed based on an A Sample Adverse 
Analytical Finding and a subsequent B Sample analysis (if requested by the 
Rower or World Rowing) does not confirm the A Sample analysis, then the 
Rower shall not be subject to any further Provisional Suspension on account 
of a violation of Article 2.1. In circumstances where the Rower (or the Rower’s 
team ) has been removed from an Event based on a violation of Article 2.1 
and the subsequent B Sample analysis does not confirm the A Sample 
finding, then, if it is still possible for the Rower or team or crew to be 
reinserted, without otherwise affecting the Event, the Rower or team or crew 
may continue to take part in the Event. 

また、アンチドーピング機関の規則は、13.2 に従い、暫定的資格停止を賦課するまた
は暫定的資格停止を賦課しない旨の決定に対して、迅速な不服申立てを行う機会を
設けるものとする。 

7.4.4 暫定的資格停止の自発的な受諾 
漕手は、(i)B 検体の報告（または B 検体の放棄）から 10 日間または他のアンチドーピング規則
違反の通知から 10 日間の期間満了、または (ii)漕手が当該報告または通知の後に最初に競
技する日のいずれか遅い方に先立ち、独自の判断により、暫定的資格停止を自発的に受諾する
ことができる。その他の人は、アンチドーピング規則違反の通知から 10 日以内に、独自の判断に
より、暫定的資格停止を自発的に受諾することができる。当該自発的な受諾にあたり、当該暫定
的資格停止は完全な効力を有し、当該暫定的資格停止があたかも 7.4.1 または 7.4.2 に基づき
賦課されたとした場合と同じ方法で取り扱われるものとする。ただし、漕手またはその他の人は、
暫定的資格停止を自発的に受諾した後いつでも当該受諾を撤回することができるが、かかる場
合において漕手またはその他の人は当該暫定的資格停止中に従前服した時間について何ら控
除を受けないものとする。 

7.4.5 A 検体の違反が疑われる分析報告に基づき暫定的資格停止が賦課されたが、それ
に続く B 検体の分析（漕手またはワールドローイングの要請がある場合）が A 検体の
分析結果を追認しない場合には、漕手は 2.1 の違反を理由としてそれ以上の暫定的
資格停止を賦課されないものとする。漕手（または、漕手のチーム）が 2.1 の違反によ
り競技大会の出場資格を失ったが、続く B 検体の分析結果が A 検体の分析結果を
追認しないという状況において、その時点で当該競技大会にその他の影響を与えるこ
となく当該漕手、チームまたはクルーが当該競技大会に出場することが可能な場合
には、当該漕手、チームまたはクルーは、当該競技大会に出場できるものとする。 

7.5 Results Management Decisions 
Results Management decisions or adjudications by World Rowing must not purport 
to be limited to a particular geographic area or the World Rowing’s sport and shall 
address and determine without limitation the following issues: (i) whether an anti-
doping rule violation was committed or a Provisional Suspension should be 
imposed, the factual basis for such determination, and the specific Articles that 
have been violated, and (ii) all Consequences flowing from the anti-doping rule 
violation(s), including applicable Disqualifications under Articles 9 and 10.10, any 
forfeiture of medals or prizes, any period of Ineligibility (and the date it begins to 
run) and any Financial Consequences.34 

7.5 結果管理に関する決定 
ワールドローイングの結果管理に関する決定または裁定は、特定の地理的地域または競技
に限定されることが意図されてはならず、以下を含むがこれらに限られない事項を取り扱
い、決定するものとする。(i)アンチドーピング規則違反が行われたか、または暫定的資格停
止が賦課されるべきか、当該決定の事実的根拠、および違反があった本規程の具体的な
条項、ならびに(ii)第 9 条および 10.10 に基づく該当する失効、メダルまたは褒章の剥奪、
資格停止期間および当該期間の開始日、ならびに金銭的措置を含むアンチドーピング規則
違反に由来するすべての措置。34 

7.6 Notification of Results Management Decisions 
World Rowing shall notify Rowers, other Persons, Signatories and WADA 
of Results Management decisions as provided in Article 14 and in the 
International Standard for Results Management. 

7.6 結果管理に関する決定の通知 
漕手、その他の人、署名当事者および WADA は、第 14 条および「結果管理に関する国際
基準」に定める通り、結果管理に関する決定についてワールドローイングより通知を受けるも
のとする。 

34 [Comment to Article 7.5: Results Management decisions include Provisional Suspensions. 
Each decision by World Rowing should address whether an anti-doping rule violation was committed and all 
Consequences flowing from the violation, including any Disqualifications other than Disqualification under Article 10.1 
(which is left to the ruling body for an Event). Pursuant to Article 15, such decision and its imposition of 
Consequences shall have automatic effect in every sport in every country. For example, for a determination that a 
Rower committed an anti-doping rule violation based on an Adverse Analytical Finding for a Sample taken In-
Competition, the Rower’s results obtained in the Competition would be Disqualified under Article 9 and all other 
competitive results obtained by the Rower from the date the Sample was collected through the duration of the period 
of Ineligibility are also Disqualified under Article 10.10; if the Adverse Analytical Finding resulted from Testing at an 
Event, it would be the Major Event Organisation’s responsibility to decide whether the Rower’s other individual results 
in the Event prior to Sample collection are also Disqualified under Article 10.1.] 

34 7.5 の解説：結果管理の決定には暫定的資格停止も含まれる。 
ワールドローイングによる結果管理に関する決定を例外として、アンチドーピング機関による各決定は、アンチドーピング規則違
反が行われたか否か、および 10.1 に基づく失効（それは大会の所轄組織に任される。）以外の失効を含む、当該違反に由来
するすべての措置を取り扱うべきである。第 15 条に従い、当該決定およびその措置の賦課は、すべての国においてすべての競
技について自動的な効果を有するものとする。例えば、競技会（時）に採取された検体について違反が疑われる分析報告に基
づく、漕手がアンチドーピング規則違反を行った旨の決定については、競技会で獲得された漕手の成績は第 9 条に基づき失効
し、検体が採取された日から資格停止期間の存続期間を通して漕手が獲得した他の競技成績も、10.10 に基づき失効する。
違反が疑われる分析報告が協議大会における検査の結果である場合には、検体の採取前の漕手の当該競技大会における他
の個人成績も 10.1 に基づき失効するか否かは、主要競技大会機関が決定する責任を負う。 
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7.7 Retirement from Sport35 
If a Rower or other Person retires while the World Rowing’s Results Management 
process is underway, World Rowing retains authority to complete its Results 
Management process. If a Rower or other Person retires before any Results 
Management process has begun, and World Rowing would have had Results 
Management authority over the Rower or other Person at the time the Rower or 
other Person committed an anti-doping rule violation, World Rowing has authority 
to conduct Results Management. 

7.7 競技からの引退 35 
結果管理手続きの進行中に漕手またはその他の人が引退する場合には、ワールド
ローイングは,当該結果管理手続を完了させる権限を保有し続ける。仮に、漕手ま
たはその他の人が結果管理手続の開始前に引退する場合には、漕手またはその
他の人がアンチドーピング規則に違反した時点において漕手またはその他の人に
ついてのワールドローイングが、結果管理を実施する権限を有する。 

ARTICLE 8 RESULTS MANAGEMENT: RIGHT TO A FAIR HEARING AND NOTICE OF 
HEARING DECISION 
For any Person who is asserted to have committed an anti-doping rule violation, World Rowing shall 
provide a fair hearing within a reasonable time by a fair, impartial and Operationally Independent hearing 
panel in compliance with the Code and the International Standard for Results Management. 

第 8 条 結果管理:公正な聴聞を受ける権利および聴聞会における決定の通知 

アンチドーピング規則違反を行ったと主張された人につき、ワールドローイングは、最低限、合
理的な期間内に、WADA の「結果管理に関する国際基準」を遵守している、公正、公平かつ
公平で運営上の独立性を有する聴聞パネルによる公正な聴聞会を提供するものとする。 

8.1 Fair Hearings 
8.1.1 Fair, Impartial and Operationally Independent Hearing Panel  

World Rowing has delegated its Article 8 responsibilities (first instance hearings, waiver 
of hearings and decisions) to the CAS Anti-Doping Division (CAS ADD). The procedural 
rules of CAS ADD pertaining to the hearing of first instance shall apply. CAS ADD will 
always ensure that the Rower or other Person is provided with a fair hearing within a 
reasonable time by a fair, impartial and Operationally Independent hearing panel in 
compliance with the Code and the International Standard for Results Management. 

8.1.2 Hearing Process 
8.1.2.1 When World Rowing sends a notice to a Rower or other Person 

notifying them of a potential anti-doping rule violation, and the Rower or 
other Person does not waive a hearing in accordance with Article 8.3.1 
or Article 8.3.2, then the case shall be referred to CAS ADD for hearing 
and adjudication, which shall be conducted in accordance with its 
procedural rules and the principles described in Articles 8 and 9 of the 
International Standard for Results Management. 

8.1.2.2 Hearings held in connection with Events in respect to Rowers and other 
Persons who are subject to these Anti-Doping Bye-Laws may be 
conducted by an expedited process where permitted by CAS ADD.36 

8.1.2.3 WADA, the Member Federation and the National Anti-Doping 
Organisation of the Athlete or other Person may attend the hearing as 
observers. In any event, World Rowing shall keep them fully apprised as 
to the status of pending cases and the result of all hearings. 

8.1 公正な聴聞会 
8.1.1 公正かつ公平で運営上の独立した聴聞パネル 

ワールドローイングは、第 8 条の責任（第一審の心理、審理放棄および決定）を CAS 聴
聞機関(CAS ADD)に委任している。第一審の聴聞会にかかる CAS ADD の手続規則が
適用される。CAS ADD は、規程および結果管理に関する国際基準に準拠して、漕手
またはその他の者が、公正、公平かつ運営上独立した審問委員会により、合理的な時
間内に公正な審問を受けることを常に確保する。 

8.1.2 聴聞過程 
8.1.2.1 ワールドローイングが漕手またはその他の者にアンチドーピング規則違反の可能

性を通知する通知を送付し、漕手またはその他の者が 8.3.1 または 8.3.2 に従
って聴聞を放棄しない場合、当該事案は CAS ADD の聴聞および裁定に付さ
れ、CAS ADD の手続規則および結果管理に関する国際基準の第 8 条および
第 9 条に記載された原則に従って実施されるものとする 

8.1.2.2 競技会に関連して行われる、本アンチドーピング細則の対象となる漕手および
その他の人に関する聴聞会は、CAS ADD により許可されている場合には、迅
速な手続きで行うことができる。36 

8.1.2.3 WADA、加盟国協会および競技者またはその他の者の国内アンチドーピング機
関は、オブザーバーとして聴聞会に出席することができる。いかなる場合であっ
ても、ワールドローイングは、係争中の事案の状況およびすべての聴聞会の結
果について、これらの者に十分な情報を提供するものとする。 

8.2 Notice of Decisions 
8.2.1 At the end of the hearing, or promptly thereafter, the CAS ADD shall issue a written 

decision that conforms with Article 9 of the International Standard for Results 
Management and which includes the full reasons for the decision, the period of 
Ineligibility imposed, the Disqualification of results under Article 10.10 and, if applicable, a 
justification for why the greatest potential Consequences were not imposed. 

8.2 決定の通知 
8.2.1 審問の終了時またはその後速やかに、CAS ADD は、結果管理に関する国際基準の第

9 条に準拠し、決定の理由、課される資格停止期間、10.10 に基づく結果の失格、およ
び該当する場合には、最も大きな可能性のある結果が課されなかった理由の正当性を
含む書面による決定を下すものとする。 

35 [Comment to Article 7.7: Conduct by a Rower or other Person before the Rower or other Person was subject to the 
authority of any Anti-Doping Organisation would not constitute an anti-doping rule violation but could be a legitimate 
basis for denying the Rower or other Person membership in a sports organisation.] 

36 [Comment to Article 8.1.2.2: For example, a hearing could be expedited on the eve of a major Event where the 
resolution of the anti-doping rule violation is necessary to determine the Athlete’s eligibility to participate in the Event, 
or during an Event where the resolution of the case will affect the validity of the Rower’s results or continued 
participation in the Event.] 

35 7.7 の解説：漕手またはその他の人がアンチドーピング機関の権限に服する前に行った行為については、アンチドーピング規則違
反を構成しないが、スポーツ団体の加盟者から除外する正当な根拠たりうる。 

36 8.1.2.2 の解説：例えば、アンチドーピング規則違反の解決が漕手の競技会参加資格を決定するために必要である主要な競技会
の前夜に、または事案の解決が漕手の結果の有効性または競技会への継続的な参加に影響を与える競技会の間に、審問が迅
速に行われる可能性がある。 
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8.2.2 World Rowing shall notify that decision to the Rower or other Person and to 
other AntiDoping Organisations with a right to appeal under Article 13.2.3, and 
shall promptly report it into ADAMS. The decision may be appealed as 
provided in Article 13. 

8.2.2 ワールドローイングは、その決定を、漕手またはその他の者、および 13.2.3 に基づく不服
申立ての権利を有する他のアンチドーピング機関に通知し、かつ、ADAMS に速やかに
報告するものとする。当該決定は、第 13 条に規定されているように不服申立てを行う
ことができる。 

8.3 Waiver of Hearing 
8.3.1 A Rower or other Person against whom an anti-doping violation is asserted may waive a 

hearing expressly and agree with the Consequences proposed by World Rowing. 
8.3.2 However, if the Rower or other Person against whom an anti-doping rule violation is 

asserted fails to dispute that assertion within twenty (20) days or the deadline otherwise 
specified in the notice sent by World Rowing asserting the violation, then they shall be 
deemed to have waived a hearing, to have admitted the violation, and to have accepted 
the proposed Consequences. 

8.3.3 In cases where Article 8.3.1 or 8.3.2 applies, a hearing before the CAS ADD shall not be 
required. Instead World Rowing shall promptly issue a written decision that conforms with 
Article 9 of the International Standard for Results Management and which includes the full 
reasons for the decision, the period of Ineligibility imposed, the Disqualification of results 
under Article 10.10 and, if applicable, a justification for why the greatest potential 
Consequences were not imposed. 

8.3.4 World Rowing shall notify that decision to the Rower or other Person and to other 
AntiDoping Organisations with a right to appeal under Article 13.2.3, and shall promptly 
report it into ADAMS. World Rowing shall Publicly Disclose that decision in accordance 
with Article 14.3.2. 

8.3 聴聞の放棄 
8.3.1 アンチドーピング規則違反を主張された漕手またはその他の者は、聴聞会を明示的に

放棄し、ワールドローイングが提案する結果に同意することができる。 
8.3.2 しかし、アンチドーピング規則違反を主張された漕手またはその他の者が、20 日または

ワールドローイングが違反を主張して送付した通知に指定された期限内にその主張に異
議を唱えなかった場合には、聴聞会を放棄し、違反を認め、提案された結果を受け入
れたものとみなされる。 

8.3.3 8.3.1 または 8.3.2 が適用される場合には、CAS ADD の前での審問は必要ない。その
代わりに、ワールドローイングは、結果管理に関する国際基準の第 9 条に準拠し、決定の
理由、課された資格停止期間、10.10 に基づく結果の失格、および該当する場合には、
最大の可能性のある措置を課さなかった理由の正当性を含む書面による決定を速やか
に発行する。 

8.3.4 ワールドローイングは、その決定を、漕手またはその他の者、および 13.2.3 に基づく不服申立てを行
う権利を有する他のアンチドーピング機関に通知し、かつ、ADAMS に速やかに報告するものとする。
ワールドローイングは、14.3.2 に従って、その決定を公開するものとする。 

8.4 Single Hearing Before CAS 
Anti-doping rule violations asserted against International-Level Rowers, National-Level 
Rowers or other Persons may, with the consent of the Rower or other Person, World Rowing 
(where it has Results Management responsibility in accordance with Article 7) and WADA, be 
heard in a single hearing directly at CAS.37 

8.4CAS における一審制の聴聞会 
国際レベルの漕手、国内レベルの漕手またはその他の人に対し主張されたアンチドーピング
規則違反は、漕手またはその他の人、結果管理を行うワールドローイングおよび WADA の
同意をもって、直接 CAS における一審制の聴聞会の対象とすることができる。37 

ARTICLE 9 AUTOMATIC DISQUALIFICATION OF INDIVIDUAL RESULTS 
An anti-doping rule violation in Individual Sports in connection with an In-Competition test 
automatically leads to Disqualification of the result obtained in that Competition with all 
resulting Consequences, including forfeiture of any medals, points and prizes.38 

第 9 条 個人成績の自動的失効 
個人スポーツにおける競技会（時）検査に関してアンチドーピング規則違反があった場合には、当該競
技会において得られた個人の成績は、自動的に失効し、その結果として、当該競技会において獲得さ
れたメダル、得点、および褒賞の剥奪を含む措置が課される。38 

ARTICLE 10 SANCTIONS ON INDIVIDUALS 
10.1 Disqualification of Results in the Event during which an Anti-Doping Rule 

Violation Occurs 
10.1.1 An anti-doping rule violation occurring during or in connection with an Event may, upon 

the decision of the ruling body of the Event, lead to Disqualification of all of the Rower’s 
individual results obtained in that Event with all Consequences, including forfeiture of all 
medals, points and prizes, except as provided in Article 10.1.2. 

第 10 条 個人に対する制裁措置 
10.1 アンチドーピング規則違反が発生した大会における成績の失効 

10.1.1 競技大会開催期間中または競技大会に関連してアンチドーピング規則違反が発生した場合、
当該競技大会の所轄組織である組織の決定により、当該競技大会において得られた個人の成
績は失効し、当該競技大会において獲得されたメダル、得点および褒章の剥奪を含む措置が
課される。ただし、10.1.2 に定める場合は、この限りではない。 

37 [Comment to Article 8.4: In some cases, the combined cost of holding a hearing in the first instance at the 
international or national level, then rehearing the case de novo before CAS can be very substantial. Where all of the 
parties identified in this Article are satisfied that their interests will be adequately protected in a single hearing, there 
is no need for the Rower or Anti-Doping Organisations to incur the extra expense of two (2) hearings. An Anti-Doping 
Organisation that wants may participate in the CAS hearing as a party or as an observer may condition its approval of 
a single hearing on being granted that right. Nothing set out in Article 8.4 precludes the Rower or other Person and 
World Rowing (where it has Results Management responsibility) to waive their right to appeal by agreement. Such 
waiver, however, only binds the parties to such agreement and not any other entity with a right of appeal under the 
Code.] 

38 [Comment to Article 9: For Team Sports, any awards received by individual players will be Disqualified. However, 
Disqualification of the team will be as provided in Article 11. In sports which are not Team Sports but where awards 
are given to teams, Disqualification or other disciplinary action against the team when one or more team members 
have committed an anti-doping rule violation shall be as provided in the applicable rules of the International 
Federation.] 

37 8.4 の解説：国際的レベルまたは国内なレベルで第一審の聴聞会を行い、その後 CAS にて新規に再度聴聞会を行うために要す
る費用の合計は、多額である場合がある。本項において特定される全当事者が、自己の利益が一審制の聴聞会で適切に保護さ
れる旨を納得する場合には、漕手またはワールドローイングは 2 回の聴聞会にかかる追加費用を負担する必要がない。当時者ま
たはオブザーバーとして CAS の聴聞会に参加することを希望するワールドローイングは、当該権利が認められることを条件として、
単一の聴聞会を承認することができる。8.4 に定める規定は、漕手その他の者およびワールドローイング(結果管理責任を有する
場合)が合意により不服申立ての権利を放棄することを妨げるものではない。しかし、そのような放棄は、そのような合意の当事者
のみを拘束し、規程に基づいて不服申立ての権利を有する他の団体を拘束するものではない。 

38 9 条の解説：チームスポーツについては、個人の選手が受領した賞は失効する。ただし、チームの失効は、第 11 条に定めるとお
りとする。チームスポーツではないが、チームに対して賞が与えられるスポーツにおいては、一人または二人以上のチームメンバ
ーがアンチドーピング規則に違反をした際におけるチームに対する失効またはその他の制裁措置は、国際競技連盟の適用される
規則に従って課されることになる。 
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Factors to be included in considering whether to Disqualify other results in 
an Event might include, for example, the seriousness of the Rower’s anti-
doping rule violation and whether the Rower tested negative in the other 
Competitions.39 

10.1.2 If the Rower establishes that he or she bears No Fault or Negligence for the 
violation, the Rower’s individual results in the other Competitions shall not 
be Disqualified, unless the Rower’s results in Competitions other than the 
Competition in which the anti-doping rule violation occurred were likely to 
have been affected by the Rower’s anti-doping rule violation. 

競技大会における他の成績を失効させるか否かを検討する際の要素としては、例え
ば、競技者によるアンチドーピング規則違反の重大性の程度や、他の競技会におい
て漕手に陰性の検査結果が出たか否かなどが挙げられる。39 

10.1.2 漕手が当該違反に関して自己に「過誤または過失がないこと」を証明した場合には、
アンチドーピング規則違反が発生した競技会以外の競技会における競技者の個人
の成績は失効しないものとする。ただし、アンチドーピング規則違反が発生した競技
会以外の競技会における当該競技者の成績が、当該競技者のアンチドーピング規
則違反による影響を受けていると考えられる場合は、この限りではない。 

10.2 Ineligibility for Presence, Use or Attempted Use, or Possession of a 
Prohibited Substance or Prohibited Method 
The period of Ineligibility for a violation of Article 2.1, 2.2 or 2.6 shall be as follows, 
subject to potential elimination, reduction or suspension pursuant to Article 10.5, 
10.6 or 10.7: 
10.2.1 The period of Ineligibility, subject to Article 10.2.4, shall be four (4) years 

where: 
10.2.1.1 The anti-doping rule violation does not involve a Specified 

Substance or a Specified Method, unless the Rower or other 
Person can establish that the anti-doping rule violation was not 
intentional.40 

10.2.1.2 The anti-doping rule violation involves a Specified Substance or a 
Specified Method and World Rowing can establish that the anti-
doping rule violation was intentional. 

10.2.2 If Article 10.2.1 does not apply, subject to Article 10.2.4.1, the period of 
Ineligibility shall be two (2) years. 

10.2.3 As used in Article 10.2, the term “intentional” is meant to identify those Rowers or other 
Persons who engage in conduct which they knew constituted an anti-doping rule 
violation or knew that there was a significant risk that the conduct might constitute or 
result in an anti-doping rule violation and manifestly disregarded that risk. An 
antidoping rule violation resulting from an Adverse Analytical Finding for a substance 
which is only prohibited In-Competition shall be rebuttably presumed to be not 
“intentional” if the substance is a Specified Substance and the Rower can establish 

that the Prohibited Substance was Used Out-of-Competition. An anti-doping rule 
violation resulting from an Adverse Analytical Finding for a substance which is only 
prohibited In-Competition shall not be considered “intentional” if the substance is not a 
Specified Substance and the Rower can establish that the Prohibited Substance was 
Used Outof-Competition in a context unrelated to sport performance.41 

10.2.4 Notwithstanding any other provision in Article 10.2, where the anti-doping 
rule violation involves a Substance of Abuse: 

10.2.4.1 If the Rower can establish that any ingestion or Use occurred Out-
ofCompetition and was unrelated to sport performance, then the period of 
Ineligibility shall be three (3) months Ineligibility. 

10.2 禁止物質・禁止方法の存在、使用もしくは使用の企てまたは保有に関する資格停止 
2.1、2.2、または 2.6 の違反に対する資格停止期間は、10.5、10.6、または 10.7 に基づく
取消し、短縮または猶予の可能性を条件として、以下の通りとする。 
10.2.1 10.2.4 を条件として、資格停止期間は、次に掲げる 4 年とする。 

10.2.1.1 アンチドーピング規則違反が特定物質または特定方法に関連しない場合。
ただし、漕手またはその他の人が、当該アンチドーピング規則違反が意図
的でなかった旨を立証できた場合を除く。40 

10.2.1.2 アンチドーピング規則違反が特定物質または特定方法に関連し、ワールドロ
ーイングが、当該アンチドーピング規則違反が意図的であった旨を立証で
きた場合。 

10.2.2 10.2.1 が適用されない場合には、10.2.4.1 を条件として、資格停止期間は 2 年間
とする。 

10.2.3 「意図的」という用語は、10.2 において用いられる場合には、自らの行為がアンチドー
ピング規則違反を構成することを認識した上でその行為を行ったか、または、当該
行為がアンチドーピング規則違反を構成しもしくはアンチドーピング規則違反の結果
に至りうる重大なリスクがあることを認識しつつ、当該リスクを明白に無視した漕手ま
たはその他の人を指す。競技会（時）においてのみ禁止された物質についての違反
が疑われる分析報告の結果としてのアンチドーピング規則違反は、当該物質が特
定物質である場合であって、漕手が、禁止物質が競技会外で使用された旨を立証
できるときは、「意図的」ではないものと推定されるものとする。競技会（時）において
のみ禁止された物質による違反が疑われる分析報告の結果としてのアンチドーピン
グ規則違反は、当該物質が特定物質ではない場合であって、漕手が、禁止物質
が競技力とは無関係に競技会外で使用された旨を立証できるときは、「意図的」で
あったと判断してはならない。41 

10.2.4 10.2 の他の規定にかかわらず、アンチドーピング規則違反が濫用物質に関するもの
である場合。 

10.2.4.1 漕手が、摂取、使用または保有が競技会外で発生したものであること、および、競技
力とは無関係であったことを立証することができた場合には、資格停止期間は 3 か月
間とする。 

39 [Comment to Article 10.1.1: Whereas Article 9 Disqualifies the result in a single Competition in which the Rower 
tested positive (e.g., the 100meter backstroke), this Article may lead to Disqualification of all results in all races during 
the Event (e.g., the swimming World Championships).] 

40 [Comment to Article 10.2.1.1: While it is theoretically possible for a Rower or other Person to establish that the anti-
doping rule violation was not intentional without showing how the Prohibited Substance entered one’s system, it is 
highly unlikely that in a doping case under Article 2.1 a Rower will be successful in proving that the Rower acted 
unintentionally without establishing the source of the Prohibited Substance.] 

41 [Comment to Article 10.2.3: Article 10.2.3 provides a special definition of “intentional” which is to be applied solely for 
purposes of Article 10.2.] 

39 10.1.1 の解説：第 9 条によって、漕手に陽性検査結果が出た競技会（例：100m 背泳ぎ）においては、その成績が失効するが、
本項により、競技大会（例、世界水泳選手権大会）の開催期間中に実施された全レースの成績がすべて失効する可能性があ
る。 

40 10.2.1.1 の解説：漕手またはその他の人が、禁止物質がどのように体内に入ったかを示すことなく、アンチドーピング規則違反が
意図的ではなかったことを証明することは理論的には可能である一方で、2.1 に基づくドーピング事案で、漕手が、禁止物質の出
所を証明することなく当該漕手が意図的でなく行動したことを証明することができる可能性は極めて低い 。 

41 10.2.3 の解説：10.2.3 は、10.2 の関係のみにおいて適用される、「意図的」の特別な定義を規定している。 
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In addition, the period of Ineligibility calculated under this Article 10.2.4.1 may be 
reduced to one (1) month if the Rower or other Person satisfactorily completes a 
Substance of Abuse treatment program approved by World Rowing. The period of 
Ineligibility established in this Article 10.2.4.1 is not subject to any reduction based 
on any provision in Article 10.6.42 

10.2.4.2 If the ingestion, Use or Possession occurred In-Competition, and the Rower can 
establish that the context of the ingestion, Use or Possession was unrelated to 
sport performance, then the ingestion, Use or Possession shall not be considered 
intentional for purposes of Article 10.2.1 and shall not provide a basis for a finding 
of Aggravating Circumstances under Article 10.4. 

10.3 Ineligibility for Other Anti-Doping Rule Violations 
The period of Ineligibility for anti-doping rule violations other than as provided in 
Article 10.2 shall be as follows, unless Article 10.6 or 10.7 are applicable: 
10.3.1 For violations of Article 2.3 or 2.5, the period of Ineligibility shall be four (4) 

years except:  
(i) in the case of failing to submit to Sample collection, if the Rower can establish that 
the commission of the anti-doping rule violation was not intentional, the period of 
Ineligibility shall be two (2) years; (ii) in all other cases, if the Rower or other Person can 
establish exceptional circumstances that justify a reduction of the period of Ineligibility, 
the period of Ineligibility shall be in a range from two (2) years to four (4) years 
depending on the Rower or other Person’s degree of Fault; or (iii) in a case involving a 
Protected Person or Recreational Rower, the period of Ineligibility shall be in a range 
between a maximum of two (2) years and, at a minimum, a reprimand and no period of 
Ineligibility, depending on the Protected Person or Recreational Rower’s degree of 
Fault. 

10.3.2 For violations of Article 2.4, the period of Ineligibility shall be two (2) years, subject to 
reduction down to a minimum of one (1) year, depending on the Rower’s degree of 
Fault. The flexibility between two (2) years and one (1) year of Ineligibility in this Article 
is not available to Rowers where a pattern of last-minute whereabouts changes or 
other conduct raises a serious suspicion that the Rower was trying to avoid being 
available for Testing. 

10.3.3 For violations of Article 2.7 or 2.8, the period of Ineligibility shall be a minimum of four 
(4) years up to lifetime Ineligibility, depending on the seriousness of the violation. An 
Article 2.7 or Article 2.8 violation involving a Protected Person shall be considered a 
particularly serious violation and, if committed by Athlete Support Personnel for 
violations other than for Specified Substances, shall result in lifetime Ineligibility for 
Athlete Support Personnel. In addition, significant violations of Article 2.7 or 2.8 which 
may also violate non-sporting laws and regulations, shall be reported to the competent 
administrative, professional or judicial authorities.43 

10.3.4 For violations of Article 2.9, the period of Ineligibility imposed shall be a 
minimum of two (2) years, up to lifetime Ineligibility, depending on the 
seriousness of the violation. 

加えて、漕手またはその他の人が、結果管理責任を負うワールドローイングが承認した濫
用物質治療プログラムを十分に完了した場合には、10.2.4.1 に基づき算定された資格停
止期間は、1 か月に短縮される場合がある。本 10.2.4.1 で確定された資格停止期間は、
10.6 のいかなる規定によっても短縮されない。42 

10.2.4.2 摂取、使用または保有が競技会（時）に発生したものであり、かつ、漕手が、摂取、使用また
は保有が競技会（時）に発生したものであり、かつ、漕手が、摂取、使用または保有が競技
力とは無関係であったことを立証することができた場合には、当該接種、使用または保有は
10.2.1 において意図的とは捉えられないものとし、また、10.4 に基づき加重事情の存在を
認定する根拠とはならないものとする。 

10.3 その他のアンチドーピング規則違反に関する資格停止 
10.2 に規定されている以外のアンチドーピング規則違反に関する資格停止期間は、10.6 ま
たは 10.7 が適用される場合を除き、次のとおりとするものとする。 
10.3.1 2.3 または 2.5 の違反の場合には、資格停止期間は 4 年間とする。ただし、 

(i)漕手が検体の採取に応じない場合に、アンチドーピング規則違反が意図的に行わ
れたものではない旨を立証できたときはこの限りではなく、資格停止期間は 2 年間と
するものとし、 (ii)他のすべての事案において、漕手またはその他の人が、資格停止
期間の短縮を正当化する例外的な状況を立証することができた場合には、資格停
止期間は、漕手またはその他の人の過誤の程度により、2 年間から 4 年間の範囲内
とし、(iii)要保護者またはレクリエーション漕手に関する事案においては、資格停止期
間は、要保護者またはレクリエーション漕手の過誤の程度により、最長で 2 年間、最
短で資格停止期間を伴わない譴責の範囲内とする。 

10.3.2 2.4 の違反の場合には、資格停止期間は 2 年間とするものとする。ただし、漕手の過
誤の程度により最短 1 年間となるまで短縮することができる。本項における 2 年間か
ら 1 年間までの間での資格停止期間の柔軟性は、直前の居場所情報変更パターン
またはその他の行為により、漕手が検査の対象となることを避けようとしていた旨の
重大な疑義が生じる場合には当該漕手にはこれを適用しない。 

10.3.3 2.7 または 2.8 の規定の違反の場合には、資格停止期間は、違反の重大性の程度
により、最短で４年間、最長で永久資格停止とするものとする。要保護者に関連する
2.7 または 2.8 の違反は、特に重大な違反であると考えられ、サポートスタッフによる
違反が特定物質に関する違反以外のものであった場合には、当該サポートスタッフ
に対して永久資格停止が課されるものとする。さらに、2.7 または 2.8 の重大な違反
がスポーツに関連しない法令違反にも及ぶ場合には、権限のある行政機関、専門
機関または司法機関に対して報告がなされるものとする。43 

10.3.4 2.9 の違反につき、賦課される資格停止期間は、違反の重大性の程度により、最短
で 2 年、最長で永久資格停止とするものとする。 

42 [Comment to Article 10.2.4.1: The determinations as to whether the treatment program is approved and whether the 
Rower or other Person has satisfactorily completed the program shall be made in the sole discretion of World 
Rowing.  
This Article is intended to give World Rowing the leeway to apply their own judgment to identify and approve 
legitimate and reputable, as opposed to “sham”, treatment programs. It is anticipated, however, that the 
characteristics of legitimate treatment programs may vary widely and change over time such that it would not be 
practical for WADA to develop mandatory criteria for acceptable treatment programs.] 

43 [Comment to Article 10.3.3: Those who are involved in doping Rowers or covering up doping should be subject to 
sanctions which are more severe than the Rowers who test positive. Since the authority of sport organisations is 
generally limited to Ineligibility for accreditation, membership and other sport benefits, reporting Athlete Support 
Personnel to competent authorities is an important step in the deterrence of doping.] 

42 10.2.4.1 の解説：治療プログラムが承認されたか否かおよび漕手またはその他の人がプログラムを十分に完了したか否かの判断
は、ワールドローイングの単独の裁量により行われるものとする。本項は、ワールドローイングが「偽物」の治療プログラムではない、
適法かつ評判の良いプログラムを特定し、承認するために自己の判断を行う余地を付与することを意図している。しかし、適法な
治療プログラムの特徴は広く多様で、時間の経過に従い変化する可能性があるため、受諾可能な治療プログラムのために WADA
が義務的な基準を策定することは実際的ではないことが予想されている。 

43 10.3.3 の解説：ドーピングを行っている漕手に関与し、または、ドーピングの隠ぺいに関与した者には、陽性検査結果が出た漕手
本人よりも、厳しい制裁措置が適用されるべきである。スポーツ団体の権限は、一般に、認定、加盟その他の競技場の恩典に関
する資格の停止に限定されていることから、サポートスタッフを権限のある機関に告発することは、ドーピングを抑止するための重
要な措置である。 
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10.3.5 For violations of Article 2.10, the period of Ineligibility shall be two (2) years, subject to 
reduction down to a minimum of one (1) year, depending on the Rower or other 
Person’s degree of Fault and other circumstances of the case.44 

10.3.6 For violations of Article 2.11, the period of Ineligibility shall be a minimum of two (2) 
years, up to lifetime Ineligibility, depending on the seriousness of the violation by the 
Rower or other Person.45 

10.3.5 2.10 の違反につき、資格停止期間は 2 年間とするものとする。ただし、漕手または
その他の人の過誤の程度および当該事案のその他の事情により、最短 1 年間とな
るまで短縮することができる。44 

10.3.6 2.11 の違反について、漕手またはその他の人の違反の重大性の程度により、資格
停止期間は最短で 2 年、最長で永久資格停止とする。45 

10.4 Aggravating Circumstances which may Increase the Period of Ineligibility 
If World Rowing establishes in an individual case involving an anti-doping rule 
violation other than violations under Article 2.7 (Trafficking or Attempted 
Trafficking), 2.8 (Administration or Attempted Administration), 2.9 (Complicity or 
Attempted Complicity) or 2.11 (Acts by a Rower or Other Person to Discourage or 
Retaliate Against Reporting) that Aggravating Circumstances are present which 
justify the imposition of a period of Ineligibility greater than the standard sanction, 
then the period of Ineligibility otherwise applicable shall be increased by an 
additional period of Ineligibility of up to two (2) years depending on the seriousness 
of the violation and the nature of the Aggravating Circumstances, unless the Rower 
or other Person can establish that he or she did not knowingly commit the anti-
doping rule violation.46 

10.4 資格停止期間を加重する可能性のある加重事情 
ワールドローイングが、2.7(不正取引または不正取引の企て)、2.8(投与または投与の企
て)、2.9(違反関与または違反関与の企て)または 2.11(漕手またはその他の人が、当局へ
の通報を阻止し、または当局への通報に対して報復する行為)に基づく違反以外のアンチド
ーピング規則違反に関する個別の事案において、標準的な制裁措置よりも長い資格停止
期間の賦課を正当化する加重事情が存在することを立証した場合には、その立証がない
場合には適用されたであろう資格停止期間は、違反の重大性および加重事情の性質によ
り、2 年を上限とする追加の資格停止期間の分加重されるものとする。ただし、漕手または
その他の人が、自分が故意に当該アンチドーピング規則違反を行ったわけではないことを立
証することができた場合には、この限りではない。46 

10.5 Elimination of the Period of Ineligibility where there is No Fault or Negligence 
If a Rower or other Person establishes in an individual case that he or she bears No Fault or 
Negligence, then the otherwise applicable period of Ineligibility shall be eliminated.47 

10.5 過誤または過失がない場合における資格停止期間の取消し 
個別事案において、漕手が「過誤または過失がないこと」を立証した場合には、その立証がなければ適
用されたであろう資格停止期間は取り消されるものとする。47 

10.6 Reduction of the Period of Ineligibility based on No Significant Fault or 
Negligence 
10.6.1 Reduction of Sanctions in Particular Circumstances for Violations of Article 2.1, 2.2 or 

2.6.All reductions under Article 10.6.1 are mutually exclusive and not cumulative. 
10.6.1.1 Specified Substances or Specified Methods 

Where the anti-doping rule violation involves a Specified Substance (other 
than a Substance of Abuse) or Specified Method, and the Rower or other 
Person can establish No Significant Fault or Negligence, then the period of 
Ineligibility shall be, at a minimum, a reprimand and no period of Ineligibility, 
and at a maximum, two (2) years of Ineligibility, depending on the Rower’s or 
other Person’s degree of Fault. 

10.6「重大な過誤または過失がないこと」に基づく資格停止期間の短縮 
10.6.1 2.1、2.2 または 2.6 の違反に対する特定の状況における制裁措置の短縮。10.6.1

に基づく短縮の一切は、相互に排他的であり、累積的ではない。 
10.6.1.1 特定物質または特定方法 

アンチドーピング規則違反が特定物質（濫用物質を除く。）または特定方法
に関連する場合において、漕手またはその他の人が「重大な過誤または過
失がないこと」を立証できるときには、資格停止期間は、漕手またはその他
の人の過誤の程度により、最短で資格停止期間を伴わない譴責とし、最長
で 2 年の資格停止期間とする。 

44 [Comment to Article 10.3.5: Where the “other Person” referenced in Article 2.10 is an entity and not an individual, that 
entity may be disciplined as provided in Article 12.] 

45 [Comment to Article 10.3.6: Conduct that is found to violate both Article 2.5 (Tampering) and Article 2.11 (Acts by a 
Rower or Other Person to Discourage or Retaliate Against Reporting to Authorities) shall be sanctioned based on the 
violation that carries the more severe sanction.] 

46 [Comment to Article 10.4: Violations under Articles 2.7 (Trafficking or Attempted Trafficking), 2.8 (Administration or 
Attempted Administration), 2.9 (Complicity or Attempted Complicity) and 2.11 (Acts by a Rower or Other Person to 
Discourage or Retaliate Against Reporting to Authorities) are not included in the application of Article 10.4 because 
the sanctions for these violations already build in sufficient discretion up to a lifetime ban to allow consideration of any 
Aggravating Circumstance.] 

47 [Comment to Article 10.5: This Article and Article 10.6.2 apply only to the imposition of sanctions; they are not 
applicable to the determination of whether an anti-doping rule violation has occurred. They will only apply in 
exceptional circumstances, for example, where a Rower could prove that, despite all due care, he or she was 
sabotaged by a competitor. Conversely, No Fault or Negligence would not apply in the following circumstances: (a) a 
positive test resulting from a mislabelled or contaminated vitamin or nutritional supplement (Rowers are responsible 
for what they ingest (Article 2.1) and have been warned against the possibility of supplement contamination); (b) the 
Administration of a Prohibited Substance by the Rower’s personal physician or trainer without disclosure to the 
Rower (Rowers are responsible for their choice of medical personnel and for advising medical personnel that they 
cannot be given any Prohibited Substance); and (c) sabotage of the Rower’s food or drink by a spouse, coach or 
other Person within the Rower’s circle of associates (Rowers are responsible for what they ingest and for the conduct 
of those Persons to whom they entrust access to their food and drink). However, depending on the unique facts of a 
particular case, any of the referenced illustrations could result in a reduced sanction under Article 10.6 based on No 
Significant Fault or Negligence.] 

44 10.3.5 の解説：2.10（漕手またはその他の人が特定の対象者と関わること）に引用される「その他の人」が個人でなく団体である
場合には、当該団体は第 12 条の定めに従い制裁の対象となる場合がある。 

4510.3.6 の解説：2.5（不正干渉）と 2.11（漕手またはその他の人が、当局への通報を阻止し、または当局への通報に対して報復す
る行為）の両方に違反すると判断される行為は、より厳しい制裁措置を有する違反に基づき制裁が課されるものとする。 

46 10.4 の解説：2.7（不正取引または不正取引の企て）、2.8（投与または投与の企て）、2.9（違反関与または違反関与の企て）、
2.11（漕手またはその他の人が、当局への通報を阻止し、または当局への通報に対して報復する行為）の違反は、10.4 の適用に
は含まれない。 

47 10.5 の解説：本項および 10.6.2 は、制裁措置の賦課に対してのみ適用され、アンチドーピング規則違反が発生したか否かの決
定には適用されない。また、例えば、十分な注意を払ったにもかかわらず競技相手から妨害を受けた旨を競技者が証明できる場
合等の例外的状況においてのみ適用される。逆に、「過誤または過失がないこと」は、次の場合には適用されない。 

(a) ビタミンや栄養補助食品の誤った表記や汚染が原因となって検査結果が陽性になった場合（漕手は自らが摂取する物に関して
責任を負う（2.1）とともに、サプリメントの汚染の可能性に関しては漕手に対して既に注意喚起がなされている。）。 

(b) 漕手本人に開示することなく漕手の主治医またはトレーナーが禁止物質を投与した場合（漕手は医療従事者の選定について責
任を負うとともに、自らに対する禁止物質の投与が禁止されている旨を医療従事者に対して伝達しなければならない。）。 

(c) 漕手が懇意とする集団の中において、配偶者、コーチその他の人が漕手の飲食物に手を加えた場合（漕手は自らが摂取する物
について責任を負うとともに、自己の飲食物への接触を許している人の行為についても責任を負う。）。ただし、個々の事案の具体
的な事実によっては、上記のような事案であっても、「重大な過誤又は過失がないこと」として、第 10.6 項に基づき、制裁措置が
短縮される可能性がある。 
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10.6.1.2 Contaminated Products 
In cases where the Rower or other Person can establish both No 
Significant Fault or Negligence and that the detected Prohibited Substance 
(other than a Substance of Abuse) came from a Contaminated Product, 
then the period of Ineligibility shall be, at a minimum, a reprimand and no 
period of Ineligibility, and at a maximum, two (2) years Ineligibility, 
depending on the Rower or other Person’s degree of Fault.48 

10.6.1.3 Protected Persons or Recreational Rowers 
Where the anti-doping rule violation not involving a Substance of Abuse is committed 
by a Protected Person or Recreational Rower, and the Protected Person or 
Recreational Rower can establish No Significant Fault or Negligence, then the period 
of Ineligibility shall be, at a minimum, a reprimand and no period of Ineligibility, and at 
a maximum, two (2) years Ineligibility, depending on the Protected Person or 
Recreational Rower’s degree of Fault. 

10.6.2 Application of No Significant Fault or Negligence beyond the Application of Article 
10.6.1 
If a Rower or other Person establishes in an individual case where Article 10.6.1 is not 
applicable that he or she bears No Significant Fault or Negligence, then, subject to further 
reduction or elimination as provided in Article 10.7, the otherwise applicable period of 
Ineligibility may be reduced based on the Rower or other Person’s degree of Fault, but the 
reduced period of Ineligibility may not be less than one-half of the period of Ineligibility 
otherwise applicable. If the otherwise applicable period of Ineligibility is a lifetime, the 
reduced period under this Article may be no less than eight (8) years.49 

10.6.1.2 汚染された製品 
漕手またはその他の人が「重大な過誤又は過失がないこと」を立証できる場合にお
いて、検出された禁止物質（濫用物質を除く。）が汚染製品に由来したときには、資
格停止期間は、漕手またはその他の人の過誤の程度により、最短で資格停止期
間を伴わない指導とし、最長で 2 年の資格停止期間とするものとする。48 

10.6.1.3 要保護者またはレクリエーション漕手 
濫用物質に関連しないアンチドーピング規則違反が要保護者またはレクリエーショ
ン漕手により行われた場合であって、要保護者またはレクリエーション漕手が「重大
な過誤または過失がないこと」を立証することができたときは、資格停止期間は、要
保護者またはレクリエーション漕手の過誤の程度により、最短で資格停止期間を伴
わない譴責とし、最長で 2 年間とする。 

10.6.2 10.6.1 の適用を超えた「重大な過誤または過失がないこと」の適用 
漕手またはその他の人が、10.6.1 が適用されない個別の事案において、自らが「重大な
過誤または過失がないこと」を立証した場合には、立証がなかった場合に適用されたで
あろう資格停止期間は、10.7 に該当した場合の更なる短縮または取消しに加え、漕手ま
たはその他の人の過誤の程度により、短縮される場合がある。ただし、かかる場合におい
て、短縮された後の資格停止期間は、立証がなかった場合に適用されたであろう資格停
止期間の 2 分の 1 を下回ってはならない。別段適用されたであろう資格停止期間が永
久に亘る場合には、本項に基づく短縮された後の資格停止期間は 8 年を下回ってはな
らない。49 

10.7 Elimination, Reduction, or Suspension of Period of Ineligibility or Other Consequences 
for Reasons Other than Fault 
10.7.1 Substantial Assistance in Discovering or Establishing Code Violations50 

10.7.1.1 World Rowing may, prior to an appellate decision under Article 13 or the 
expiration of the time to appeal, suspend a part of the Consequences (other 
than Disqualification and mandatory Public Disclosure) imposed in an 
individual case where the Rower or other Person has provided Substantial 
Assistance to an Anti-Doping Organisation, criminal authority or professional 
disciplinary body which results in: (i) the Anti-Doping Organisation discovering 
or bringing forward an anti-doping rule violation by another Person; or (ii) 
which results in a criminal or disciplinary body discovering 

10.7 資格停止期間の取消し、短縮もしくは猶予または過誤以外を理由とするその他の措置 
10.7.1WADA 規程の違反を発見または立証する際の実質的な支援 50 

10.7.1.1 アンチドーピング規則違反の結果管理責任を有するワールドローイングは、第 13 条に
基づく不服申立てに対する決定または不服申立期間の満了に先立ち、漕手またはその
他の人がアンチドーピング機関、刑事司法機関または懲戒機関に対して、実質的な支
援を提供し、その結果、(i)アンチドーピング機関が他の人によるアンチドーピング規則違
反を発見しもしくは該当手続きを提起し、 (ii)刑事司法機関もしくは職務規程に対する違
反を発見しもしくは該当手続を提起するに至り、実質的な視点を提供した人により提供
された情報が、結果管理責任を負う 

48 [Comment to Article 10.6.1.2: In order to receive the benefit of this Article, the Rower or other Person must establish 
not only that the detected Prohibited Substance came from a Contaminated Product, but must also separately 
establish No Significant Fault or Negligence. It should be further noted that Rowers are on notice that they take 
nutritional supplements at their own risk. The sanction reduction based on No Significant Fault or Negligence has 
rarely been applied in Contaminated Product cases unless the Rower has exercised a high level of caution before 
taking the Contaminated Product. In assessing whether the Rower can establish the source of the Prohibited 
Substance, it would, for example, be significant for purposes of establishing whether the Rower actually Used the 
Contaminated Product, whether the Rower had declared the product which was subsequently determined to be 
contaminated on the Doping Control form. This Article should not be extended beyond products that have gone 
through some process of manufacturing. Where an Adverse Analytical Finding results from environment 
contamination of a “non-product” such as tap water or lake water in circumstances where no reasonable person 
would expect any risk of an anti-doping rule violation, typically there would be No Fault or Negligence under Article 
10.5.] 

49 [Comment to Article 10.6.2: Article 10.6.2 may be applied to any anti-doping rule violation except those Articles where 
intent is an element of the anti-doping rule violation (e.g., Article 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 or 2.11) or an element of a 
particular sanction (e.g., Article 10.2.1) or a range of Ineligibility is already provided in an Article based on the Rower 
or other Person’s degree of Fault.] 

50 [Comment to Article 10.7.1: The cooperation of Rowers, Athlete Support Personnel and other Persons who 
acknowledge their mistakes and are willing to bring other anti-doping rule violations to light is important to clean 
sport.] 

48 10.6.1.2 の解説：本項の恩恵を受けるためには、漕手またはその他の人は、検出された禁止物質が汚染製品に由来することを立
証するのみならず、「重大な過誤又は過失がないこと」も別途立証しなければならない。また、漕手は栄養補助食品を自己のリス
クにおいて摂取することを告知されていることにも留意すべきである。「重大な過誤又は過失がないこと」に基づく制裁措置の短縮
は、漕手が汚染製品を摂取する前に高度な注意を払った場合を除き、汚染製品の事案で適用されたことはほとんどない。漕手
が禁止物質の出所（source）を立証することができるか否かを評価するのにあたり、例えば、当該漕手が当該汚染製品を実際に
使用したことを立証するために、当該漕手がドーピングコントロールフォームにおいて後日汚染されていると判断された製品を申告
していたかどうかは重要である。本項は、何らかの製造過程を経た製品以外にまで適用されるべきではない。違反が疑われる分
析報告が、合理的な人がアンチドーピング規則違反のリスクを予期しない状況における水道水や池の水などの「非製品」の環境
汚染の結果である場合には、通常は、10.5 に基づき、過誤または過失は存在しない。 

49 10.6.2 の解説：10.6.2 は、意図がアンチドーピング規則違反の構成要件である条項（例えば、2.5、2.7、2.8、2.9 または 2.11）、
意図が特定の制裁措置の構成要件である条項（例えば、10.2.1）または漕手もしくはその他の人の過誤の程度に基づき資格停
止の範囲が定められている条項を除き、いかなるアンチドーピング規則違反に適用される場合がある。 

50 10.7.1 の解説：自己の過ちを認め、他のアンチドーピング規則違反を明るみに出そうとする意思を有する漕手、サポートスタッフま
たはその他の人の協力は、クリーンなスポーツのために重要である。 

   



226 

or bringing forward a criminal offense or the breach of professional rules 
committed by another Person and the information provided by the Person 
providing Substantial Assistance is made available to World Rowing or other 
Anti-Doping Organisation with Results Management responsibility; or (iii) which 
results in WADA initiating a proceeding against a Signatory, WADAaccredited 
laboratory, or Rower passport management unit (as defined in the International 
Standard for Laboratories) for non-compliance with the Code, International 
Standard or Technical Document; or (iv) with the approval by WADA, which 
results in a criminal or disciplinary body bringing forward a criminal offense or 
the breach of professional or sport rules arising out of a sport integrity violation 
other than doping. After an appellate decision under Article 13 or the expiration 
of time to appeal, World Rowing may only suspend a part of the otherwise 
applicable Consequences with the approval of WADA. 
The extent to which the otherwise applicable period of Ineligibility may be 
suspended shall be based on the seriousness of the anti-doping rule violation 
committed by the Rower or other Person and the significance of the 
Substantial Assistance provided by the Rower or other Person to the effort to 
eliminate doping in sport, non-compliance with the Code and/or sport integrity 
violations. No more than three-quarters of the otherwise applicable period of 
Ineligibility may be suspended. If the otherwise applicable period of Ineligibility 
is a lifetime, the non-suspended period under this Article must be no less than 
eight (8) years. For purposes of this paragraph, the otherwise applicable 
period of Ineligibility shall not include any period of Ineligibility that could be 
added under Article 10.9.3.2 of these Anti-Doping Rules. 
If so requested by a Rower or other Person who seeks to provide Substantial 
Assistance, World Rowing shall allow the Rower or other Person to provide the 
information to it subject to a Without Prejudice Agreement. 
If the Rower or other Person fails to continue to cooperate and to provide the 
complete and credible Substantial Assistance upon which a suspension of 
Consequences was based, World Rowing shall reinstate the original 
Consequences. If World Rowing decides to reinstate suspended 
Consequences or decides not to reinstate suspended Consequences, that 
decision may be appealed by any Person entitled to appeal under Article 13. 

10.7.1.2 To further encourage Rowers and other Persons to provide 
Substantial Assistance to Anti-Doping Organisations, at the request 
of World Rowing or at the request of the Rower or other Person who 
has, or has been asserted to have, committed an anti-doping rule 
violation, or other violation of the Code, WADA may agree at any 
stage of the Results Management process, including after an 
appellate decision under Article 13, to what it considers to be an 
appropriate suspension of the otherwise-applicable period of 
Ineligibility and other Consequences. In exceptional circumstances, 
WADA may agree to suspensions of the period of Ineligibility and 
other Consequences for Substantial Assistance greater than those 
otherwise provided in this Article, or even no period of Ineligibility, no 
mandatory Public Disclosure and/or no return of prize money or 
payment of fines or costs. WADA’s approval shall be subject to 
reinstatement of Consequences, as otherwise provided in this 
Article. Notwithstanding Article 13, WADA’s decisions in the context 
of this Article 10.7.1.2 may not be appealed. 

10.7.1.3 If World Rowing suspends any part of an otherwise applicable sanction 
because of Substantial Assistance, then notice providing justification for 

ワールドローイングにより利用可能となり、(iii)本規程、国際基準またはテクニカルドキュ
メントを遵守していないことに基づき、WADA が、署名当事者、WADA 認定分析機関ま
たは（「分析機関に関する国際基準」において定義される）アスリートパスポートマネジメ
ントユニットに対して手続きを提起し、または、(iv)刑事司法機関または懲戒機関が
WADA の承認をもってドーピング以外のスポーツインテグリティの違反に起因する犯罪
またはプロフェッショナルもしくはスポーツの規則の違反を問うに至った場合には、その
事案において課される措置（失効および義務的な一般開示を除く。）の一部を猶予す
ることができる。第 13 条による不服申立てに対する決定または不服申立ての期間満
了の後においては、ワールドローイングは、WADA および適切な国際競技連盟の承認
を得た場合にのみ、実質的な支援及びそれに伴う結果がなければ適用されたであろう
措置の一部を猶予することができる。実質的な支援およびそれに伴う結果がなければ
適用された資格停止期間が猶予される程度は、漕手またはその他の人により行われ
たアンチドーピング規則違反の重大性および漕手またはその他の人により提供されたス
ポーツにおけるドーピングならびに本規程の不遵守および／またはスポーツのインテグ
リティの違反の根絶のための実質的な支援の重要性により定まるものとする。資格停
止期間は、実質的な支援およびそれに伴う結果がなければ適用された資格停止期間
の 4 分の 3 を超えては猶予されない。実質的な支援およびそれに伴う結果がなければ
適用されたであろう資格停止期間が永久である場合には、本項に基づき猶予されない
期間は 8 年間を下回らないものとする。本項において、実質的な支援及びそれに伴う
結果がなければ適用された資格停止期間は、10.9.3.2 に基づき加算されることのでき
た資格停止期間を含まないものとする。 
実質的な支援を提供しようとする漕手またはその他の人が要求した場合には、結果管
理責任を負うワールドローイングは、漕手またはその他の人が、条件付合意に従ってワ
ールドローイングに情報を提供することを認めるものとする。 
漕手はその他の人が、協力を継続せず、措置の猶予の根拠となった完全かつ信頼性
を有する実質的な支援を行わない場合には、措置を猶予したワールドローイングは、元
の措置を復活させるものとする。ワールドローイングが、猶予された措置を復活させ、ま
たは、猶予された措置を復活させない旨決定した場合には、第 13 条に基づき不服申
立てを行う権利を有するいかなる人も、当該決定に対して不服申立てを提起すること
ができる。 

10.7.1.2 WADA は、漕手またはその他の人がアンチドーピング機関にさらに実質的な支援を提
供することを促すために、結果管理を行うワールドローイングの要請またはアンチドーピ
ング規則違反もしくは他の本規程違反を行った（または、行ったと主張される）漕手もし
くはその他の人の要請により、第 13 条に基づく不服申立ての決定の後を含む、結果管
理手続きのいかなる段階においても、本来適用されたであろう資格停止期間その他の

措置に関して適切な猶予となると判断する内容について、承認をすることができる。例
外的な状況においては、実質的な支援があった場合、資格停止期間その他
措置に関し、本項に定める期間·措置を上回ってこれを猶予することのみなら
ず、さらには、資格停止期間を設けないこと、義務的な一般開示がないこと
ならびに／または賞金の返還もしくは罰金·費用の支払いを命じないことにつ
いても、WADA は、承認することができる。WADA による承認は、本条で別途
定めるとおり、措置の復活に服するものとする。第 13 条にかかわらず、本
10.7.1.2 の文脈における WADA の決定は、不服申立ての対象とはならない
ものとする。 

10.7.1.3 ワールドローイングが実質的な支援を理由として、実質的な支援がなければ適用され

たであろう制裁措置の一部を猶予した場合には、当該決定を根拠づける正当な理由
を記載する通知を、 
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the decision shall be provided to the other Anti-Doping Organisations with a right to 
appeal under Article 13.2.3 as provided in Article 14. In unique circumstances where 
WADA determines that it would be in the best interest of anti-doping, WADA may 
authorise World Rowing to enter into appropriate confidentiality agreements limiting or 
delaying the disclosure of the Substantial Assistance agreement or the nature of 
Substantial Assistance being provided. 

10.7.2 Admission of an Anti-Doping Rule Violation in the Absence of Other 
Evidence 
Where a Rower or other Person voluntarily admits the commission of an anti-doping 
rule violation before having received notice of a Sample collection which could 
establish an anti-doping rule violation (or, in the case of an anti-doping rule violation 
other than Article 2.1, before receiving first notice of the admitted violation pursuant to 
Article 7) and that admission is the only reliable evidence of the violation at the time of 
admission, then the period of Ineligibility may be reduced, but not below one-half of 
the period of Ineligibility otherwise applicable.51 

10.7.3 Application of Multiple Grounds for Reduction of a Sanction 
Where a Rower or other Person establishes entitlement to reduction in sanction under 
more than one provision of Article 10.5, 10.6 or 10.7, before applying any reduction or 
suspension under Article 10.7, the otherwise applicable period of Ineligibility shall be 
determined in accordance with Articles 10.2, 10.3, 10.5, and 10.6. If the Rower or 
other Person establishes entitlement to a reduction or suspension of the period of 
Ineligibility under Article 10.7, then the period of Ineligibility may be reduced or 
suspended, but not below one-fourth of the otherwise applicable period of Ineligibility. 

10.8 Results Management Agreements 
10.8.1 One (1) Year Reduction for Certain Anti-Doping Rule Violations Based on 

Early Admission and Acceptance of Sanction 
Where a Rower or other Person, after being notified by World Rowing of a potential 
anti-doping rule violation that carries an asserted period of Ineligibility of four (4) or 
more years (including any period of Ineligibility asserted under Article 10.4), admits the 
violation and accepts the asserted period of Ineligibility no later than twenty (20) days 
after receiving notice of an anti-doping rule violation charge, the Rower or other 
Person may receive a one (1) year reduction in the period of Ineligibility asserted by 
World Rowing. Where the Rower or other Person receives the one (1) year reduction 
in the asserted period of Ineligibility under this Article 10.8.1, no further reduction in 
the asserted period of Ineligibility shall be allowed under any other Article.52 

10.8.2 Case Resolution Agreement 
Where the Rower or other Person admits an anti-doping rule violation after being 
confronted with the anti-doping rule violation by World Rowing and agrees to 
Consequences acceptable to World Rowing and WADA, at their sole discretion, then: 
(a) the Rower or other Person may receive a reduction in the period of Ineligibility 
based on  

第 14 条の定めに従い、13.2.3 に基づき不服申立てを行う権利を有する他のアンチド
ーピング機関に対して提供するものとする。 
WADA は、アンチドーピングの最善の利益に適うと判断する特殊な状況においては、実
質的な支援に関する合意または提供されている実質的な支援の性質についての開示
を制限し、または、遅延させる適切な機密保持契約を締結する権限をワールドローイン
グに授権することができる。 

10.7.2 その他の証拠がない場合におけるアンチドーピング規則違反の自認 
アンチドーピング規則違反を証明しうる検体の採取の通知を受け取る前に（または、2.1 以外の
アンチドーピング規則違反事案において、第7 条に従って自認された違反に関する最初の通知
を受け取る前に）、漕手またはその他の人が自発的にアンチドーピング規則違反を自認し、当
該自認が、自認の時点で当該違反に関する唯一の信頼できる証拠である場合には、資格停
止期間が短縮されることがある。ただし、短縮された後の資格停止期間は、当該事情がなけれ
ば適用されたであろう資格停止期間の 2 分の 1 を下回ることはできない。51 

10.7.3 制裁措置の短縮に関する複数の根拠の適用 
漕手またはその他の人が、10.5、10.6 または 10.7 における 2 つ以上の規定に基づき、制裁措
置の短縮について権利を有することを証明した場合には、当該事情がなければ適用されたであ
ろう資格停止期間は、10.7 に基づく短縮または猶予の適用前に、10.2、10.3、10.5 および
10.6 に従って決定されるものとする。漕手またはその他の人が資格停止期間の短縮または猶
予の権利を 10.7 に基づき証明した場合には、資格停止期間は、短縮または猶予されることが
ある。ただし、短縮または猶予された後の資格停止期間は、当該事情がなければ適用されたで
あろう資格停止期間の 4 分の 1 を下回ることはできない。 

10.8 結果管理に関する合意 
10.8.1 早期の自認および制裁措置の受諾に基づく特定のアンチドーピング規則違反に対する 1 年間の

短縮 
漕手またはその他の人が、ワールドローイングにより、4 年以上の資格停止期間（10.4 に基づき
主張された資格停止期間を含む。）の主張を伴う、アンチドーピング規則違反の可能性につい
て通知を受けた後に、アンチドーピング規則違反の責任の通知を受領してから 20 日以内に、
違反を自認し、かつ、主張された資格停止期間を受け入れた場合には、漕手またはその他の
人は、ワールドローイングが主張する資格停止期間について、1 年間の短縮を受ける場合があ
る。漕手またはその他の人が本 10.8.1 に基づき主張された資格停止期間について 1 年間の
短縮を受けた場合には、他の条項に基づき、当該主張された資格期間について更なる短縮を
受けることは認められないものとする。52 

10.8.2 事案解決合意 
漕手またはその他の人が、ワールドローイングによりアンチドーピング規則違反について責任を
問われてからアンチドーピング規則違反を自認し、ワールドローイングおよび WADA がその裁量
により受諾可能と判断する措置に合意した場合には、(a)漕手またはその他の人は、ワールドロ
ーイングおよび WADA による、主張されたアンチドーピング規則違反に対する 

51 [Comment to Article 10.7.2: This Article is intended to apply when a Rower or other Person comes forward and admits 
to an anti-doping rule violation in circumstances where no Anti-Doping Organisation is aware that an anti-doping rule 
violation might have been committed. It is not intended to apply to circumstances where the admission occurs after 
the Rower or other Person believes he or she is about to be caught. The amount by which Ineligibility is reduced 
should be based on the likelihood that the Rower or other Person would have been caught had he or she not come 
forward voluntarily.] 

52 [Comment to Article 10.8.1: For example, if World Rowing alleges that a Rower has violated Article 2.1 for Use of an 
anabolic steroid and asserts the applicable period of Ineligibility is four (4) years, then the Rower may unilaterally 
reduce the period of Ineligibility to three (3) years by admitting the violation and accepting the three (3) year period of 
Ineligibility within the time specified in this Article, with no further reduction allowed. This resolves the case without 
any need for a hearing.] 

51 10.7.2 の解説：本項は、ワールドローイングはアンチドーピング規則違反の発生の可能性を認識していないという状況において、漕
手またはその他の人が、アンチドーピング規則に違反したことを名乗り出て、自認する場合に適用されることが意図されている。漕
手またはその他の人が、自己の違反行為がまさに発覚するであろうとの認識を有した後に自認がなされたという場合に適用され
ることを意図してはいない。資格停止が短縮されるべき程度は、漕手またはその他の人が自発的に申し出なかったとしても発覚し
たであろう可能性に基づいて決せられるべきである。 

52 10.8.1 の解説：例えば、ワールドローイングが、漕手が蛋白同化ステロイド薬を使用して 2.1 に違反したと主張し、適用される資格
停止期間が 4 年間であると主張した場合には、漕手は、本項で特定される期間内に、違反を自認し 3 年間の資格停止を受け入
れることによって、一方的に資格停止期間を 3 年間に短縮することができ、その場合更なる短縮は認められない。これにより、聴
聞会を開催する必要なく事案が解決する。 
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an assessment by World Rowing and WADA of the application of Articles 10.1 through 
10.7 to the asserted anti-doping rule violation, the seriousness of the violation, the 
Rower or other Person’s degree of Fault and how promptly the Rower or other Person 
admitted the violation; and (b) the period of Ineligibility may start as early as the date of 
Sample collection or the date on which another anti-doping rule violation last occurred. 
In each case, however, where this Article is applied, the Rower or other Person shall 
serve at least one-half of the agreed-upon period of Ineligibility going forward from the 
earlier of the date the Rower or other Person accepted the imposition of a sanction or a 
Provisional Suspension which was subsequently respected by the Rower or other 
Person. The decision by WADA and World Rowing to enter or not enter into a case 
resolution agreement, and the amount of the reduction to, and the starting date of, the 
period of Ineligibility are not matters for determination or review by a hearing body and 
are not subject to appeal under Article 13. 
If so requested by a Rower or other Person who seeks to enter into a case resolution 
agreement under this Article, World Rowing shall allow the Rower or other Person to 
discuss an admission of the anti-doping rule violation with it subject to a Without 
Prejudice Agreement.53 

10.1 から 10.7 までの適用、違反の重大性、漕手またはその他の人の過誤の程度、および漕手
またはその他の人が自認した迅速さの評価に基づき、資格停止期間の短縮を受けることができ、
(b)資格停止期間の開始日は、検体の採取の日または直近のその他のアンチドーピング規則違
反の発生日のいずれかまで遡及させることができる。ただし、いずれの事案においても、本項が適
用される場合には、漕手またはその他の人が制裁措置の賦課を受け入れた日または暫定的資
格停止の賦課（漕手またはその他の人が後続的にこれを遵守したもの）を受け入れた日のいず
れか速い方から起算して、少なくとも合意された資格停止期間の 2 分の 1 について、これに服す
るものとする。事案解決合意を締結するか否かの WADA およびワールドローイングの判断、なら
びに資格停止期間の短縮期間および開始日は、聴聞機関の判断または審査の対象ではなく、
第 13 条に基づく不服申立ての対象とはならない。 

漕手またはその他の人が本項に基づき事案解決合意を締結することを要求した場合
には、結果管理責任を負うワールドローイングは、漕手またはその他の人が、条件付
合意に従ってワールドローイングと当該アンチドーピング規則違反の自認について協議
することを認めるものとする。53 

10.9 Multiple Violations 
10.9.1 Second or Third Anti-Doping Rule Violation 

10.9.1.1 For a Rower or other Person’s second anti-doping rule violation, the 
period of Ineligibility shall be the greater of: 
a. A six (6) month period of Ineligibility; or 
b. A period of Ineligibility in the range between: 
i. the sum of the period of Ineligibility imposed for the first 

antidoping rule violation plus the period of Ineligibility otherwise 
applicable to the second anti-doping rule violation treated as if it 
were a first violation, and 

ii. twice the period of Ineligibility otherwise applicable to the second 
anti-doping rule violation treated as if it were a first violation. 
The period of Ineligibility within this range shall be determined 
based on the entirety of the circumstances and the Rower or 
other Person’s degree of Fault with respect to the second 
violation. 

10.9.1.2 A third anti-doping rule violation will always result in a lifetime period 
of Ineligibility, except if the third violation fulfills the condition for 
elimination or reduction of the period of Ineligibility under Article 
10.5 or 10.6, or involves a violation of Article 2.4. In these particular 
cases, the period of Ineligibility shall be from eight (8) years to 
lifetime Ineligibility. 

10.9.1.3 The period of Ineligibility established in Articles  10.9.1.1 and 
10.9.1.2 may then be further reduced by the application of Article 
10.7. 

10.9.2 An anti-doping rule violation for which a Rower or other Person has 
established No Fault or Negligence shall not be considered a violation for 
purposes of this Article 10.9.  
In addition, an anti-doping rule violation sanctioned under Article 10.2.4.1 
shall not be considered a violation for purposes of Article 10.9. 

10.9 複数回の違反 
10.9.12 回目または 3 回目のアンチドーピング規則違反 

10.9.1.1 漕手またはその他の人による 2 回目のアンチドーピング規則違反につき、
資格停止期間は以下に掲げる事項のうち、最も長い期間とする。 
a.6 か月間の資格停止期間、または 
b.以下の範囲内の資格停止期間 
i. 1 回目のアンチドーピング規則違反につき課された資格停止期間と、当

該 2 回目のアンチドーピング規則違反を、あたかも 1 回目の違反である
かのように取り扱ったうえで、それに適用されたであろう資格停止期間と
の合計、ならびに 

ii. 2 回目のアンチドーピング規則違反を、あたかも 1 回目の違反であるか
のように取り扱った上で、それに適用されたであろう資格停止期間の 2
倍。 
この範囲内における資格停止期間は、全体の状況および 2 回目の違
反に関する漕手またはその他の人の過誤の程度に基づき判断される。 

10.9.1.2 3 回目のアンチドーピング規則違反は常に永久の資格停止となる。ただし、
3 回目のアンチドーピング規則違反が 10.5 もしくは 10.6 の資格停止期間
の取り消しもしくは短縮の要件を満たす場合、または 2.4 に対する違反に
関するものである場合にはこの限りではない。上記ただし書きの場合には、
資格停止期間は 8 年から永久資格停止までとする。 

10.9.1.3 10.9.1.1 および 10.9.1.2 で確定された資格停止期間は、10.7 の適用によ
り、さらに短縮することがある。 

10.9.2 漕手またはその他の人が過誤または過失がないことを立証したアンチドーピング規則
違反は、10.9 において従前の違反とは判断されないものとする。さらに、10.2.4.1
に基づき制裁措置を賦課されたアンチドーピング規則違反は、10.9 の目的におい
て違反とは判断されないものとする。 

53 [Comment to Article 10.8: Any mitigating or aggravating factors set forth in this Article 10 shall be considered in 
arriving at the Consequences set forth in the case resolution agreement, andshall not be applicable beyond the terms 
of that agreement.] 

53 10.8 の解説：本 10 条に定める軽減要因または加重要因は、事案解決合意に定める措置にたどり着く上で考慮されるものとし、
当該合意の条件を超えて適用されないものとする。 
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10.9.3 Additional Rules for Certain Potential Multiple Violations 
10.9.3.1 For purposes of imposing sanctions under Article 10.9, except as provided in 

Articles10.9.3.2 and 10.9.3.3, an anti-doping rule violation will only be 
considered a second violation if World Rowing can establish that the Rower or 
other Person committed the additional anti-doping rule violation after the 
Rower or other Person received notice pursuant to Article 7, or after World 
Rowing made reasonable efforts to give notice of the first anti-doping rule 
violation. If World Rowing cannot establish this, the violations shall be 
considered together as one single first violation, and the sanction imposed 
shall be based on the violation that carries the more severe sanction, including 
the application of Aggravating Circumstances. Results in all Competitions 
dating back to the earlier anti-doping rule violation will be Disqualified as 
provided in Article 10.10.54 

10.9.3.2 If World Rowing establishes that a Rower or other Person committed 
an additional anti-doping rule violation prior to notification, and that 
the additional violation occurred twelve (12) months or more before 
or after the first-noticed violation, then the period of Ineligibility for 
the additional violation shall be calculated as if the additional 
violation were a stand-alone first violation and this period of 
Ineligibility is served consecutively, rather than concurrently, with the 
period of Ineligibility imposed for the earliernoticed violation. Where 
this Article 10.9.3.2 applies, the violations taken together shall 
constitute a single violation for purposes of Article 10.9.1. 

10.9.3.3 If World Rowing establishes that a Rower or other Person committed 
a violation of Article 2.5 in connection with the Doping Control 
process for an underlying asserted anti-doping rule violation, the 
violation of Article 2.5 shall be treated as a stand-alone first violation 
and the period of Ineligibility for such violation shall be served 
consecutively, rather than concurrently, with the period of Ineligibility, if 
any, imposed for the underlying anti-doping rule violation. Where this Article 
10.9.3.3 is applied, the violations taken together shall constitute a single 
violation for purposes of Article 10.9.1. 

10.9.3.4 If World Rowing establishes that a Person has committed a second 
or third anti-doping rule violation during a period of Ineligibility, the 
periods of Ineligibility for the multiple violations shall run 
consecutively, rather than concurrently. 

10.9.4 Multiple Anti-Doping Rule Violations during Ten (10) Year Period 
For purposes of Article 10.9, each anti-doping rule violation must take place 
within the same ten (10) year period in order to be considered multiple 
violations. 

10.10 Disqualification of Results in Competitions Subsequent to Sample 
Collection or Commission of an Anti-Doping Rule Violation 

In addition to the automatic Disqualification of the results in the Competition which produced 
the positive Sample under Article 9, all other competitive results of the Rower obtained from 
the date a positive Sample was collected (whether In-Competition or Out-of-Competition), or 
other anti-doping rule violation occurred, through the commencement of any Provisional 
Suspension  

10.9.3 潜在的な複数違反に関する追加的な規則 
10.9.3.1 10.9 に基づいて制裁措置を課すことにおいて、10.9.3.2 および 10.9.3.3 に

定める場合を除き、漕手またはその他の人が第 7 条に基づくアンチドーピ
ング規則違反の通知を受けた後に、またはワールドローイングが 1 回目の
アンチドーピング規則違反の通知をするために合理的な努力を行った後
に、当該漕手またはその他の人が追加のアンチドーピング規則違反を行っ
たことをワールドローイングが証明できた場合にのみ、当該アンチドーピング
規則違反は 2 回目のアンチドーピング違反であると判断される。ワールドロ
ーイングが当該事実を証明することができない場合には、当該 2 回の違反
は、全体として一つの1 回目の違反として扱われ、加重事情の適用を含め
てより厳しい制裁措置が科される方の違反に基づき、制裁措置が課される
ものとする。複数のアンチドーピング規則違反のうちより早い方のアンチドー
ピング規則違反まで遡ったすべての競技会における結果は、10.10 に規
定されているとおりに失効する。54 

10.9.3.2 ワールドローイングが、漕手またはその他の人が通知前に追加のアンチドーピング規

則違反を行ったこと、および当該追加の違反が 1 回目に通知された違反の 12 か
月以上前または 12 か月以上後に発生したものであることを立証した場合、当該追
加の違反に関する資格停止期間は、当該追加の違反が単独の 1 回目の違反であ
るかのように算定され、当該資格停止期間は、前に通知された違反について賦課さ
れた資格停止期間と同時ではなく連続的に服されるものとする。10.9.3.2 が適用さ
れる場合には、これらの併せて取り扱われた違反は、10.9.1 の目的において単一の
違反を構成するものとする。 

10.9.3.3 ワールドローイングが、漕手またはその他の人が、主張されているアンチド
ーピング規則違反についてのドーピングコントロール手続きに関連して 2.5
の違反を行ったことを立証した場合には、当該 2.5 の違反は単独の 1 回
目の違反として取り扱われ、当該違反に関する資格停止期間は、その基
にあるアンチドーピング規則違反について賦課された資格停止期間（もしあ
れば）と同時にではなく連続的に服されるものとする。本 10.9.3.3 が適用さ
れる場合には、これらの併せて取り扱われた違反は、10.9.1 の目的におい
て単一の違反を構成するものとする。 

10.9.3.4 ワールドローイングが、漕手またはその他の人が資格停止期間中に 2 回目
または 3 回目のアンチドーピング規則違反を行ったことを立証した場合に
は、これら複数回の違反に関する資格停止期間は同時にではなく連続的
に服されるものとする。 

10.9.4 10 年以内の複数回のアンチドーピング規則違反 
10.9 の適用において、各アンチドーピング規則違反を複数回の違反とみなされるた
めには、当該各違反が 10 年以内に発生していなければならない。 

10.10 検体の採取またはアンチドーピング規則違反後の競技会における成績の失効 
第 9 条に基づき、検体が陽性となった競技会における成績が自動的に失効することに
加えて、陽性検体が採取された日（競技会（時）であるか競技会外であるかは問わな
い。）から、またはその他のアンチドーピング規則違反の発生の日から、 

54 [Comment to Article 10.9.3.1: The same rule applies where, after the imposition of a sanction, World Rowing 
discovers facts involving an anti-doping rule violation that occurred prior to notification for a first anti-doping rule 
violation – e.g., World Rowing shall impose a sanction based on the sanction that could have been imposed if the two 
(2) violations had been adjudicated at the same time, including the application of Aggravating Circumstances.] 

54 10.9.3.1 の解説：制裁措置の賦課の後、ワールドローイングが 1 回目のアンチドーピング規則違反に関する通知以前に発生した
アンチドーピング規則違反の事実を発見した場合には、同じ規則が適用される。すなわち、ワールドローイングは、加重事情の適
用を含め、仮に 2 つの違反が同時に裁定されていたならば課されたであろう制裁措置に基づいて制裁措置を課すものとする。 
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or Ineligibility period, shall, unless fairness requires otherwise, be Disqualified with 
all of the resulting Consequences including forfeiture of any medals, points and 
prizes.55 

暫定的資格停止または資格停止期間の開始日までに獲得された漕手のすべての競技成
績は、公平性の観点から別途要請される場合を除き、失効するものとし、その結果として、
メダル、得点、および褒賞の剥奪を含む措置が課される。55 

10.11 Forfeited Prize Money 
If World Rowing recovers prize money forfeited as a result of an anti-doping rule 
violation, it shall take reasonable measures to allocate and distribute this prize 
money to the Rowers who would have been entitled to it had the forfeiting Rower 
not competed.56 

10.11 剥奪された賞金 
アンチドーピング規則違反の結果として剥奪された賞金をワールドローイングが回収したワールド
ローイングまたはその他の署名当事者は、剥奪された漕手が競技しなかったならば当該賞
金の権利を有していたであろう漕手に当該賞金を割り当て、分配するための合理的な手
段を講じるものとする。56 

10.12 Financial Consequences 
10.12.1 Where a Rower or other Person commits an anti-doping rule violation, World Rowing 

may, in its discretion and subject to the principle of proportionality, elect to (a) recover 
from the Rower or other Person costs associated with the anti-doping rule violation, 
regardless of the period of Ineligibility imposed and/or (b) fine the Rower or other 
Person in an amount up to 1’000 Swiss Francs , only in cases where the maximum 
period of Ineligibility otherwise applicable has already been imposed. 

10.12.2 The imposition of a financial sanction or World Rowing’s recovery of costs shall not 
be considered a basis for reducing the Ineligibility or other sanction which would 
otherwise be applicable under these Anti-Doping Rules. 

10.12 金銭的措置 
10.12.1 漕手またはその他の人がアンチドーピング規則の違反をした場合、ワールドローイングは、その

裁量により、比例の原則に従い、(a)課された資格停止期間にかかわらず、漕手またはその
他の者からアンチドーピング規則違反に関連する費用を回収すること、および／または(b)適
用される最大の資格停止期間が既に課されている場合に限り、漕手またはその他の者に
1,000 スイスフランを上限とする罰金を科すことを選択することができる。 

10.12.2 経済的制裁を課すこと、またはワールドローイングが費用を回収することは、本アンチドーピン
グ規則に基づいて適用されるはずの資格停止またはその他の制裁を軽減する根拠とはみな
されない。 

10.13 Commencement of Ineligibility Period 
Where a Rower is already serving a period of Ineligibility for an anti-doping rule violation, any 
new period of Ineligibility shall commence on the first day after the current period of 
Ineligibility has been served. Otherwise, except as provided below, the period of Ineligibility 
shall start on the date of the final hearing decision providing for Ineligibility or, if the hearing is 
waived or there is no hearing, on the date Ineligibility is accepted or otherwise imposed. 
10.13.1 Delays Not Attributable to the Rower or other Person 

Where there have been substantial delays in the hearing process or other aspects of 
Doping Control, and the Rower or other Person can establish that such delays are 
not attributable to the Rower or other Person, World Rowing or the World Rowing 
Doping Hearing Panel, if applicable, may start the period of Ineligibility at an earlier 
date commencing as early as the date of Sample collection or the date on which 
another anti-doping rule violation last occurred. All competitive results achieved 
during the period of Ineligibility, including retroactive Ineligibility, shall be 
Disqualified.57 

10.13.2 Credit for Provisional Suspension or Period of Ineligibility Served 
10.13.2.1 If a Provisional Suspension is respected by the Rower or other Person, 

then the Rower or other Person shall receive a credit for such period of 
Provisional Suspension against any period of Ineligibility which may 
ultimately be imposed. If the Rower or other Person does not respect a 
Provisional Suspension, then the Rower or other Person shall receive no 
credit for any period of Provisional Suspension served. If a period of 
Ineligibility is served  

10.13 資格停止期間の開始 
漕手がアンチドーピング規則違反に関する資格停止期間に既に服している場合には、新規の資格停
止期間は、進行中の資格停止期間が終了した後の 1 日目に開始するものとする。その他の場合に
は、以下に定める場合を除き、資格停止期間は、資格停止を定める聴聞会の終局的な決定の日、ま
たは、聴聞会に参加する権利が放棄されももしくは聴聞会が行われない場合には、資格停止を受け
入れた日もしくは別途資格停止措置が課された日を起算日として開始するものとする。 
10.13.1 漕手またはその他の人の責に帰すべきではない遅延 

聴聞手続きまたはドーピングコントロールの各局面において大幅な遅延が発生した場合であ
って、漕手またはその他の人が当該遅延が当該漕手またはその他の人の責に帰すべきもの
ではないことを立証することができたときは、ワールドローイングまたは ワールドローイングドー
ピング聴聞パネル（該当する場合）は、最大で、検体の採取の日または直近のその他のアン
チドーピング規則違反の発生日のいずれかまで、資格停止期間の開始日を遡及させること
ができる。資格停止期間（遡及的資格停止を含む）の間に獲得された一切の競技成績は、
失効するものとする。57 

10.13.2 服した暫定的資格停止または資格停止期間の控除 
10.13.2.1 漕手またはその他の人が暫定的資格停止処分を遵守した場合、当該漕手また

はその他の人は、最終的に課されうる資格停止期間から、当該暫定的資格停
止期間の控除を受けるものとする。漕手またはその他の人が暫定的資格停止を
遵守しなかった場合には、当該漕手またはその他の人は、服した暫定的資格停
止期間について何ら控除を受けないものとする。決定に従い資格停止期間に服
した場合で、 

55 [Comment to Article 10.10: Nothing in these Anti-Doping Rules precludes clean Rowers or other Persons who have 
been damaged by the actions of a Person who has committed an anti-doping rule violation from pursuing any right 
which they would otherwise have to seek damages from such Person.] 

56 [Comment to Article 10.11: This Article is not intended to impose an affirmative duty on World Rowing to take any 
action to collect forfeited prize money. If World Rowing elects not to take any action to collect forfeited prize money, it 
may assign its right to recover such money to the Rower(s) who should have otherwise received the money. 
“Reasonable measures to allocate and distribute this prize money” could include using collected forfeited prize 
money as agreed upon by World Rowing and its Rowers.] 

57 [Comment to Article 10.13.1: In cases of anti-doping rule violations other than under Article 2.1, the time required for 
an Anti-Doping Organisation to discover and develop facts sufficient to establish an anti-doping rule violation may be 
lengthy, particularly where the Rower or other Person has taken affirmative action to avoid detection. In these 
circumstances, the flexibility provided in this Article to start the sanction at an earlier date should not be used.] 

55 10.10 の解説：本規程は、アンチドーピング規則に違反した人の行為により損害を受けたクリーンな漕手またはその他の人が、当
該人に対して損害賠償を請求する権利の行使を妨げるものではない。 

56 10.11 の解説：本項は、ワールドローイングに剥奪された賞金を回収する行動をとる積極的な義務を負わせることを意図している
わけではない。ワールドローイングが剥奪された賞金を回収するための措置を取らないことを選択した場合には、ワールドローイン
グは、剥奪された漕手が競技しなかったならば当該賞金を受け取っていたであろう漕手に対し、当該賞金を回収する自己の権利
を譲渡する場合がある。「賞金を割り当て、分配するための合理的な手段」とは、回収された剥奪された賞金を、ワールドローイン
グおよびその漕手が合意するとおりに使用することを含む場合もある。 

57 10.13.1 の解説：2.1 に基づく場合以外のアンチドーピング規則違反の事案につき、アンチドーピング機関が、アンチドーピング規則
違反を立証するのに十分な事実を積み上げ、立証する上で、長時間を要する可能性がある。特に、競技者またはその他の人が
発覚を回避するために自ら行動を起こした場合には、これが当てはまる。これらの状況においては、より早くから制裁措置の賦課
を開始するという、本項の認める柔軟性は、適用されるべきではない。 
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pursuant to a decision that is subsequently appealed, then the 
Rower or other Person shall receive a credit for such period of 
Ineligibility served against any period of Ineligibility which may 
ultimately be imposed on appeal. 

10.13.2.2 If a Rower or other Person voluntarily accepts a Provisional 
Suspension in writing from World Rowing and thereafter respects the 
Provisional Suspension, the Rower or other Person shall receive a credit for 
such period of voluntary Provisional Suspension against any period of 
Ineligibility which may ultimately be imposed. A copy of the Rower or other 
Person’s voluntary acceptance of a Provisional Suspension shall be 
provided promptly to each party entitled to receive notice of an asserted 
anti-doping rule violation under Article 14.158 

10.13.2.3 No credit against a period of Ineligibility shall be given for any time 
period before the effective date of the Provisional Suspension or 
voluntary Provisional Suspension regardless of whether the Rower 
elected not to compete or was suspended by a team. 

当該決定に対し後日不服申立てが提起されたときには、当該漕手ま
たはその他の人は、不服申立て後に最終的に課される資格停止期
間から、服した資格停止期間の控除を受けるものとする。 

10.13.2.2 漕手またはその他の人が、書面により、結果管理の権限を有するワー
ルドローイングからの暫定的資格停止を自発的に受け入れ、その後暫
定的資格停止を遵守した場合には、当該漕手またはその他の人は、
最終的に課される資格停止期間から、自発的な暫定的資格停止期
間の控除を受けるものとする。漕手またはその他の人の自発的な暫定
的資格停止の受入れを証する書面の写しは、14.1 に基づき速やか
に、主張されたアンチドーピング規則違反の通知を受ける資格を有す
る資格を有する各当事者に対して提出されるものとする。58 

10.13.2.3 資格停止期間に対する控除は、漕手が競技に参加せず、またはチームから参

加を停止させられていたか否かにかかわらず、暫定的資格停止または自発的
な暫定的資格停止の発効日以前の期間に対しては与えられないものとする。 

10.14 Status During Ineligibility or Provisional Suspension 
10.14.1 Prohibition Against Participation During Ineligibility or Provisional 

Suspension 
No Rower or other Person who has been declared Ineligible or is subject to a 
Provisional Suspension may, during a period of Ineligibility or Provisional 
Suspension, participate in any capacity in a Competition or activity (other than 
authorised anti-doping Education or rehabilitation programs) authorised or organised 
by any Signatory, Signatory’s member organisation, or a club or other member 
organisation of a Signatory’s member organisation, or in Competitions authorised or 
organised by any professional league or any international- or national-level Event 
organisation or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental 
agency. 
A Rower or other Person subject to a period of Ineligibility longer than four (4) years 
may, after completing four (4) years of the period of Ineligibility, participate as a 
Rower in local sport events not sanctioned or otherwise under the authority of a 
Code Signatory or member of a Code Signatory, but only so long as the local sport 
event is not at a level that could otherwise qualify such Rower or other Person 
directly or indirectly to compete in (or accumulate points toward) a national 
championship or International Event, and does not involve the Rower or other 
Person working in any capacity with Protected Persons. 
A Rower or other Person subject to a period of Ineligibility shall remain 
subject to Testing and any requirement by World Rowing to provide 
whereabouts information.59 

10.14 資格停止または暫定的資格停止中の地位 
10.14.1 資格停止または暫定的資格停止中の参加の禁止 

資格停止を宣言され、または暫定的資格停止の対象である漕手またはその他の人は、当
該資格停止または暫定的資格停止期間中、署名当時者、署名当時者の加盟国協会ま
たは署名当時者の加盟国協会のクラブもしくは他の加盟国協会が認可し、もしくは主催す
る大会もしくは活動（ただし、認定されたアンチドーピング関連の教育プログラムもしくはリハ
ビリテーションプログラムは除く。）または、プロフェッショナルリーグ、国際レベルもしくは国内
レベルの競技団体が認定し、もしくは主催する大会、または、政府機関から資金拠出を受
けるエリートもしくは国内レベルのスポーツ活動には、いかなる立場においても参加できな
い。 

課された資格停止期間が 4 年間より長い漕手またはその他の人は、4 年間の
資格停止期間経過後、WADA 規程署名当事者もしくは WADA 規程署名当事
者の一員から公認されておらず、または、その他これらの権限の下にない国内
スポーツイベントは、資格停止期間でなければ当該漕手またはその他の人が、
国内選手権大会または国際大会への出場資格を直接的または間接的に取得
できる（または、国内選手権大会もしくは国際大会に向けて得点を累積できた）
水準の大会であってはならず、また、いかなる立場においても、要保護者とともに活動す

る漕手またはその他の人に関連する大会であってはならない。資格停止期間が課された
漕手またはその他の人は、引き続き検査および居場所情報の提供にかかるワールドローイ

ングの要請の対象となるものとする。59 
58 [Comment to Article 10.13.2.2: A Rower’s voluntary acceptance of a Provisional Suspension is not an admission by 

the Rower and shall not be used in any way to draw an adverse inference against the Rower.] 
59 [Comment to Article 10.14.1: For example, subject to Article 10.14.2 below, Ineligible Rowers cannot participate in a 

training camp, exhibition or practice organised by their Member Federation or a club which is a member of that 
Member Federation or which is funded by a governmental agency. Further, an Ineligible Rower may not compete in a 
non-Signatory professional league (e.g., the National Hockey League, the National Basketball Association, etc.), 
Events organised by a non-Signatory International Event organisation or a non-Signatory national-level Event 
organisation without triggering the Consequences set forth in Article 10.14.3. The term “activity” also includes, for 
example, administrative activities, such as serving as an official, director, officer, employee, or volunteer of the 
organisation described in this Article. Ineligibility imposed in one sport shall also be recognised by other sports (see 
Article 15.1, Automatic Binding Effect of Decisions). A Rower or other Person serving a period of Ineligibility is 
prohibited from coaching or serving as a Rower Support Person in any other capacity at any time during the period of 
Ineligibility, and doing so could also result in a violation of Article 2.10 by another Rower. Any performance standard 
accomplished during a period of Ineligibility shall not be recognised by World Rowing or its Member Federations for 
any purpose.] 

58 10.13.2.2 の解説：漕手の自発的な暫定的資格停止の受入れは、漕手による自認ではなく、いかなる形でも漕手に不利な推定
を導くために使われてはならない。 

59 10.14.1 の解説；例えば、下記 10.14.2 を条件として、資格停止中の漕手は、自己の所属する国内競技連盟が主催するトレーニ
ングキャンプ、エキシビションもしくは練習、または、自身の国内競技連盟の加盟クラブもしくは政府機関から資金拠出を受けるク
ラブが主催するトレーニングキャンプ、エキシビションもしくは練習に参加することができない。さらに、資格停止中の漕手は、
10.14.3 に定められた措置を招来することなくして、非署名当事者のプロフェッショナルリーグ（例、NHL、NBA 他）または非署名当
事者である国際競技大会機関もしくは国内レベルの競技大会機関が主催する競技会に参加することもできない。また「活動」とい
う用語は、例えば本項に課される資格停止は、に他の競技種目においても承認されるものとする（15.1 決定の自動的な拘束力あ
る効果を参照すること。）。資格停止期間に服している漕手またはその他の人は、資格停止期間中のいかなる時もコーチをしたり
他の資格においてサポートスタッフとして行動したりすることを禁止されており、そのようなことを行った場合には、他の競技者によ
る 2.10 の違反につながる可能性がある。資格停止期間中に達成された記録は、いかなる目的においてもワールドローイングまた
はその加盟国協会により承認されることはない。 
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10.14.2 Return to Training 
As an exception to Article 10.14.1, a Rower may return to train with a team 
or to use the facilities of a club or other member organisation of World 
Rowing’s or other Signatory’s member organisation during the shorter of: 
(1) the last two months of the Rower’s period of Ineligibility, or (2) the last 
one-quarter of the period of Ineligibility imposed.60 

10.14.3 Violation of the Prohibition of Participation During Ineligibility or Provisional 
Suspension 
Where a Rower or other Person who has been declared Ineligible violates the 
prohibition against participation during Ineligibility described in Article 10.14.1, the 
results of such participation shall be Disqualified and a new period of Ineligibility 
equal in length to the original period of Ineligibility shall be added to the end of the 
original period of Ineligibility. The new period of Ineligibility, including a reprimand 
and no period of Ineligibility, may be adjusted based on the Rower or other Person’s 
degree of Fault and other circumstances of the case. The determination of whether a 
Rower or other Person has violated the prohibition against participation, and whether 
an adjustment is appropriate, shall be made by the Anti-Doping Organisation whose 
Results Management led to the imposition of the initial period of Ineligibility. This 
decision may be appealed under Article 13. 
A Rower or other Person who violates the prohibition against participation 
during a Provisional Suspension described in Article 10.14.1 shall receive 
no credit for any period of Provisional Suspension served and the results of such 
participation shall be Disqualified. 
Where a Rower Support Person or other Person assists a Person in 
violating the prohibition against participation during Ineligibility or a 
Provisional Suspension, World Rowing shall impose sanctions for a 
violation of Article 2.9 for such assistance. 

10.14.4 Withholding of Financial Support during Ineligibility 
In addition, for any anti-doping rule violation not involving a reduced 
sanction as described in Article 10.5 or 10.6, some or all sport-related 
financial support or other sport-related benefits received by such Person 
will be withheld by World Rowing and its Member Federations. 

10.15 Automatic Publication of Sanction 
A mandatory part of each sanction shall include automatic publication, as provided in Article 
14.3. 

10.14.2 トレーニングへの復帰 
10.14.1 の例外として、漕手は(1)当該漕手の資格停止期間の最後の 2 か月間ま
たは(2)賦課された資格停止期間の最後の 4 分の 1 の期間のうち、いずれか短い
方の間に、チームとトレーニングするために、または、ワールドローイングや他の署名
者の加盟国協会のクラブや他の加協協会の施設を利用するために、復帰すること
ができる。60 

10.14.3 資格停止または暫定的資格停止中の参加の禁止の違反 
資格停止の宣告を受けた漕手またはその他の人が、資格停止期間中に 10.14.1
の参加の禁止に違反した場合には、当該参加に伴う結果は失効し、元の資格停止
期間と同じ長さの新たな資格停止期間が元の資格停止期間の終わりに追加され
るものとする。新たな資格停止期間（資格停止期間を伴わない譴責を含む。）は漕
手またはその他の人の過誤の程度および当該事案のその他の状況に基づき調整
される場合がある。漕手またはその他の人が参加の禁止に違反したか否か、およ
び、調整が妥当であるか否かは、当初の資格停止期間の賦課に至った結果管理
を行ったアンチドーピング機関により決定されなければならない。当該決定に対して
は、第 13 条に基づき不服申立てを提起することができる。 
10.14.1 に記載する暫定的資格停止中に参加の禁止に違反した漕手またはその
他の人は、服した暫定的資格停止期間について控除を受けないものとし、当該参
加の成績は失効するものとする。 
サポートスタッフまたはその他の人が、資格停止または暫定的資格停止中の参 
加禁止に違反した人を支援した場合には、当該サポートスタッフまたはその他の人
に対し権限を有するアンチドーピング機関は、当該支援につき、2.9 違反に基づく制
裁措置を課すものとする。 

10.14.4 資格停止中の補助金の停止 
加えて、10.5 または 10.6 のとおり制裁措置が短縮される場合を除き、アンチドーピ
ング規則違反については、当該人が受けていたスポーツ関係の補助金またはその
他のスポーツ関係の便益の全部または一部は、ワールドローイングまたはその加盟
国協会により停止される。 

10.15 制裁措置の自動公開 
各制裁措置のうちの義務的事項として、14.3 に定めるとおり、自動公開が含まれるものとする。 

ARTICLE 11 CONSEQUENCES TO CREWS 
11.1 Consequences for Crews 

Where one (1) member of a crew has been notified of an anti-doping rule violation 
under Article 7 in connection with an Event, the ruling body for the Event shall 
conduct appropriate Target Testing of all members of the crew during the Event 
Period. 

11.2 Consequences for Crews 
11.2.1 An anti-doping rule violation committed by a member of a crew in connection with an 

In-Competition test automatically leads to Disqualification of the result obtained by the 
crew in that Competition, with all resulting Consequences for the crew and its members, 
including forfeiture of any medals, points and prizes. 

第 11 条 クルーに対する措置 
11.1 クルーに対する措置 

クルーの一人が大会に関連して第 7 条に基づくアンチドーピング規則違反を通告された場
合、当該大会の所管組織は、大会期間中にクルーの全員に対して適切な特定対象検査
を実施しなければならない。 

11.2 クルーに対する措置 
11.2.1 大会における検査に関連してクルーのメンバーが行ったアンチドーピング規則違反

は、クルーおよびそのメンバーに自動的に、当該大会においてクルーが得た結果を
失効とし、メダル、得点および褒章の没収を含む。 

60 [Comment to Article 10.14.2: As in many Team Sports and some individual sports (e.g., ski jumping and gymnastics), 
Rowers cannot effectively train on their own so as to be ready to compete at the end of the Rower’s period of 
Ineligibility. During the training period described in this Article, an Ineligible Rower may not compete or engage in any 
activity described in Article 10.14.1 other than training.] 

60 10.14.2 の解説：多くのチームスポーツおよび一部の個人スポーツ（例えば、スキージャンプや体操）においては、漕手は、資格停
止期間の終了時に競技できる準備が整うよう、漕手自身のみで効果的にトレーニングすることができない。本項に記載されたトレ
ーニング期間中、資格停止となっている漕手は、トレーニング以外に、10.14.1 に記載されたいかなる競技や活動にも従事しては
ならない。 
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11.2.2 An anti-doping rule violation committed by a member of a crew occurring during 
or in connection with an Event may lead to Disqualification of all of the results 
obtained by the crew in that Event with all Consequences for the team and its 
members, including forfeiture of all medals, points and prizes, except as provided 
in Article 11.2.3. 

11.2.3 Where an Athlete who is a member of a crew committed an anti-doping rule 
violation during or in connection with one (1) Competition in an Event, if the other 
member(s) of the team establish(es) that he or she/they bear(s) No Fault or 
Negligence for that violation, the results of the crew in any other Competition(s) in 
that Event shall not be Disqualified unless the results of the team in the 
Competition(s) other than the Competition in which the anti-doping rule violation 
occurred were likely to have been affected by the Rower’s anti-doping rule 
violation. 

11.2.2 大会中または大会に関連してクルーが行ったアンチドーピング規則違反は、11.2.3 に定め
る場合を除き、当該大会においてクルーが得たすべての結果を失格とし、すべてのメダ
ル、ポイントおよび賞品の没収を含むチームおよびそのメンバーに対するすべての措置を
もたらす。 

11.2.3 クルーの一員である競技者が、1 つの大会においてまたはそれに関連してアンチ
ドーピング規則の違反をした場合、チームの他のメンバーが当該違反について過
誤または過失がないことであることを立証した場合には、アンチドーピング規則違
反が発生した大会以外の大会におけるチームの結果が漕手のアンチドーピング
規則違反によって影響を受けた可能性がある場合を除き、当該大会における他
の大会でのクルーの結果は失格とはならない。 

ARTICLE 12 SANCTIONS BY WORLD ROWING AGAINST OTHER SPORTING  
BODIES 
When World Rowing becomes aware that a Member Federation or any other sporting body 
over which it has authority has failed to comply with, implement, uphold, and enforce these 
Anti-Doping Bye-Laws within that organisation’s or body’s area of competence, World Rowing 
has the authority and may take the following additional disciplinary actions: 

12.1 Exclude all, or some group of, members of that organisation or body from specified 
future Events or all Events conducted within a specified period of time. 

12.2 Take additional disciplinary actions with respect to that organisation’s or body’s 
recognition, the eligibility of their members to participate in World Rowing’s 
activities, and/or fine that organisation or body based on the following: 
12.2.1 Four (4) or more violations of these Anti-Doping Bye-Laws (other than violations 

involving Article 2.4) are committed by Rowers or other Persons affiliated with that 
organisation or body during a twelve (12) month period. In such event: (a) all or some 
group of members of that organisation or body may be banned from participation in 
any World Rowing activities for a period of up to two (2) years and/or (b) that 
organisation or body may be fined in an amount up to 100’000 Euros 

12.2.2 Four (4) or more violations of these Anti-Doping Bye-Laws (other than violations 
involving Article 2.4) are committed in addition to the violations described in Article 
12.2.1 by Rowers or other Persons affiliated with that organisation or body during a 
twelve (12) month period. In such event, that organisation or body may be suspended 
for a period of up to four (4) years. 

12.2.3 More than one Rower or other Person affiliated with that organisation or body commits 
an anti-doping rule violation during an International Event. In such event, that 
organisation or body may be fined in an amount up to 100’000 Euros 

12.2.4 That organisation or body has failed to make diligent efforts to keep World Rowing 
informed about a Rower’s whereabouts after receiving a request for that information 
from World Rowing. In such event, that organisation or body may be fined in an 
amount up to 25’000 Euros per Rower, in addition to reimbursement of all of the World 
Rowing costs incurred in Testing that organisation’s or body’s Rowers. 

12.3 Withhold some or all funding or other financial and non-financial support to that 
organisation or body. 

12.4 Oblige that organisation or body to reimburse World Rowing for all costs (including 
but not limited to laboratory fees, hearing expenses and travel) related to a 
violation of these Anti-Doping Bye-Laws committed by a Rower or other 
Person affiliated with that organisation or body 

第 12 条 ワールドローイングによる他のスポーツ団体への制裁措置 
ワールドローイングは、加盟国協会または自らが権限を有するその他のスポーツ団体が、その組織また
は団体の権限のおよぶ範囲内で本アンチドーピング細則を順守、実施、支持および執行しなかったこと
を認識した場合、以下の追加的な懲戒処分を行う権限を有し、これを行うことができる。 

12.1 指定された将来のイベントまたは指定された期間内に行われるすべてのイベントから、そ
の組織または団体のすべてのメンバーまたは一部のグループを除外すること。 

12.2 以下に基づいて、その組織または団体の承認、そのメンバーのワールドローイングの活動
への参加資格に関して追加の懲戒処分を行う、および／またはその組織または団体を
罰金に処する。 
12.2.1 アンチドーピング細則に対する 4 回以上の違反（2.4 に関わる違反を除く）が、12 か月の間

に、漕手または当該組織もしくは団体に所属するその他の人によって行われた場合。その

ような場合には(a) 当該組織または団体のメンバー全員または一部のグループは、2 年以内
の期間、ワールドローイング活動への参加を禁止される、および／または、(b) 当該組織また
は団体は、100,000 ユーロ以下の罰金を科せられる。 

12.2.2 12 か月の間に、当該組織または団体に所属する漕手またはその他の人が、12.2.1 に記載

された違反に加えて、本アンチドーピング細則に対する 4 回以上の違反（2.4 に関わる違反
を除く）を行った場合。このような場合、その組織または団体は、最長 4 年間の活動停止処
分を受けることがある。 

12.2.3 複数の漕手または当該組織もしくは団体に所属するその他の人が、国際大会中
にアンチドーピング規則違反を行った場合。このような場合、当該組織または団
体は、100,000 ユーロを上限とする罰金を科せられることがある。 

12.2.4 当該組織または団体が、ワールドローイングから情報提供の要請を受けた後、漕手の所在

についてワールドローイングに知らせるための勤勉な努力を怠った場合。このような場合、当

該組織または団体は、当該組織または団体の漕手のテストに要したワールドローイングの全

費用の払い戻しに加えて、漕手 1 名につき 25,000 ユーロを上限とする罰金を科せられるこ

とがある。 

12.3 当該組織・団体への一部または全部の資金提供、その他の金銭的・非金銭的支援を停止
する。 

12.4 当該組織または団体は、当該組織または団体に所属する漕手またはその他の人が行った

本アンチドーピング規則違反に関連するすべての費用（検査費用、聴聞費用および旅費を
含むがこれに限らない）をワールドローイングに払い戻すことを義務付ける。 
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ARTICLE 13 RESULTS MANAGEMENT: APPEALS 61 
13.1 Decisions Subject to Appeal 

Decisions made under the Code or these Anti-Doping Bye-Laws may be appealed as set forth 
below in Articles 13.2 through 13.7 or as otherwise provided in these Anti-Doping Bye-Laws, 
the Code or the International Standards. Such decisions shall remain in effect while under 
appeal unless the appellate body orders otherwise. 
13.1.1 Scope of Review Not Limited 

The scope of review on appeal includes all issues relevant to the matter and is 
expressly not limited to the issues or scope of review before the initial decision maker. 
Any party to the appeal may submit evidence, legal arguments and claims that were 
not raised in the first instance hearing so long as they arise from the same cause of 
action or same general facts or circumstances raised or addressed in the first instance 
hearing.62 

13.1.2 CAS Shall Not Defer to the Findings Being Appealed 
In making its decision, CAS shall not give deference to the discretion exercised by the 
body whose decision is being appealed.63 

13.1.3 WADA Not Required to Exhaust Internal Remedies 
Where WADA has a right to appeal under Article 13 and no other party has appealed 
a final decision within World Rowing’s process, WADA may appeal such decision 
directly to CAS without having to exhaust other remedies in World Rowing’s process.64 

13.2 Appeals from Decisions Regarding Anti-Doping Rule Violations, 
Consequences, Provisional Suspensions, Implementation of Decisions and 
Authority 

A decision that an anti-doping rule violation was committed, a decision imposing 
Consequences or not imposing Consequences for an anti-doping rule violation, or a decision 
that no anti-doping rule violation was committed; a decision that an anti-doping rule violation 
proceeding cannot go forward for procedural reasons (including, for example, prescription); a 
decision by WADA not to grant an exception to the six (6) months notice requirement for a 
retired Rower to return to competition under Article  5.6.1; a decision by WADA assigning 
Results Management under Article 7.1 of the Code; a decision by World Rowing not to bring 
forward an Adverse Analytical Finding or an Atypical Finding as an anti-doping rule violation, or 
a decision not to go forward with an anti-doping rule violation after an investigation in 
accordance with the International Standard for Results Management; a decision to impose, or 
lift, a Provisional Suspension as a result of a Provisional Hearing; World Rowing’s failure to 
comply with Article 7.4; a decision that World Rowing lacks authority to rule on an alleged anti-
doping rule violation or its Consequences; a decision to suspend, or not suspend, 
Consequences or to reinstate, or not reinstate, Consequences  

第 13 条 結果管理：不服申立て S61 
13.1 不服申立ての対象となる決定 

WADA 規程または本アンチドーピング細則に基づいてなされた決定は、以下の 13.2 から 13.7 までに
規定されているとおり、または本アンチドーピング細則、WADA 規程もしくは国際基準に別段の定めがあ
るとおり、不服申立てを行うことができる。当該決定は、不服申立審査機関が別の命令をしない限り、不
服申立機関中においても引き続き効力を有するものとする。 
13.1.1 審査範囲の非限定 

不服申立ての審査範囲は、当該案件に関連するすべての論点を含み、当初の決定の審査者が
審査した論点または審査範囲に、限定されない。不服申立ての当事者は、第一審の聴聞会で
提起されまたは取り扱われたのと同じ請求原因または同じ一般的な事実もしくは状況に起因する
限りにおいて、第一審の聴聞会で提起されなかった証拠、法的議論及び主張を提出することが
できる。62 

13.1.2CAS は不服申立てのなされた判断に拘束されない 
CAS は、その決定を下すにあたり、その決定に対し不服申立てが提起されちる組織により行使
された裁量に服することができない。63 

13.1.3WADA は内部的救済を尽くすことを義務づけられない 
第 13 条に基づき WADA が不服申立てを行う権利を有し、かつ、ワールドローイングの手続きに
おいて、その他の当事者が終局的な決定に対し不服申立てをしなかった場合には、WADA は
当該決定に対し、ワールドローイングの手続きにおける他の救済措置を尽くすことなく、CAS に
対し直接不服申立てを行うことができる。64 

13.2 アンチドーピング規則違反、措置、暫定的資格停止、決定の実施、および権限に関する決定に対する

不服申立て 
アンチドーピング規則に違反した旨の決定、アンチドーピング規則違反の措置を課す、または、課さない
旨の決定、アンチドーピング規則違反がなかった旨の決定、アンチドーピング規則違反に関する手続が
手続上の理由（例えば、時効を含む。）により進めることができないという決定、引退した漕手が競技に
復帰する際の 5.6.1 に基づく 6 か月前の通知要件に対し例外を付与しない旨の WADA による決定、
7.1 に基づき結果管理を課す WADA による決定、違反が疑われる分析報告または非定型報告をアン
チドーピング規則違反として主張しないこととするワールドローイングによる決定、もしくは「結果管理に関
する国際基準」に従いドーピング調査の後にアンチドーピング規則違反に関する手続を進めないこととす
るワールドローイングによる決定、暫定聴聞会の結果として暫定的資格停止を賦課し、または取り消す
決定、ワールドローイングによる 7.4 の不遵守、ワールドローイングが、主張されたアンチドーピング規則
違反もしくはその措置につき判断する権限を有さない旨の決定、 

61 [Comment to Article 13: The object of the Code is to have anti-doping matters resolved through fair and transparent 
internal processes with a final appeal. Anti-doping decisions by Anti-Doping Organisations are made transparent in 
Article 14. Specified Persons and organisations, including WADA, are then given the opportunity to appeal those 
decisions. Note that the definition of interested Persons and organisations with a right to appeal under Article 13 does 
not include Rowers, or their National Federations, who might benefit from having another competitor Disqualified.] 

62 [Comment to Article 13.1.1: The revised language is not intended to make a substantive change to the 2015 Code, 
but rather for clarification. For example, where a Rower was charged in the first instance hearing only with Tampering 
but the same conduct could also constitute Complicity, an appealing party could pursue both Tampering and 
Complicity charges against the Rower in the appeal.] 

63 [Comment to Article 13.1.2: CAS proceedings are de novo. Prior proceedings do not limit the evidence or carry weight 
in the hearing before CAS.] 

64 [Comment to Article 13.1.3: Where a decision has been rendered before the final stage of World Rowing’s process 
(for example, a first hearing) and no party elects to appeal that decision to the next level of World Rowing’s process 
(e.g., the Managing Board), then WADA may bypass the remaining steps in World Rowing’s internal process and 
appeal directly to CAS.] 

61 第 13 条の解説：WADA 規程の目的は、終局的な不服申立ての途も開かれた、公平かつ透明な内部手続を通じてアンチドーピ
ング関連の諸問題を解決することである。アンチドーピング機関によって下されるアンチドーピング関連の決定は、第 14 条により
透明性が確保されている。そして、特定の人および WADA を含む団体には、これらの決定に対し不服申立てを行う機会が与えら
れている。なお、第 13 条に基づいて不服申立てを行う権利を有する利害関係人及び利害関係団体の定義には、他の漕手に対
して失効処分が下された場合に利益を得ることになるであろう漕手本人またはその所属する国内競技連盟は含まれていないこと
に注意を要する。 

62 13.1.1 の解説：改定された文言は、2015 年版の規程を実質的に変更するもおのではなく、むしろ明確化することを意図してい
る。例えば、漕手が第一審の聴聞会で不正干渉のみについて責任を問われたが、同じ行為が違反関与にも該当しうる場合に
は、不服申立てを行う当事者は、当該不服申立てにおいて、漕手に対して不正干渉と違反関与の両方の責任を追及することが
できる。 

63 13.1.2 の解説：CAS の手続きは新規である。CAS における聴聞会において、従前の手続きにより証拠が制限されることはなく、ま
た、従前の手続きは重要性を有さない。 

64 13.1.3 の解説：ワールドローイングにおける手続きの最終段階の前（例、第 1 回目の聴聞会）に決定が下され、当該決定に対し当
事者の誰もがワールドローイングの手続き（例、マネージングボード）に対する不服申立てを行わなかった場合には、WADA はワー
ルドローイングの内部手続きにおける残存手続きを経ることなく、CAS に対して直接不服申立てを行うことができる。 
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under Article 10.7.1; failure to comply with Articles 7.1.4 and 7.1.5 of the Code; 
failure to comply with Article 10.8.1; a decision under Article 10.14.3; a decision by 
World Rowing not to implement another Anti-Doping Organisation’s decision under 
Article 15; and a decision under Article 27.3 of the Code may be appealed 
exclusively as provided in this Article 13.2. 
13.2.1 Appeals Involving International-Level Rowers or International Events 

In cases arising from participation in an International Event or in cases 
involving International-Level Rowers, the decision may be appealed 
exclusively to CAS.65 

13.2.2 Appeals Involving Other Rowers or Other Persons 
In cases where Article 13.2.1 is not applicable, the decision may be appealed to an 
appellate body, in accordance with rules adopted by the National Anti-Doping 
Organisation having authority over the Rower or other Person.The rules for such 
appeal shall respect the following principles: a timely hearing; a fair, impartial, 
Operationally Independent and Institutionally Independent hearing panel; the right to 
be represented by counsel at the Person’s own expense; and a timely, written, 
reasoned decision.If no such body as described above is in place and available at the 
time of the appeal, the decision may be appealed to CAS in accordance with the 
applicable procedural rules. 

13.2.3 Persons Entitled to Appeal 
13.2.3.1 Appeals Involving International-Level Rowers or International Events 

In cases under Article 13.2.1, the following parties shall have the 
right to appeal to CAS: (a) the Rower or other Person who is the subject of 
the decision being appealed; (b) the other party to the case in which the 
decision was rendered; (c) World Rowing; (d) the National Anti-Doping 
Organisation of the Person’s country of residence or countries where the 
Person is a national or license holder; (e) the International Olympic 
Committee or International Paralympic Committee, as applicable, where the 
decision may have an effect in relation to the Olympic Games or Paralympic 
Games, including decisions affecting eligibility for the Olympic Games or 
Paralympic Games; and (f) WADA. 

13.2.3.2 Appeals Involving Other Rowers or Other Persons 
In cases under Article 13.2.2, the parties having the right to appeal to 
the appellate body shall be as provided in the National Anti-Doping 
Organisation’s rules but, at a minimum, shall include the following 
parties: (a)  the Rower or other Person who is the subject of the decision 
being appealed; (b) the other party to the case in which the decision was 
rendered; (c) World Rowing; (d) the National Anti-Doping Organisation of the 
Person’s country of residence or countries where the Person is a national or 
license holder; (e) the International Olympic Committee or International 
Paralympic Committee, as applicable, where the decision may have an effect 
in relation to the Olympic Games or Paralympic Games, including decisions 
affecting eligibility for the Olympic Games or Paralympic Games; and (f) 
WADA.For cases under Article 13.2.2, WADA, the International Olympic 
Committee, the International Paralympic Committee, and World Rowing shall 
also have the right to appeal to CAS with respect to the decision of the 
appellate body.Any party filing an appeal shall be entitled to assistance from 
CAS to obtain all relevant information from the Anti-Doping Organisation 
whose decision is being appealed and the information shall be provided if 
CAS so directs. 

措置を猶予しもしくは猶予しない旨、もしくは 10.7.1 に基づき猶予された措置を復活しもしく
は復活しない旨の決定、7.1.4 および 7.1.5 の不遵守、10.8.1 の不遵守、10.14.3 の決定、
第 15 条に基づく別のアンチドーピング機関の決定を実施しない旨のワールドローイングの決定ならびに
27.3 に基づく決定については、本 13.2 の定めに基づいてのみ不服申立てを行うことができる。 
13.2.1 国際レベルの漕手や国際大会に関連する不服申立て 

国際大会への参加により発生した事案または国際レベルの漕手が関係した事案の
場合には、当該決定は、CAS にのみ不服申立てを行うことができる。65 

13.2.2 その他の漕手またはその他の人が関係する不服申立て 
13.2.1 が適用されない場合には、当該決定は、国内アンチドーピング機関が定めた
規則に従って不服申立機関に不服申立てを行うことができる。当該不服申立てに
関する規則は、次に掲げる原則を尊重するものとする。·適時の聴聞会·公正かつ公平で、

運営上独立性および組織的な独立性を有する聴聞パネル·自費で代理人を立てる権利·適切
な時期における、書面による、理由付きの決定。上記のような機関が不服申立ての時点におい
て設置されておらず利用可能でない場合には、漕手またはその他の人は CAS に不服申立てを
行う権利を有する。 

13.2.3 不服申立てを行う権利を有する人 
13.2.3.1 国際レベルの漕手または国際大会が関係する不服申立て 

13.2.1 に定められている事案の場合、CAS に不服申立てを行う権利を有
する当事者は次のとおりとする。(a)不服申立てを行う決定の対象となった、
漕手またはその他の人 (b)当該決定が下された事案の他の当事者。(c)ワ
ールドローイング(d)当該人の居住地国または当該人が国民でありもしくはラ
イセンス保持者である国の国内アンチドーピング機関(e)国際オリンピック委
員会または国際パラリンピック委員会（オリンピック大会またはパラリンピック
大会の参加資格に影響をおよぼす決定を含む、オリンピック大会またはパラ
リンピック大会に関して効力を有する決定の場合） (f) WADA。 

13.2.3.2 その他の漕手またはその他の人が関係する不服申立て 
13.2.2 に定められている事案の場合、不服申立機関に不服申立てを行う
権利を有する当事者は、国内アンチドーピング機関の定めのとおりとするも
のとするが、最低限、次の者を含むものとする。(a)不服申立てを行う決定
の対象となった、漕手またはその他の人 (b)当該決定が下された事案の
他の当事者(c)ワールドローイング(d)当該人の居住地国または当該人が
国民もしくはライセンス保持者である国の国内アンチドーピング機関(e)国
際オリンピック委員会または国際パラリンピック委員会（オリンピック大会ま
たはパラリンピック大会の参加資格に影響をおよぼす決定を含む、オリンピ
ック大会またはパラリンピック大会に関して効力を有する決定の場合）
(f)WADA。13.2.2 に定められている事案の場合、WADA、国際オリンピッ
ク委員会、国際パラリンピック委員会およびワールドローイングは、不服申
立機関の決定に関して CAS にも不服申立てを行う権利を有するものとす
る。不服申立てを行う当事者は、不服申立ての対象となる決定を下したア
ンチドーピング機関からすべての関係情報を取得するために CAS からの
支援を受けることができるものとし、また、CAS が命じた場合 には当該情
報は提供されるものとする。 

65 [Comment to Article 13.2.1: CAS decisions are final and binding except for any review required by law applicable to 
the annulment or enforcement of arbitral awards.] 

65 13.2.1 の解説：CAS の決定は、仲裁判断の取り消しまたは執行に適用のある法令により審査が義務付けられる場合を除き、終局
的なものであり拘束力を有する。 
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13.2.3.3 Duty to Notify 
All parties to any CAS appeal must ensure that WADA and all other 
parties with a right to appeal have been given timely notice of the 
appeal. 

13.2.3.4 Appeal from Imposition of Provisional Suspension 
Notwithstanding any other provision herein, the only Person who may 
appeal from the imposition of a Provisional Suspension is the Rower or 
other Person upon whom the Provisional Suspension is imposed. 

13.2.3.5 Appeal from Decisions under Article 12 
Decisions by World Rowing pursuant to Article 12 may be appealed 
exclusively to CAS by the Member Federation or other body. 

13.2.4 Cross Appeals and other Subsequent Appeals Allowed 
Cross appeals and other subsequent appeals by any respondent 
named in cases brought to CAS under the Code are specifically 
permitted. Any party with a right to appeal under this Article 13 must 
file a cross appeal or subsequent appeal at the latest with the party’s 
answer.66 

13.2.3.3 通知義務 
CAS の不服申立ての全当事者は、WADA および不服申立てを行う権利を有する
すべての当事者が、不服申立てについて適時の通知を付与されたことを確保しな
ければならない。 

13.2.3.4 暫定的資格停止の賦課に関する不服申立て 
本規程の他の規定にかかわらず、暫定的資格停止の賦課について不服申立てを
行うことができる人は、当該暫定的資格停止が賦課された、漕手またはその他の人
に限られる。 

13.2.3.5 第 12 条に基づく決定に対する不服申立て 
第12条に従ってワールドローイングが下した決定は、加盟国協会またはそ
の他の団体が CAS に独占的に不服申立てを行うことができる。 

13.2.4 交差不服申立ておよびその他認められる後続の不服申立て 
WADA 規程に基づき CAS に提起された事案における被不服申立人による交差不服申立てそ
の他後続の不服申立ては、明示的に認められる。本第 13 条に基づき不服申立てを提起する
権利を有する当事者は、遅くとも当該当事者の答弁時までに、交差不服申立てまたは後続の
不服申立てを提起しなければならない。66 

13.3 Failure to Render a Timely Decision by World Rowing 
Where, in a particular case, World Rowing fails to render a decision with respect to 
whether an anti-doping rule violation was committed within a reasonable deadline 
set by WADA, WADA may elect to appeal directly to CAS as if World Rowing had 
rendered a decision finding no antidoping rule violation. If the CAS hearing panel 
determines that an anti-doping rule violation was committed and that WADA acted 
reasonably in electing to appeal directly to CAS, then WADA’s costs and attorney 
fees in prosecuting the appeal shall be reimbursed to WADA by World Rowing.67 

13.3 ワールドローイングによる時機に後れた決定 
WADA が定めた合理的な期間内に、ワールドローイングが個々の事案におけるアンチドーピング規則違
反の有無に関し、決定を下さなかった場合には、WADA は、ワールドローイングがアンチドーピング規則
違反がないと判断する決定を下したものとして、CAS に対して直接に不服申立てを行うことを選択でき
る。CAS の聴聞パネルが、アンチドーピング規則違反があり、かつ、WADA の CAS に対する直接不服申
立ての選択が合理的なものであると判断した場合には、不服申立ての手続遂行に関する WADA の費
用および弁護士報酬は、ワールドローイングから WADA に対して償還されるものとする。67 

13.4 Appeals Relating to TUEs 
TUE decisions may be appealed exclusively as provided in Article 4.4. 

13.4TUE に関連する不服申立て 
TUE 決定に対しては、4.4 に定められているとおりにのみ、不服申立てを提起することができる。 

13.5 Notification of Appeal Decisions 
World Rowing shall promptly provide the appeal decision to the Rower or other 
Person and to the other Anti-Doping Organisations that would have been entitled to 
appeal under Article 13.2.3 as provided under Article 14.2. 

13.5 不服申立て決定の通知 
ワールドローイングは、14.2 に定めるとおり、漕手またはその他の人、および 13.2.3 に基づき不服申立
てを提起する権利を有する他のアンチドーピング機関に、不服申立ての決定を速やかに提供するものと
する。 

13.6 Time for Filing Appeals68 
13.6.1 Appeals to CAS 

The time to file an appeal to CAS shall be twenty-one (21) days from the date of 
receipt of the decision by the appealing party. The above notwithstanding, the 
following shall apply in connection with appeals filed by a party entitled to appeal but 
which was not a party to the proceedings that led to the decision being appealed: 
a. Within fifteen (15) days from the notice of the decision, such party/ies shall have the 

right to request a copy of the full case file pertaining to the decision from the Anti-
Doping Organisation that had Results Management authority; 

13.6 不服申立ての訴状提出時期 68 
13.6.1CAS への不服申立て 

CAS への不服申立ての期限は、不服申立て当事者が決定を受領した日から 21 日
とする。上記にかかわらず、控訴する権利を有する当事者でありながら、不服申立て
の決定に至った手続きの当事者ではない者が提出した控訴に関しては、以下の通
り。 
a.決定の通知から 15 日以内に、当該当事者は、結果管理権限を有していたアンチドーピング

機関に対して、決定にかかる事案簿の全コピーを要求する権利を有する。 
66 [Comment to Article 13.2.4: This provision is necessary because since 2011, CAS rules no longer permit a Rower the 

right to cross appeal when an Anti-Doping Organisation appeals a decision after the Rower’s time for appeal has 
expired. This provision permits a full hearing for all parties.] 

67 [Comment to Article 13.3: Given the different circumstances of each anti-doping rule violation investigation and 
Results Management process, it is not feasible to establish a fixed time period for World Rowing to render a decision 
before WADA may intervene by appealing directly to CAS. Before taking such action, however, WADA will consult 
with World Rowing and give World Rowing an opportunity to explain why it has not yet rendered a decision.] 

68 [Comment to Article 13.6: Whether governed by CAS rules or these Anti-Doping Rules, a party’s deadline to appeal 
does not begin running until receipt of the decision. For that reason, there can be no expiration of a party’s right to 
appeal if the party has not received the decision.] 

66 13.2.4 の解説：2011 年以降、CAS の規定では、漕手の不服申立て期間が終了した後にアンチドーピング機関が決定に対し不服
申立てを提起した場合に、漕手が相互に不服申立てを行う権利を認めなくなったため、この規定が必要となった。この規定は、す
べての当事者のための完全な審理を可能にするものである 。 

67 13.3 の解説：個々のアンチドーピング規則違反のドーピング調査および結果管理手続における様ざまな事情に鑑みると、WADA
が CAS に対して直接に不服申立てを行うに先立ち、ワールドローイングが決定を下すための期限を、確定的に定めることは現実
的ではない。ただし、当該行動が取られる前に、WADA はワールドローイングと協議し、かつ、ワールドローイングに対し決定がいま
だ下されていない理由について説明する機会を与えるものとする。 

68 13.6 の解説：CAS の規定または本アンチドーピング規則のいずれに準拠しているかにかかわらず、 当事者の不服申立て期限は、
決定を受領するまでは開始されない。そのため、当事者が決定を受領していない場合には、当事者の不服申立て権の失効はあ
り得ない。 
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b. If such a request is made within the fifteen (15) day period, then 
the party making such request shall have twenty-one (21) days 
from receipt of the file to file an appeal to CAS.The above 
notwithstanding, the filing deadline for an appeal filed by WADA 
shall be the later of: 

c. Twenty-one (21) days after the last day on which any other party 
having a right to appeal could have appealed, or 

d. Twenty-one (21) days after WADA’s receipt of the complete file 
relating to the decision. 

13.6.2 Appeals Under Article 13.2.2 
The time to file an appeal to an independent and impartial body in 
accordance with rules established by the National Anti-Doping Organisation 
shall be indicated by the same rules of the National Anti-Doping 
Organisation. 
The above notwithstanding, the filing deadline for an appeal filed by WADA 
shall be the later of: 
a. Twenty-one (21) days after the last day on which any other party having a 

right to appeal could have appealed, or 
b. Twenty-one (21) days after WADA’s receipt of the complete file relating to 

the decision. 

b.そのような要求が 15 日以内になされた場合、そのような要求をした当事者
は、ファイルを受け取ってから 21 日以内に、CAS に不服申立てを行うこと
ができる。 

上記にかかわらず、WADA が提出した上申書の提出期限は、以下のうちいず
れか遅い方とする。 
c.控訴する権利を有する他の当事者が控訴することができた最後の日から

21 日後、または 
d.決定に関連するファイル一式を WADA が受領してから 21 日後。 

13.6.2 13.2.2 に基づく不服申立て 
国内アンチドーピング機関が定めた規則に従って、独立した公正な機関に
不服を申し立てるための時間は、国内アンチドーピング機関の同じ規則に
よって示される。 
上記にかかわらず、WADA が提出した上申書の提出期限は、以下のうち
いずれか遅い方とする。 
a.不服申立てを行う権利を有する他の当事者が不服申立てを行うことがで

きた最後の日から 21 日後、または 
b.決定に関連するファイル一式を WADA が受領してから 21 日後。 

ARTICLE 14 CONFIDENTIALITY AND REPORTING 
14.1 Information Concerning Adverse Analytical Findings, Atypical Findings, and 

Other Asserted AntiDoping Rule Violatio２ns 

14.1.1 Notice of Anti-Doping Rule Violations to Rowers and other Persons 
Notice to Rowers or other Persons of anti-doping rule violations asserted 
against them shall occur as provided under Articles 7 and 14. 
If at any point during Results Management up until the anti-doping rule 
violation charge, World Rowing decides not to move forward with a matter, it 
must notify the Rower or other Person, (provided that the Rower or other 
Person had been already informed of the ongoing Results Management). 
Any notice under these Anti-Doping Bye-Laws shall be delivered or emailed 
by World Rowing to Rowers or other Persons. In addition to the notification 
by World Rowing, it shall also be the responsibility of the Rower or other 
Person’s Member Federation to notify the Rower or other Person. If the 
notification takes place via the Rower or other Person’s Member Federation, 
the Member Federation shall confirm to World Rowing that they have 
delivered the notification to the Rower or other Person. 

14.1.2 Notice of Anti-Doping Rule Violations to National Anti-Doping Organisations 
and WADA 
Notice of the assertion of an anti-doping rule violation to the Rower’s or other 
Person’s National Anti-Doping Organisation and WADA shall occur as 
provided under Articles 7 and 14, simultaneously with the notice to the 
Rower or other Person. 
If at any point during Results Management up until the anti-doping rule 
violation charge, World Rowing decides not to move forward with a matter, it 
must give notice (with reasons) to the Anti-Doping Organisations with a right 
of appeal under Article 13.2.3.Notice shall be delivered or emailed. 

第 14 条 守秘義務および報告 

14.1 違反が疑われる分析報告、非定型報告、その他の主張されるアンチドーピング規則違反に

関する情報 
14.1.1 漕手またはその他の人に対するアンチドーピング規則違反の通知 

漕手またはその他の人に対して主張されたアンチドーピング規則違反の通知は、第
7 条および第 14 条の規定に従って行われる。 
アンチドーピング規則違反の告発までの結果管理の間のいずれかの時点で、ワール
ドローイングが問題を前進させないことを決定した場合、ワールドローイングは漕手ま
たはその他の人に通知しなければならない（ただし、漕手またはその他の人が進行中
の結果管理について既に知らされていた場合に限る）。 
アンチドーピング細則に基づく通知は、ワールドローイングが漕手またはその他の人に
交付または電子メールで行うものとする。ワールドローイングによる通知に加えて、漕
手またはその他の人の加盟国協会が漕手またはその他の人に通知する責任を負う
ものとする。漕手またはその他の人の加盟国協会を通じて通知が行われた場合、加
盟国協会は、漕手またはその他の人に通知を配信したことをワールドローイングに確
認するものとする。 

14.1.2 国内アンチドーピング機関および WADA に対するアンチドーピング規則違反の通知 
アンチドーピング規則違反を主張する旨の通知を、第 7 条および第 14 条に規定さ
れている通りに、漕手またはその他の人に対する通知と同時に、漕手またはその他
の人の国内アンチドーピング機関および WADA に対して行うものとする。 
アンチドーピング規則違反の告発までの結果管理期間中のいずれかの時点で、ワー
ルドローイングが問題を前進させないことを決定した場合、ワールドローイングは、
13.2.3 に基づく不服申立ての権利を有するアンチドーピング機関に対し、理由を付し
て通知しなければならない。通知は、配達または電子メールで行う。 
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14.1.3 Content of an Anti-Doping Rule Violation Notice 
Notification of an anti-doping rule violation shall include: the Rower’s or other Person’s 
name, country, sport and discipline within the sport, the Rower’s competitive level, 
whether the test was In-Competition or Out-of-Competition, the date of Sample 
collection, the analytical result reported by the laboratory, and other information as 
required by the International Standard for Testing and Investigations and International 
Standard for Results Management. 
Notification of anti-doping rule violations other than under Article 2.1 shall also include 
the rule violated and the basis of the asserted violation. 

14.1.4 Status Reports 
Except with respect to investigations which have not resulted in a notice of 
an antidoping rule violation pursuant to Article 14.1.1, the Rower’s or other 
Person’s National Anti-Doping Organisation and WADA shall be regularly 
updated on the status and findings of any review or proceedings conducted 
pursuant to Article 7, 8 or 13 and shall be provided with a prompt written 
reasoned explanation or decision explaining the resolution of the matter. 

14.1.5 Confidentiality 
The recipient organisations shall not disclose this information beyond those 
Persons with a need to know (which would include the appropriate personnel 
at the applicable National Olympic Committee, Member Federation, and the 
Rower’s crew) until World Rowing has made Public Disclosure as permitted 
by Article 14.3. 

14.1.6 Protection of Confidential Information by an Employee or Agent of World Rowing 
World Rowing shall ensure that information concerning Adverse Analytical Findings, 
Atypical Findings, and other asserted anti-doping rule violations remains confidential 
until such information is Publicly Disclosed in accordance with Article 14.3. World 
Rowing shall ensure that its employees (whether permanent or otherwise), 
contractors, agents, consultants, and Delegated Third Parties are subject to fully 
enforceable contractual duty of confidentiality and to fully enforceable procedures for 
the investigation and disciplining of improper and/or unauthorised disclosure of such 
confidential information. 

14.1.3 アンチドーピング規則違反の通知の内容 
通知には、漕手またはその他の人の氏名、出身国、競技および種目、漕手の競技
水準、検査種別（競技会外の検査または競技会（時）検査）、検体の採取日、分析
機関が報告した分析結果、その他「結果管理に関する国際基準」により要請される
他の情報、または 2.1 以外のアンチドーピング規則違反については、違反した規則お
よび主張された違反の根拠の各情報が含まれる。 

14.1.4 状況の報告 
14.1.1 に従いアンチドーピング規則違反の通知に至らなかったドーピング調査に関わ
る場合を除き、漕手またはその他の人の国内アンチドーピング機関および WADA 
は、第 7 条、第 8 条または第 13 条に基づき審査または手続が実施される場合、そ
の状況と結果に関する最新情報が定期的に提供され、また、書面による理由を付し
た説明文書または事案の解決につき説明する決定が速やかに提供されるものとす
る。 

14.1.5 守秘義務 
結果管理に責任を有するワールドローイングが 14.3 に基づき許容される一般開示を
行うまでは、情報を受領した機関は、当該情報を知る必要がある人 (国内オリンピッ
ク委員会、加盟国協会の適切な担当者、漕手のクルーを含む)以外に当該情報を
開示しないものとする。 

14.1.6 ワールドローイングの職員または代理人による機密情報の保護 
ワールドローイングは、不利な分析結果、非定型発見、その他主張されるアンチドー
ピング規則違反に関する情報が、14.3 に従って公開されるまで、秘密を保持するこ
とを確保するものとする。ワールドローイングは、その職員(正社員か否かを問わず)、
契約者、代理人、コンサルタントおよび委任された第三者が、完全に執行可能な契
約上の守秘義務を負い、かつ、かかる秘密情報の不適切なおよび／または不正な
開示の調査および懲戒のための完全に執行可能な手続に従うことを保証するものと
する。 

14.2 Notice of Anti-Doping Rule Violation or Violations of Ineligibility or 
Provisional Suspension Decisions and Request for Files 
14.2.1 Anti-doping rule violation decisions or decisions related to violations of 

Ineligibility or Provisional Suspension rendered pursuant to Article 7.6, 8.2, 
10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 or 13.5 shall include the full reasons for the 
decision, including, if applicable, a justification for why the maximum 
potential sanction was not imposed. Where the decision is not in English or 
French, World Rowing shall provide an English or French summary of the 
decision and the supporting reasons. 

14.2.2 An Anti-Doping Organisation having a right to appeal a decision 
received pursuant to Article 14.2.1 may, within fifteen (15) days of 
receipt, request a copy of the full case file pertaining to the decision. 

14.2 アンチドーピング規則違反、資格停止もしくは暫定的資格停止違反の決定の通知およびフ

ァイルに対する要請 
14.2.1 7.6、8.2、10.5、10.6、10.7、10.14.3 または 13.5 に従い下されたアンチドーピング

規則違反または資格停止もしくは暫定的資格停止違反の決定は当該決定に至る
完全な理由を含み、該当する場合には、賦課可能な制裁措置が最大限まで賦課さ
れなかったことの正当な理由も含むものとする。決定が英語またはフランス語で書か
れていない場合、ワールドローイングは、当該決定および決定を裏付ける理由の英
語またはフランス語での要約を提供するものとする。 

14.2.2 14.2.1 に従って受領した決定に不服申立てを行う権利を有するアンチドーピング機
関は、受領後 15 日以内に、当該決定に関する完全な案件記録の写しを要請する
ことができる。 

14.3 Public Disclosure 
14.3.1 After notice has been provided to the Rower or other Person in accordance 

with the International Standard for Results Management, and to the 
applicable Anti-Doping Organisations in accordance with Article 14.1.2, the 
identity of any Rower or other Person who is notified of a potential anti-
doping rule violation, the Prohibited Substance or Prohibited Method and the 
nature of the violation involved, and whether the Rower 

14.3 一般開示 
14.3.1「結果管理に関する国際基準」に従って漕手またはその他の人に対し、また、14.1.2

に従って該当するアンチドーピング機関に対し、それぞれ通知が提供された後、潜
在的なアンチドーピング規則違反について通知を受けた漕手またはその他の人の身
元、禁止物質または禁止方法および関連する違反の性質、ならびに漕手 
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or other Person is subject to a Provisional Suspension may be 
Publicly Disclosed by World Rowing. 

14.3.2 No later than twenty (20) days after it has been determined in an appellate decision 
under Article 13.2.1 or 13.2.2, or such appeal has been waived, or a hearing in 
accordance with Article 8 has been waived, or the assertion of an anti-doping rule 
violation has not otherwise been timely challenged, or the matter has been resolved 
under Article 10.8, or a new period of Ineligibility, or reprimand, has been imposed 
under Article 10.14.3, World Rowing must Publicly Disclose the disposition of the anti-
doping matter, including the sport, the anti-doping rule violated, the name of the 
Rower or other Person committing the violation, the Prohibited Substance or 
Prohibited Method involved (if any) and the Consequences imposed. World Rowing 
must also Publicly Disclose within twenty (20) days the results of appellate decisions 
concerning antidoping rule violations, including the information described above.69 

14.3.3 After an anti-doping rule violation has been determined to have been 
committed in an appellate decision under Article 13.2.1 or 13.2.2 or such 
appeal has been waived, or in a hearing in accordance with Article 8 or 
where such hearing has been waived, or the assertion of an anti-doping rule 
violation has not otherwise been timely challenged, or the matter has been 
resolved under Article 10.8, World Rowing may make public such 
determination or decision and may comment publicly on the matter. 

14.3.4 In any case where it is determined, after a hearing or appeal, that the Rower or other 
Person did not commit an anti-doping rule violation, the fact that the decision has been 
appealed may be Publicly Disclosed. However, the decision itself and the underlying 
facts may not be Publicly Disclosed except with the consent of the Rower or other 
Person who is the subject of the decision. World Rowing shall use reasonable efforts to 
obtain such consent, and if consent is obtained, shall Publicly Disclose the decision in 
its entirety or in such redacted form as the Rower or other Person may approve. 

14.3.5 Publication shall be accomplished at a minimum by placing the required information on 
the World Rowing’s website and leaving the information up for the longer of one (1) 
month or the duration of any period of Ineligibility, after which it will be removed from 
World Rowing’s website. 

14.3.6 Except as provided in Articles 14.3.1 and 14.3.3, no Anti-Doping Organisation, 
Member Federation, or WADA-accredited laboratory, or any official of any such body, 
shall publicly comment on the specific facts of any pending case (as opposed to 
general description of process and science) except in response to public comments 
attributed to, or based on information provided by, the Rower, other Person or their 
entourage or other representatives. 

14.3.7 The mandatory Public Disclosure required in Article 14.3.2 shall not be 
required where the Rower or other Person who has been found to have 
committed an anti-doping rule violation is a Minor, Protected Person or 
Recreational Rower. Any optional Public Disclosure in a case involving a Minor, 
Protected Person or Recreational Rower shall be proportionate to the facts and 
circumstances of the case. 

またはその他の人が暫定的資格停止の対象となっているか否かについては、結果
管理に責任を有する当該アンチドーピング機関によって一般開示される場合がある。 

14.3.2 13.2.1 または 13.2.2 に基づく不服申立て決定のとき、当該不服申立て放棄のとき、
第 8 条に基づく聴聞を受ける権利の放棄のとき、主張されたアンチドーピング規則違
反に対して適切な時期に異議が唱えられなかったとき、当該案件が 10.8 に基づき
解決されたとき、または新しい資格停止の期間もしくは譴責が 10.14.3 に基づき賦
課されたときからそれぞれ 20 日以内に、結果管理に責任を有するワールドローイン
グは、競技、違反の対象となったアンチドーピング規則、違反をした漕手またはその
他の人の氏名、関係する禁止物質または禁止方法（もしあれば）および課せられた
措置を含む当該アンチドーピング機関はまた、20 日以内に、上記情報を含む、アン
チドーピング規則違反に関する不服申立ての決定の結果についても一般開示しなけ
ればならない。69 

14.3.3 13.2.1 もしくは 13.2.2 に基づく不服申立決定においてアンチドーピング規則違反が行われたも

のと判断され、もしくは当該不服申立てが放棄された後、第 8 条に従った聴聞会においてアン
チドーピング規則違反が行われたものと判断された後、もしくは当該聴聞を受ける権利が放棄
された場合、アンチドーピング規則違反の主張に対し別途艇記事に異議が申し立てられなかっ
た場合、アンチドーピング規則違反の主張に対し別途適時に異議が申し立てられなかった場
合、または当該案件が 10.8 に基づき解決された場合には、結果管理について責任を負うワー
ルドローイングは当該決定または判断を公開することができ、当該案件につき公に見解を述べ
ることができる。 

14.3.4 聴聞会または不服申立ての後に、漕手またはその他の人がアンチドーピング規則に違反してい

ない旨決定された場合には、当該決定について不服申立てが提起されていた事実は、一般開
示される場合がある。しかし、決定自体およびその背景事実は、当該決定の対象となった漕手
またはその他の人の同意があった場合を除き、一般開示されてはならない。結果権利責任を
負うワールドローイングは、当該同意を得るために合理的な形で、または、漕手もしくはその他の
人が認める範囲で編集した形で一般開示するものとする。 

14.3.5 開示は、少なくとも、義務づけられた情報をワールドローイングのウェブサイトにおいて
1 か月間または資格停止期間の存続期間のいずれか長い方の期間、掲載すること
により、行われるものとする。 

14.3.6 14.3.1 および 14.3.3 に定める場合を除き、アンチドーピング機関、加盟国協会、
WADA 認定分析機関またはそれらの役員等は、当該漕手もしくはその他の人もしく
はその随員その他の代理人に起因する公のコメントに対応し、またはこれらの者によ
り提供される情報に基づく場合を除き、（手続きおよび科学的知見の一般的な説明
とは異なる）未決の事案における特定の事実につき公に述べてはならない。 

14.3.7 14.3.2 において要請される義務的な一般開示は、アンチドーピング規則違反を行ったと判断さ

れた漕手またはその他の人が１８歳未満の者、要保護者またはレクリエーション漕手に関する
事案における任意的な一般開示は、当該事案の事実および状況に釣り合うものとする。 

14.4 Statistical Reporting 
World Rowing shall, at least annually, publish publicly a general statistical report of 
its Doping Control activities, with a copy provided to WADA. World Rowing may 
also publish reports showing the name of each Rower tested and the date of each 
Testing. 

14.4 統計数値の報告 
ワールドローイングは、少なくとも年 1 回、ドーピングコントロール活動の全体的な統計数値
の報告書を公表し、その写しを WADA に対して提出するものとする。ワールドローイング
は、各検査において検査を受けた各漕手の氏名および検査の日付に関する報告書につい
ても公表することができる。 

69 [Comment to Article 14.3.2: Where Public Disclosure as required by Article 14.3.2 would result in a breach of other 
applicable laws, World Rowing’s failure to make the Public Disclosure will not result in a determination of non-
compliance with Code as set forth in Article 4.1 of the International Standard for the Protection of Privacy and 
Personal Information.] 

69 14.3.2 の解説：14.3.2 の要求する一般開示が他の適用法令の違反となる場合には、ワールドローイングが一般開示を行わなか
ったことは、「プライバシーおよび個人情報の保護に関する国際基準」の 4.1 に定める本規程の不遵守の決定という結果にはなら
ない。 
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14.5 Doping Control Information Database and Monitoring of Compliance 
To enable WADA to perform its compliance monitoring role and to ensure the 
effective use of resources and sharing of applicable Doping Control information 
among Anti-Doping Organisations, World Rowing shall report to WADA through 
ADAMS Doping Control-related information, including, in particular: 
a. Athlete Biological Passport data for International-Level Rowers and National-Level 
Rowers, 
b. Whereabouts information for Rowers including those in Registered Testing Pools, 
c. TUE decisions, and 
d. Results Management decisions,as required under the applicable International 
Standard(s). 
14.5.5 To facilitate coordinated test distribution planning, avoid unnecessary 

duplication in Testing by various Anti-Doping Organisations, and to ensure 
that Athlete Biological Passport profiles are updated, World Rowing shall 
report all In-Competition and Outof-Competition tests to WADA by entering 
the Doping Control forms into ADAMS in accordance with the requirements 
and timelines contained in the International Standard for Testing and 
Investigations. 

14.5.6 To facilitate WADA’s oversight and appeal rights for TUEs, World Rowing 
shall report all TUE applications, decisions and supporting documentation 
using ADAMS in accordance with the requirements and timelines contained in 
the International Standard for Therapeutic Use Exemptions. 

14.5.7 To facilitate WADA’s oversight and appeal rights for Results Management, World 
Rowing shall report the following information into ADAMS in accordance with the 
requirements and timelines outlined in the International Standard for Results 
Management: (a) notifications of anti-doping rule violations and related decisions for 
Adverse Analytical Findings; (b) notifications and related decisions for other anti-doping 
rule violations that are not Adverse Analytical Findings; (c) whereabouts failures; and (d) 
any decision imposing, lifting or reinstating a Provisional Suspension. 

14.5.8 The information described in this Article will be made accessible, where appropriate and 
in accordance with the applicable rules, to the Rower, the Rower’s National AntiDoping 
Organisation, and any other Anti-Doping Organisations with Testing authority over the 
Rower. 

14.5 ドーピングコントロール情報データベースおよびコンプライアンスの監視 
WADA が自己のコンプライアンス監視の役割を遂行し、アンチドーピング機関のリソースの効果的な使
用および該当するドーピングコントロール情報の共有を確保することを可能にするために、WADA は
ADAMS 等のドーピングコントロール情報データベースを開発し、管理するものとし、アンチドーピング機
関は、適用される国際基準が要請するところに従い、とりわけ以下を含む、ドーピングコントロール関連
情報を、当該データベースを通じて WADA に報告するものとする。 
a. 国際レベルの漕手および国内レベルの漕手のためのアスリートバイオロジカルパスポートのデータ 

b. 登録検査対象者リストに含まれる漕手の居場所情報 
c. TUE 決定、および 
d. 結果管理に関する決定 

14.5.5 検査配分計画の調整を促進し、複数のアンチドーピング機関による不要な検査
重複を回避すると共に、アスリートバイオロジカルパスポートのプロフィールが更
新されていることを確保するために、各アンチドーピング機関は、検査およびドー
ピング調査に関する国際基準に規定される要件および時間軸に従い、ドーピン
グコントロールフォームを ADAMS に入力することにより、大会（時）および大会外
の検査の一切を WADA に報告するものとする。 

14.5.6TUE に関する WADA の監視および不服申立てを行う権利を促進するために、ワールドロー
イングは、「治療使用特例に関する国際基準」に含まれる要件と時間軸に従い、ADAMS を
使用して TUE 申請、決定および関連文書の一切を報告する。 

14.5.7 結果管理に関する WADA の監督および不服申立てを行う権利を促進するため
に、ワールドローイングは結果管理に関する国際基準に概要が示される要件お
よび時間軸に従い、次の情報を ADAMS に報告するものとする。(a)違反が疑わ
れる分析報告に関するアンチドーピング規則違反および関連決定の通知、(b)
違反が疑われる分析報告ではない他のアンチドーピング規則違反に関する通
知および関連決定、(c)居場所情報義務違反、(d) 暫定的資格停止を賦課し、
取消し、または復活させる決定。 

14.5.8 本項に記載された情報は、適切である場合には、適用規則に従い、漕手、漕手
の国内アンチドーピング機関、および漕手に対して検査権限を有する他のアンチド
ーピング機関に利用可能なものとされる。 

14.6 Data Privacy 
14.6.1 World Rowing may collect, store, process or disclose personal 

information relating to Rowers and other Persons where necessary 
and appropriate to conduct its AntiDoping Activities under the Code, the 
International Standards (including specifically the International Standard for 
the Protection of Privacy and Personal Information), these Anti-Doping Bye-
Laws, and in compliance with applicable law. 

14.6.2 Without limiting the foregoing, World Rowing shall: 
a. Only process personal information in accordance with a valid legal ground; 
b. Notify any Participant or Person subject to these Anti-Doping Bye-Laws, in a manner 

and form that complies with applicable laws and the International Standard for the 
Protection of Privacy and Personal Information, that their personal information may 
be processed by World Rowing and other Persons for the purpose of the 
implementation of these Anti-Doping Bye-Laws; 

c. Ensure that any third-party agents (including any Delegated Third Party) 
with whom World Rowing shares the personal information of any Participant 
or 

14.6 データプライバシー 
14.6.1 ワールドローイングは、WADA 規程および国際基準（特に、プライバシーおよび個人

情報の保護に関する国際基準を含む）に従い、本アンチドーピング細則に基づき、か
つ適用法令を遵守して、アンチドーピング活動を遂行するために必要かつ適切であ
る場合には、漕手その他の人に関する個人情報を収集し、保管し、加工し、または、
開示することができる。 

14.6.2 前述の規定を制限することなく、ワールドローイングは 
a.有効な法的根拠に基づいてのみ、個人情報を処理する。 
b.本アンチドーピング規則細則の対象となる参加者または人に対して、適用される法

律およびプライバシーおよび個人情報の保護に関する国際基準に準拠した方法
および形式で、本アンチドーピング細則の実施を目的としてワールドローイングおよ
びその他の人によって個人情報が処理される可能性があることを通知すること。 

c.ワールドローイングが参加者の個人情報を共有する第三者機関（委任された第三
者機関を含む）に、参加者の個人情報を確実に提供すること。 
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Person is subject to appropriate technical and contractual controls 
to protect the confidentiality and privacy of such information. 

個人は、そのような情報の機密性とプライバシーを保護するために、適
切な技術的および契約上の管理を受ける。 

ARTICLE 15 IMPLEMENTATION OF DECISIONS 
15.1 Automatic Binding Effect of Decisions by Signatory Anti-Doping 

Organisations 
15.1.1 A decision of an anti-doping rule violation made by a Signatory Anti-Doping 

Organisation, an appellate body (Article 13.2.2 of the Code) or CAS shall, 
after the parties to the proceeding are notified, automatically be binding 
beyond the parties to the proceeding upon World Rowing and its Member 
Federations, as well as every Signatory in every sport with the effects 
described below: 
15.1.1.1 A decision by any of the above-described bodies imposing a 

Provisional Suspension (after a Provisional Hearing has occurred or 
the Rower or other Person has either accepted the Provisional 
Suspension or has waived the right to a Provisional Hearing, 
expedited hearing or expedited appeal offered in accordance with 
Article 7.4.3) automatically prohibits the Rower or other Person from 
participation (as described in Article 10.14.1) in all sports within the 
authority of any Signatory during the Provisional Suspension. 

15.1.1.2 A decision by any of the above-described bodies imposing a period 
of Ineligibility (after a hearing has occurred or been waived) 
automatically prohibits the Rower or other Person from participation 
(as described in Article 10.14.1) in all sports within the authority of 
any Signatory for the period of Ineligibility. 

15.1.1.3 A decision by any of the above-described bodies accepting an anti-
doping rule violation automatically binds all Signatories. 

15.1.1.4 A decision by any of the above-described bodies to Disqualify 
results under Article 10.10 for a specified period automatically 
Disqualifies all results obtained within the authority of any Signatory 
during the specified period. 

15.1.2 World Rowing and its Member Federations shall recognise and implement a 
decision and its effects as required by Article 15.1.1, without any further 
action required, on the earlier of the date World Rowing receives actual 
notice of the decision or the date the decision is placed into ADAMS. 

15.1.3 A decision by an Anti-Doping Organisation, a national appellate body or CAS 
to suspend, or lift, Consequences shall be binding upon World Rowing and 
its Member Federations without any further action required, on the earlier of 
the date World Rowing receives actual notice of the decision or the date the 
decision is placed into ADAMS. 

15.1.4 Notwithstanding any provision in Article 15.1.1, however, a decision of an 
anti-doping rule violation by a Major Event Organisation made in an 
expedited process during an Event shall not be binding on World Rowing or 
its Member Federations unless the rules of the Major Event Organisation 
provide the Rower or other Person with an opportunity to an appeal under 
non-expedited procedures.70 

第 15 条 決定の実施 
15.1 署名当事者であるアンチドーピング機関による決定の自動的な効果 

15.1.1 署名当事者であるアンチドーピング機関、不服申立機関（WADA 規程
13.2.2）または CAS の行った決定は、当該手続の当事者が通知を受けた
後、以下の効果をもって、ワールドローイングおよびその加盟国協会、なら
びにすべての競技における署名当事者に対し、自動的に拘束力を有する
ものとする。 

15.1.1.1（暫定聴聞会が行われた、または漕手もしくはその他の人が暫定的資格停
止を受け入れ、もしくは暫定聴聞会、緊急聴聞会もしくは 7.4.3 に従い提供
される迅速な不服申立てに対する権利を放棄した後に）暫定的資格停止
を賦課する旨の上記のいずれかの機関による決定は、当該漕手またはそ
の他の人が、（10.14.1 に定めるとおり）暫定的資格停止中に署名当時者
の権限内の競技の一切に参加することを自動的に禁止する。 

15.1.1.2（聴聞会が行われ、または放棄された後に）資格停止期間を賦課する旨の
上記のいずれかの機関による決定は、当該漕手またはその他の人が、
（10.14.1 に定めるとおり）資格停止期間中に署名当事者の権限内の競技
の一切に参加することを自動的に禁止する。 

15.1.1.3 アンチドーピング規則違反を受け入れる旨の上記のいずれかの機関による
決定は、すべての署名当事者に対し自動的に拘束力を有する。 

15.1.1.4 特定の期間について 10.10 に基づき成績を失効させる旨の上記のいずれ
かの機関による決定は、当該特定の期間中に署名当事者の権限内で獲
得された成績の一切を自動的に失効させる。 

15.1.2ワールドローイングおよびその加盟国協会は、ワールドローイングが決定の通
知を実際に受けた日または決定が ADAMS に記録された日のいずれか早
い日に、更なる措置を要求されることなく、15.1.1 により要求される決定お
よびその効果を承認し、実施する義務を負う。 

15.1.3 措置を停止しまたは取り消す旨のアンチドーピング機関、国内不服申立機
関または CAS による決定は、ワールドローイングが決定の通知を実際に受
けた日または決定が ADAMS に記録された日のいずれか早い方に、更なる
措置を要求されることなく、ワールドローイングおよびその加盟国協会に対し
拘束力を有するものとする。 

15.1.4 ただし、15.1.1 の規定にかかわらず、競技大会中の簡易な手続きで行われた主要
競技大会機関によるアンチドーピング規則違反に関する決定は、当該主要競技大
会機関の規則において漕手またはその他の人に対し、簡易な手続きではない手続
きに基づく不服申立ての機会が提供される場合を除き、ワールドローイングまたはそ
の加盟国協会に対し拘束力を有しないものとする。70 

70 [Comment to Article 15.1.4: By way of example, where the rules of the Major Event Organisation give the Rower or 
other Person the option of choosing an expedited CAS appeal or a CAS appeal under normal CAS procedure, the 
final decision or adjudication by the Major Event Organisation is binding on other Signatories regardless of whether 
the Rower or other Person chooses the expedited appeal option.] 

70 15.1.4 の解説：例えば、主要競技大会機関の規則において漕手またはその他の人に対し、CAS への簡易な不服申立てまたは通
常の CAS の手続きに基づく CAS への不服申立てを選択する権利が与えられている場合には、当該主要競技大会機関による終
局的な決定または判断は、当該漕手またはその他の人が簡易な不服申立てを選択するか否かにかかわらず、他の署名当事者
に対し拘束力を有する。 
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15.2 Implementation of Other Decisions by Anti-Doping Organisations 
World Rowing and its Member Federations may decide to implement other anti-
doping decisions rendered by Anti-Doping Organisations not described in Article 
15.1.1 above, such as a Provisional Suspension prior to a Provisional Hearing or 
acceptance by the Rower or other Person.71 

15.2 アンチドーピング機関による他の決定の実施 
ワールドローイングおよびその加盟国協会は、暫定聴聞会または漕手もしくはその他の人に
よる受諾前の暫定的資格停止等、上記 15.1.1 に記載されていない、アンチドーピング機関
により言い渡された他のアンチドーピングに関する決定を実施することを決定することができ
る。71 

15.3 Implementation of Decisions by Body that is not a Signatory 
An anti-doping decision by a body that is not a Signatory to the Code shall be 
implemented by World Rowing and its Member Federations, if World Rowing finds 
that the decision purports to be within the authority of that body and the anti-doping 
rules of that body are otherwise consistent with the Code.72 

15.3 署名当事者ではない機関による決定の実施 
WADA 規程に署名当事者ではない機関によるアンチドーピングに関する決定は、ワールドロ
ーイングが、当該決定が当該機関の権限内であり、当該機関のアンチドーピング規則が
WADA 規程に適合するものであると判断する場合には、ワールドローイングおよびその加盟
国協会により実施されるものとする。72 

ARTICLE 16 STATUTE OF LIMITATIONS 
No anti-doping rule violation proceeding may be commenced against a Rower or other Person 
unless he or she has been notified of the anti-doping rule violation as provided in Article 7, or 
notification has been reasonably attempted, within ten (10) years from the date the violation is 
asserted to have occurred. 

第 16 条 時効 
アンチドーピング規則違反が発生したと主張された日から 10 年以内に、漕手またはその他の人が第 7
条の定めに従いアンチドーピング規則違反の通知を受けなかった場合、または通知の付与が合理的に
試みられなかった場合には、当該漕手またはその他の人に対してアンチドーピング規則違反の手続きは
開始されないものとする。 

ARTICLE 17 EDUCATION 
World Rowing shall plan, implement, evaluate and promote Education in line with the requirements of 
Article 18.2 of the Code and the International Standard for Education. 
World Rowing may decide to request that Rowers complete Educational activities before and/or during 
their participation in select Events (e.g: Youth World Championships) as a condition of such participation. 
The list of Events for which Rowers will be required to complete Educational activities as a condition of 
participation will be published on World Rowing’s website. 

第 17 条 教育 
ワールドローイングは、WADA 規程 18.2 および教育に関する国際基準に定める要件に従い、教育プロ
グラムの計画、実施、評価および推進をするものとする。 
ワールドローイングは、特定のイベント（例：ユース世界選手権）への参加前および／または参加中に、
参加条件として教育活動を行うことを決定することができる。参加条件として教育活動を求められる大
会のリストは、ワールドローイングのウェブサイトで公開される。 

ARTICLE 18 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF MEMBER FEDERATIONS 
18.1 All Member Federations and their members shall comply with the Code, International 

Standards, and these Anti-Doping Bye-Laws. All Member Federations and other members shall 
include in their policies, rules and programs the provisions necessary to ensure that World 
Rowing may enforce these Anti-Doping Bye-Laws (including carrying out Testing) directly in 
respect of Rowers (including National-Level Rowers) and other Persons under their anti-doping 
authority as specified in the Introduction to these Anti-Doping Bye-Laws (Section “Scope of 
these Anti-Doping Bye-Laws”). 

第 18 条 加盟国協会の追加的な役割および責務 
18.1 すべての加盟国協会およびその会員は、WADA 規程、国際基準およびアンチドーピング細則を順守しな 

ければならない。すべての加盟国協会およびその他の会員は、本アンチドーピング細則のイントロダクショ
ン（「本アンチドーピング細則の範囲」の項）に明記されているとおり、ワールドローイングがそのドーピング
防止権限の下にある漕手（国内レベルの漕手を含む）およびその他の人に関して、本アンチドーピング細
則を直接執行すること（検査の実施を含む）を確保するために必要な規定を、その方針、 規則およびプ
ログラムに含めなければならない。 

71 [Comment to Articles 15.1 and 15.2: Anti-Doping Organisation decisions under Article 15.1 are implemented 
automatically by other Signatories without the requirement of any decision or further action on the Signatories’ part. 
For example, when a National Anti- Doping Organisation decides to Provisionally Suspend a Rower, that decision is 
given automatic effect at the International Federation level. To be clear, the “decision” is the one made by the National 
Anti-Doping Organisation, there is not a separate decision to be made by the International Federation. Thus, any 
claim by the Rower that the Provisional Suspension was improperly imposed can only be asserted against the 
National Anti-Doping Organisation. Implementation of Anti-Doping Organisations’ decisions under Article 15.2 is 
subject to each Signatory’s discretion. A Signatory’s implementation of a decision under Article 15.1 or Article 15.2 is 
not appealable separately from any appeal of the underlying decision. The extent of recognition of TUE decisions of 
other Anti-Doping Organisations shall be determined by Article 4.4 and the International Standard for Therapeutic Use 
Exemptions.]s 

72 [Comment to Article 15.3: Where the decision of a body that has not accepted the Code is in some respects Code 
compliant and in other respects not Code compliant, World Rowing, other Signatories and Member Federations 
should attempt to apply the decision in harmony with the principles of the Code. For example, if in a process 
consistent with the Code a non Signatory has found a Rower to have committed an anti-doping rule violation on 
account of the presence of a Prohibited Substance in the Rower’s body but the period of Ineligibility applied is shorter 
than the period provided for in the Code, then World Rowing and all other Signatories should recognise the finding of 
an anti-doping rule violation and the Rower’s National Anti-Doping Organisation should conduct a hearing consistent 
with Article 8 to determine whether the longer period of Ineligibility provided in the Code should be imposed. World 
Rowing or other Signatory’s implementation of a decision, or their decision not to implement a decision under Article 
15.3, is appealable under Article 13.] 

71 15.1 および 15.2 の解説：15.1 に基づくアンチドーピング機関の決定は、署名当事者において何らの決定または更なる措置を要
することなく、他の署名当事者により自動的に実施される。例えば、国内アンチドーピング機関が競技者を暫定的に資格停止する
ことを決定した場合には、当該決定は国際競技連盟のレベルで自動的な効果を付与される。明確化のために述べると、「決定」と
は、国内アンチドーピング機関により行われるものであり、国際競技連盟により行われる別個の決定が存在するわけではない。よっ
て、暫定的資格停止が不適切に賦課された旨の競技者による主張は、国内アンチドーピング機関に対してのみ申し立てることが
できる。15.2 に基づくアンチドーピング機関の決定の実施は、各署名当事者の裁量による。15.1 または 15.2 に基づく署名当事者
による決定の実施に対しては、その基にある決定に対する不服申立てとは別個に不服申立てを行うことはできない。他のアンチド
ーピング機関の TUE 決定の承認の範囲は、4.4 および「治療使用特例に関する国際基準」により決定されるものとする。 

72 15.3 の解説：WADA 規程を受諾していない機関による決定について、WADA 規程に準拠している点とそうでない点がある場合に
は、ワールドローイング、他の署名機関および加盟団協会は、WADA 規程の原則に調和するような形で適用するよう試みるべきで
ある。例えば、WADA 規程と整合する手続において、非署名当事者が、禁止物質が競技者の体内に存在するという理由で、競
技者のアンチドーピング規則違反を認定したが、適用される資格停止期間は WADA 規程に規定された期間よりも短いという場合
には、ワールドローイングおよび他の署名当事者は、アンチドーピング規則違反の事実認定を承認するべきであり、かつ、競技者が
所属する国内アンチドーピング機関は、WADA 規程に定められた、より長い期間の資格停止期間を課すべきか否かを決定するた
めに、第 8 条に適合する聴聞会を実施すべきである。15.3 に基づくワールドローイングまたは他の署名当事者による決定の実施
または決定を実施しない旨の決定に対しては、第 13 条に基づいて不服申立てを行うことができる。 
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18.2 Each Member Federation shall incorporate these Anti-Doping Bye-Laws either directly or by 
reference into its governing documents, constitution and/or rules as part of the rules of sport 
that bind their members so that the Member Federation may enforce them itself directly in 
respect of Rowers (including National-Level Rowers) and other Persons under its anti-doping 
authority. 

18.3 By adopting these Anti-Doping Bye-Laws, and incorporating them into their governing 
documents and rules of sport, Member Federations shall cooperate with and support World 
Rowing in that function. They shall also recognise, abide by and implement the decisions 
made pursuant to these Anti-Doping Bye-Laws, including the decisions imposing sanctions on 
Persons under their authority. 

18.4 All Member Federations shall take appropriate action to enforce compliance with the Code, 
International Standards, and these Anti-Doping Bye-Laws by inter alia: 
i. conducting Testing only under the documented authority of World Rowing and using their 

National Anti-Doping Organisation or other Sample collection authority to collect Samples in 
compliance with the International Standard for Testing and Investigations; 

ii. recognising the authority of the National Anti-Doping Organisation in their country in 
accordance with Article 5.2.1 of the Code and assisting as appropriate with the National 
Anti-Doping Organisation’s implementation of the national Testing program for their sport; 

iii. analysing all Samples collected using a WADA-accredited or WADA-approved laboratory in 
accordance with Article 6.1; and 

iv. ensuring that any national level anti-doping rule violation cases discovered by Member 
Federations are adjudicated by an Operationally Independent hearing panel in accordance 
with Article 8.1 and the International Standard for Results Management. 

18.5 All Member Federations shall establish rules requiring all Rowers preparing for or participating 
in a Competition or activity authorised or organised by a Member Federation or one of its 
member organisations, and all Athlete Support Personnel associated with such Rowers, to 
agree to be bound by these Anti-Doping Bye-Laws and to submit to the Results Management 
authority of the Anti-Doping Organisation in conformity with the Code as a condition of such 
participation. 

18.6 All Member Federations shall report any information suggesting or relating to an anti-doping 
rule violation to World Rowing and to their National Anti-Doping Organisations and shall 
cooperate with investigations conducted by any Anti-Doping Organisation with authority to 
conduct the investigation. 

18.7 All Member Federations shall have disciplinary rules in place to prevent Athlete Support 
Personnel who are Using Prohibited Substances or Prohibited Methods without valid 
justification from providing support to Rowers under the authority of World Rowing or the 
Member Federation. 

18.8 All Member Federations shall conduct anti-doping Education in coordination with their National 
Anti-Doping Organisations. 

18.9 All Member Federations shall ensure that their Rowers comply with their obligations to provide 
whereabouts information under Article 5.5. Failure by a Member Federation to cooperate 
timely and fully with World Rowing in the collection of whereabouts information may result in 
disciplinary sanctions against the Member Federation under the World Rowing’s disciplinary 
rules, in addition to the consequences set forth in Article 12. 

18.2 各加盟国協会は、本アンチドーピング細則を、加盟国協会を拘束するスポーツ規則の一部
として、直接または参照により、加盟国協会がそのドーピング防止権限下にある漕手（国内
レベル漕手を含む）およびその他の人に対して直接実施できるように、その運営文書、会則
および／または規則に組み込むものとする。 

18.3 加盟国協会は、本アンチドーピング細則を採用し、これを自己の統治文書およびスポーツ規
則に組み入れることにより、その機能においてワールドローイングに協力し、支援するものと
する。また、加盟国協会は、自らの権限下にある者に罰則を課す決定を含め、本アンチドー
ピング細則に基づいて行われた決定を承認し、順守し、実施しなければならない。 

18.4 すべての加盟国協会は、特に以下の方法により、WADA 規程、国際基準および本アンチド
ーピング細則の順守を強制するために適切な措置を講じなければならない。 
i.ワールドローイングの文書化された権限の下でのみ検査を実施し、かつ、国内アンチドーピング機関ま

たは他の検体採取機関を用いて、検査およびドーピング調査に関する国際基準を順守して検体を採
取すること。 

ii.WADA 規程 5.2.1 に従って自己の国における国内アンチドーピング機関の権限を認め、かつ、国内ア
ンチドーピング機関による当該スポーツに関する国内検査プログラムの実施を適切に支援すること。 

iii. 6.1 に従って、WADA が認定しまたは WADA が承認する分析機関を使用して採取されたすべての検
体を分析すること、および 

iv.加盟国協会が発見した国内レベルのアンチドーピング規則違反事例が、8.1 および結果管理に関す
る国際基準に従って運営上の独立性を有する聴聞パネルにより判断されることを義務づけること。 

18.5 すべての加盟国協会は、加盟国協会またはその加盟国協会の一つが承認または主催する
競技または活動の準備をしているすべての漕手および当該漕手に関連するすべてのサポ
ートスタッフに対し、当該参加の条件として、本アンチドーピング細則に拘束されることに同
意し、 かつ、WADA 規程に準拠してアンチドーピング機関の結果管理権限に服することを
求める 規則を制定しなければならない。 

18.6 すべての加盟国協会は、アンチドーピング規則違反を示唆するまたは関連する情報を、ワー
ルドローイングおよび国内アンチドーピング機関に報告し、調査を行う権限を有するアンチド
ーピング機関が行う調査に協力しなければならない。 

18.7 すべての加盟国協会は、正当な理由なく禁止物質または禁止方法を使用しているサポート
スタッフが、ワールドローイングまたは加盟国協会の権限の下で漕手に支援を提供すること
を防止するために、規律規則を設けなければならない。 

18.8 すべての加盟国協会は、自国の国内アンチドーピング機関と連携して、アンチドーピング教育
を実施する。 

18.9 すべての加盟国協会は、所属する漕手が 5.5 に基づく居場所情報提供の義務を順守する
ことを保証するものとする。加盟国協会が居場所情報の収集においてワールドローイングに
適時かつ全面的に協力しなかった場合、第 12 条に定められた結果に加えて、ワールドロー
イングの規律規則に基づいて加盟国協会に懲戒処分が下されることがある。 

ARTICLE 19 ADDITIONAL Roles and responsibilities OF WORLD ROWING 
19.1 In addition to the roles and responsibilities described in Article 20.3 of the Code for 

International Federations, World Rowing shall report to WADA on World Rowing’s 
compliance with the Code and the International Standards in accordance with 
Article 24.1.2 of the Code. 

19.2 Subject to applicable law, and in accordance with Article 20.3.4 of the Code, all 
World Rowing board members, directors, officers, employees and those of 
appointed Delegated Third Parties 

第 19 条 ワールドローイングの追加的役割および責務 
19.1 国際連盟のための WADA 規程 20.3 に記載された役割と責任に加えて、ワールドローイング

は、WADA 規程 24.1.2 に従って、ワールドローイングが WADA 規程と国際基準を順守してい
ることを WADA に報告する。 

19.2 適用される法律に従い、また WADA 規程 20.3.4 に従って、:ワールドローイングのすべての
理事、取締役、役員、職員、および任命された／委任された第三者の職員。 
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who are involved in any aspect of Doping Control, must sign a form provided by 
World Rowing, agreeing to be bound by these Anti-Doping Bye-Laws as Persons in 
conformity with the Code for direct and intentional misconduct. 

19.3 Subject to applicable law, and in accordance with Article 20.3.5 of the Code, any 
World Rowing employee who is involved in Doping Control (other than authorised 
anti-doping Education or rehabilitation programs) must sign a statement provided by 
World Rowing confirming that they are not Provisionally Suspended or serving a 
period of Ineligibility and have not been directly or intentionally engaged in conduct 
within the previous six (6) years which would have constituted a violation of anti-
doping rules if Code-compliant rules had been applicable to them. 

ドーピングコントロールのいずれかの側面に関与している者は、ワールドローイングが提供する
フォームに署名し、直接的かつ意図的な不正行為を行った者として、本アンチドーピング細
則に従うことに同意しなければならない。 

19.3 適用される法律に従い、また、WADA 規程 20.3.5 に従い、ドーピングコントロール（公認され
たドーピング防止教育またはリハビリテーションプログラムを除く）に関与するワールドローイン
グの職員は、ワールドローイングが提供する声明書に署名しなければならず、暫定的資格
停止処分を受けておらず、また、過去 6 年以内に、規程に準拠した規則が適用されていた
場合にアンチドーピング規則の違反を構成したであろう行為に直接または意図的に関与して
いないことを確認しなければならない。 

ARTICLE 20 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ROWERS 
20.1 To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Bye-Laws. 
20.2 To be available for Sample collection at all times.73 
20.3 To take responsibility, in the context of anti-doping, for what they ingest and Use. 
20.4 To inform medical personnel of their obligation not to Use Prohibited Substances 

and Prohibited Methods and to take responsibility to make sure that any medical 
treatment received does not violate these Anti-Doping Bye-Laws. 

20.5 To disclose to World Rowing and their National Anti-Doping Organisation any 
decision by a nonSignatory finding that the Rower committed an anti-doping rule 
violation within the previous ten (10) years. 

20.6 To cooperate with Anti-Doping Organisations investigating anti-doping rule 
violations. 
Failure by any Rower to cooperate in full with Anti-Doping Organisations 
investigating antidoping rule violations may result in a charge of misconduct under 
World Rowing’s Judicial Provisions, Articles 62 to 66 of the World Rowing Statutes. 

20.7 To disclose the identity of their Athlete Support Personnel upon request by World 
Rowing or a Member Federation, or any other Anti-Doping Organisation with 
authority over the Rower. 

20.8 Offensive conduct towards a Doping Control official or other Person involved in 
Doping Control by a Rower, which does not otherwise constitute Tampering, may 
result in a charge of misconduct under World Rowing’s Judicial Provisions, Articles 
62 to 66 of the World Rowing Statutes. 

第 20 条 漕手の追加的な役割および責務 
20.1 本アンチドーピング細則を熟知し、これを順守すること。 
20.2 いつでも検体採取に応じること。73 
20.3 アンチドーピングとの関連で、自己の摂取物および使用物に関して責任を持つこと。 
20.4 医療従事者に対して自らが禁止物質および禁止方法を使用してはならないという義務を負

っていることを伝達するとともに、自らが受ける医療処置について、本アンチドーピング細則
に基づき採択されたアンチドーピング細則に対する違反に該当しないようにすることに対して
責任を負うこと。 

20.5 当該漕手が過去 10 年以内にアンチドーピング規則違反を行ったと認定した非署名機関の
決定をワールドローイングおよびその国内アンチドーピング機関に開示すること。 

20.6 アンチドーピング規則の違反を調査するアンチドーピング機関に協力すること。 
アンチドーピング規則違反を調査するアンチドーピング機関に全面的に協力しなかった漕手
は、ワールドローイング憲章の第 62 条から第 66 条までのワールドローイングの司法規定に
基づく不正行為の告発を受けることがある。 

20.7 ワールドローイング、加盟国協会、または当該漕手に対して権限を有するその他のアンチドー
ピング機関の要求に応じて、当該サポートスタッフの身元を開示すること。 

20.8 ドーピングコントロール関係者またはその他のドーピングコントロール職員に対する漕手の攻撃
的な行為であって、他に不当な改ざん行為を構成しないものは、ワールドローイングの司法
規定（ワールドローイング定款第 62 項から第 66 項）に基づく不正行為の告発となり得る。 

ARTICLE 21 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ATHLETE SUPPORT 
PERSONNEL 

21.1 To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Bye-Laws. 
21.2 To cooperate with the Rower Testing program. 
21.3 To use their influence on Rower values and behaviour to foster anti-doping attitudes. 
21.4 To disclose to World Rowing and their National Anti-Doping Organisation any 

decision by a non-Signatory finding that they committed an anti-doping rule 
violation within the previous ten (10) years. 

21.5 To cooperate with Anti-Doping Organisations investigating anti-doping rule violations.Failure by 
any Athlete Support Personnel to cooperate in full with Anti-Doping Organisations 
investigating anti-doping rule violations may result in a charge of misconduct under World 
Rowing’s Judicial Provisions, Articles 62 to 66 of the World Rowing Statutes. 

21.6 Athlete Support Personnel shall not Use or Possess any Prohibited Substance or 
Prohibited Method without valid justification. 

第 21 条 サポートスタッフの追加的役割および責任 
21.1 本アンチドーピング細則を熟知し、これを順守すること。 
21.2 漕手テストプログラムに協力すること。 
21.3 漕手の価値観や行動に影響を与え、アンチドーピングの姿勢を育むこと。 
21.4 過去 10 年の間に、アンチドーピング規則違反を行った旨、非加盟国により認定された決定

があれば、それをその国内アンチドーピング機関およびワールドローイングに開示すること。 
21.5 アンチドーピング規則違反についてドーピング調査を実施するアンチドーピング機関に協力す

ること。サポートスタッフが、アンチドーピング規則違反を調査するアンチドーピング機関に全
面的に協力しなかった場合には、ワールドローイングの司法規定（ワールドローイング定款第 
62 項から第 66 項）に基づく不正行為の告発を受ける可能性がある。 

21.6 サポートスタッフは、正当な理由なく、禁止物質または禁止方法を使用または所持してはな
らない。 

73 [Comment to Article 20.2: With due regard to a Rower’s human rights and privacy, legitimate anti-doping 
considerations sometimes require Sample collection late at night or early in the morning. For example, it is known that 
some athletes use low doses of EPO during these hours so that it will be undetectable in the morning.] 

73 20.2 の解説：漕手の人権およびプライバシーに配慮して、正当なアンチドーピング上の判断の結果として深夜または早朝の検体
採取が要請される場合がある。例えば、競技者の一部は、朝発覚されないようにするため、当該時間帯に少量の EPO を使用す
ることが知られている。 
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Any such Use or Possession may result in a charge of misconduct under World 
Rowing’s Judicial Provisions, Articles 62 to 66 of the World Rowing Statutes. 

21.7 Offensive conduct towards a Doping Control official or other Person involved in 
Doping Control by Athlete Support Personnel, which does not otherwise constitute 
Tampering, may result in a charge of misconduct under World Rowing’s Judicial 
Provisions, Articles 62 to 66 of the World Rowing Statutes. 

そのような使用または所持は、ワールドローイングの司法規定、ワールドローイング定款第 62
項から第 66 項に基づく不正行為の告発につながる可能性がある。 

21.7 サポートスタッフによるドーピングコントロール職員またはドーピングコントロールに関与する他
の者に対する不当な改ざん行為であって、他に不正行為を構成しないものは、ワールドロー
イングの司法規定（ワールドローイング定款第 62 項から第 66 項）に基づく不正行為の告発
となり得る。 

ARTICLE 22 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF OTHER PERSONS 
SUBJECT TO THESE ANTI-DOPING Bye‑LawS 

22.1 To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Bye-Laws. 
22.2 To disclose to World Rowing and their National Anti-Doping Organisation any 

decision by a non-Signatory finding that they committed an anti-doping rule violation 
within the previous ten (10) years. 

22.3 To cooperate with Anti-Dopg Organisations investigating anti-doping rule violations. 
Failure by any other Person subject to these Anti-Doping Bye-Laws to cooperate in full with 
Anti-Doping Organisations investigating anti-doping rule violations may result in a charge of 
misconduct under World Rowing’s Judicial Provisions, Articles 62 to 66 of the World Rowing 
Statutes. 

22.4 Not to Use or Possess any Prohibited Substance or Prohibited Method without valid 
justification. 

22.5 Offensive conuct towards a Doping Control official or other Person involved in Doping Control 
by a Person, which does not otherwise constitute Tampering, may result in a charge of 
misconduct under World Rowing’s Judicial Provisions, Articles 62 to 66 of the World Rowing 
Statutes. 

第 22 条 本アンチドーピング細則の適用を受けるその他の人の追加の役割および責務 
22.1 本アンチドーピング細則を熟知し、これを順守すること。 
22.2 その他の人が過去 10 年の間にアンチドーピング規則違反を行った旨の非加盟国

により認定された決定を、ワールドローイングおよびその国内アンチドーピング機関
に開示すること。 

22.3 アンチドーピング規則違反についてドーピング調査を実施するするアンチドーピング機関に協
力すること。本アンチドーピング細則の対象となるその他の人が、アンチドーピング規則違反
を調査するアンチドーピング機関に全面的に協力しなかった場合には、ワールドローイングの
司法規定（ワールドローイング定款第 62 項から第 66 項）に基づく不正行為の告発を受け
る可能性がある。 

22.4 正当な理由なく、禁止物質・禁止方法を使用・所持しないこと。 
22.5 ドーピングコントロール職員またはその他のドーピングコントロールに関与する者に対する攻撃

的な行為であって、他に不当な改ざん行為を構成しないものは、ワールドローイングの司法
規定、ワールドローイング定款第 62 項から第 66 項に基づく不正行為の告発となりうる。 

ARTICLE 23 INTERPRETATION OF THE CODE 
23.1 The official text of the Code shall be maintained by WADA and shall be published in 

English and French. In the event of any conflict btween the English and French 
versions, the English version shall prevail. 

23.2 The comments annotating various provisions of the Code shall be used to interpret 
the Code. 

23.3 The Code shall be interpreted as an independent and autonomous text and not by 
reference to the existing law or statutes of the Signatories or governments. 

23.4 The headings used for the various Parts and Articles of the Code are for 
convenience only and shall not be deemed part of the substance of the Code or to 
affect in any way the language of the provisions to which they refer. 

23.5 Where the term “days” is used in the Code or an International Standard, it shall 
mean calendar days unless otherwise specified. 

23.6 The Code shall not apply retroactively to matters pending before the date the Code 
is accepted by a Signatory and implemented in its rules. However, pre-Code anti-
doping rule violations would continue to count as “First violations” or “Second 
violations” for purposes of determining sanctions under Article 10 for subsequent 
post-Code violations. 

23.7 The Purpose, Scope and Organisation of the World Anti-Doping Program and the 
Code and Appendix 1, Definitions shall be considered integral parts of the Code. 

第 23 条 WADA 規程の解釈 
23.1 本規程の正文は、WADA が維持するものとし、英語およびフランス語で公表されるものとす

る。英語版とフランス語版の間に矛盾が生じた場合、英語版が優先するものとする。 
23.2WADA 規程の様々な各条項に付されている解説は、WADA 規程の解釈に使用されるものと

する。 
23.3 この規程は、独立、かつ自立した文書として解釈されるものとし、署名国や各国政府の既存

の法令を参照して解釈されないものとする。 
23.4WADA 規程の各部や各条項の見出しは、便宜上のものであって、WADA 規程の実体規定の

一部とは見なされず、また、当該見出しが言及する規定の文言に対して影響するものであ
るとはみなされない。 

23.5WADA 規程または国際基準において「日」という用語が使用される場合には、別途規定され
る場合を除き、暦日を意味するものとする。 

23.6WADA 規程は、署名当事者によって受諾され、当該署名当事者の規則にて実施される以
前から審理中の事案に対し、遡及して適用されない。ただし、WADA 規程以降に発生した
違反について第 10 条に基づいて制裁措置を認定する場合には、WADA 規程以前におけ
るアンチドーピング規則違反も「1 回目の違反」または「2 回目の違反」として数えられる。 

23.7 世界アンチ·ドーピング·プログラムおよび WADA 規程の目的、範囲および構成、付属文書 1-
定義は、 WADA 規程の不可分の一部として扱われる。 

ARTICLE 24 FINAL PROVISIONS 
24.1 Where the term “days” is used in these Anti-Doping Bye-Laws, it shall 

mean calendar days unless otherwise specified. 
24.2 These Anti-Doping Bye-Laws shall be interpreted as an independent and 

autonomous text and not by reference to existing law or statutes. 

第 24 条最終規定 
24.1 アンチドーピング細則において「日」という用語が使用されている場合は、別段の定めがない

限り、暦日を意味するものとする。 
24.2 アンチドーピング細則は、独立した自律的な文章として解釈されるものとし、既存の法律また

は法令を参照するものではない。 
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24.3 These Anti-Doping Bye-Laws have been adopted pursuant to the applicable 
provisions of the Code and the International Standards and shall be interpreted in 
a manner that is consistent with applicable provisions of the Code and the 
International Standards. The Code and the International Standards shall be 
considered integral parts of these Anti-Doping Bye-Laws and shall prevail in case 
of conflict. 

24.4 The Introduction and Appendix 1 shall be considered integral parts of these Anti-
Doping Bye-Laws. 

24.5 The comments annotating various provisions of these Anti-Doping Bye-Laws shall 
be used to interpret these Anti-Doping Bye-Laws. 

24.6 These Anti-Doping Bye-Laws shall enter into force on 1 January 2021 (the 
“Effective Date”). They repeal previous versions of World Rowing’s Anti-Doping 
Bye-Laws. 

24.7 These Anti-Doping Bye-Laws shall not apply retroactively to matters pending before 
the Effective Date. However: 
24.7.1 Anti-doping rule violations taking place prior to the Effective Date count as 

“first violations” or “second violations” for purposes of determining sanctions 
under Article 10 for violations taking place after the Effective Date. 

24.7.2 Any anti-doping rule violation case which is pending as of the Effective Date and any 
anti-doping rule violation case brought after the Effective Date based on an antidoping 
rule violation which occurred prior to the Effective Date, shall be governed by the 
substantive anti-doping Bye-Laws in effect at the time the alleged anti-doping rule 
violation occurred, and not by the substantive anti-doping rules set out in these Anti-
Doping Bye-Laws, unless the panel hearing the case determines the principle of “lex 
mitior” appropriately applies under the circumstances of the case. For these purposes, 
the retrospective periods in which prior violations can be considered for purposes of 
multiple violations under Article 10.9.4 and the statute of limitations set forth in Article 16 
are procedural rules, not substantive rules, and should be applied retroactively along 
with all of the other procedural rules in these Anti-Doping Bye-Laws (provided, 
however, that Article 16 shall only be applied retroactively if the statute of 
limitation period has not already expired by the Effective Date). 

24.7.3 Any Article 2.4 whereabouts failure (whether a filing failure or a missed test, 
as those terms are defined in the International Standard for Results 
Management) prior to the Effective Date shall be carried forward and may be 
relied upon, prior to expiry, in accordance with the International Standard for 
Results Management, but it shall be deemed to have expired twelve (12) 
months after it occurred. 

24.7.4 With respect to cases where a final decision finding an anti-doping rule violation has 
been rendered prior to the Effective Date, but the Rower or other Person is still serving 
the period of Ineligibility as of the Effective Date, the Rower or other Person may apply 
to World Rowing or other Anti-Doping Organisation which had Results Management 
responsibility for the anti-doping rule violation to consider a reduction in the period of 
Ineligibility in light of these Anti-Doping Bye-Laws. Such application must be made 
before the period of Ineligibility has expired. The decision rendered may be appealed 
pursuant to Article 13.2. These Anti-Doping Bye-Laws shall have no application to any 
case where a final decision finding an anti-doping rule violation has been rendered and 
the period of Ineligibility has expired. 

24.7.5 For purposes of assessing the period of Ineligibility for a second violation 
under Article 10.9.1, where the sanction for the first violation was determined 
based on rules in force prior to the Effective Date, the period of Ineligibility 
which would have been 

24.3 本アンチドーピング細則は、WADA 規程および国際基準の該当する規定に基づいて採用さ
れており、 WADA 規程および国際基準の該当する規定と整合するように解釈されるものと
する。WADA 規程および国際基準は、本アンチドーピング細則の不可分の一部とみなされ、
矛盾が生じた場合にはこれを優先するものとする。 

24.4 イントロダクションおよび附則 1 は、本アンチドーピング細則の不可分の一部として扱われる。 
24.5 本アンチドーピング細則の様々な条項に注釈を付けた解説は、本アンチドーピング細則の解

釈に用いられるものとする。 
24.6 本アンチドーピング細則は、2021 年 1 月 1 日（以下「効力発生日」という）に効力発生とな

る。本規定は、旧版のワールドローイングのアンチドーピング細則を廃止する。 
24.7 本アンチドーピング細則は、効力発生日前に係争中の事項に遡って適用されない。ただし。 

24.7.1 効力発生日前に行われたアンチドーピング規則違反は、効力発生日後に行われた
違反に対する第 10 条に基づく罰則を決定するために、「1 回目の違反」または「2 回
目の違反」として数えられる。 

24.7.2 効力発生日において審理中のアンチドーピング規則違反事案、および効力発生日
以前に発生したアンチドーピング規則違反に基づく効力発生日以降に提起されたアン
チドーピング規則違反事案に関しては、当該事案に関する聴聞パネルが、当該事案
の状況に基づき、「寛大な法」の原則を適用することが適切である旨を判断しない限
り、主張されているアンチドーピング規則違反の発生時に効力を有していた実体的な
アンチドーピング規則に準拠するものとする。かかる目的において、10.9.4 に基づく複
数回の違反の認定において従前の違反が考慮される際の遡及期間および第 16 条
に定める時効は、実体的な規則ではなく、手続的な規則であり、本アンチドーピング細
則の他のすべての手続規則と併せて、遡及的に適用されるべきである（ただし、第 16
条は、効力発生日までに時効期間が満了していない場合に限り、遡及的に適用され
るものとする）。 

24.7.3 効力発生日以前の 2.4 の居場所情報関連義務違反（ファイリングフェイルまたはミ
ス・テストのいずれかであり、これらの用語は結果管理に関する国際基準で定義され
る）は、結果管理に関する国際基準に従い、失効前に繰り越され、依拠することがで
きるが、発生から 12 か月後に失効したものとみなされる。 

24.7.4 効力発生日前にアンチドーピング規則違反を認定する最終決定が下されたにもかか
わらず、効力発生日の時点で漕手またはその他の人が資格停止期間中である場
合、漕手またはその他の人は、ワールドローイングまたはアンチドーピング規則違反の
結果管理責任を負っていた他のアンチドーピング機関に対して、本アンチドーピング
細則に照らして資格停止期間の短縮を検討するよう申請することができる。当該申
請は、資格停止期間が満了する前に行わなければならない。下された決定に対して
は、13.2 に従って不服申立てを行うことができる。本アンチドーピング細則は、アンチ
ドーピング規則違反を認定する最終決定が下され、 資格停止期間が満了した場合
には適用されない。 

24.7.5 10.9.1 に基づく 2 回目の違反に対する資格停止期間を評価するにあたり、1 回目の
違反に対する罰則が効力発生日以前に有効な規則に基づいて決定されていた場
合、次のような資格停止期間を設定することができる。 
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assessed for that first violation had these Anti-Doping Bye-Laws been applicable, shall 
be applied.74 

24.7.6 Changes to the Prohibited List and Technical Documents relating to substances or 
methods on the Prohibited List shall not, unless they specifically provide otherwise, be 
applied retroactively. As an exception, however, when a Prohibited Substance or a 
Prohibited Method has been removed from the Prohibited List, a Rower or other 
Person currently serving a period of Ineligibility on account of the formerly Prohibited 
Substance or Prohibited Method may apply to World Rowing or other Anti-Doping 
Organisation which had Results Management responsibility for the anti-doping rule 
violation to consider a reduction in the period of Ineligibility in light of the removal of the 
substance or method from the Prohibited List. 

APPENDIX 1 DEFINITIONS75 
ADAMS: The Anti-Doping Administration and Management System is a Web-based database 
management tool for data entry, storage, sharing, and reporting designed to assist stakeholders and 
WADA in their anti-doping operations in conjunction with data protection legislation. 
Administration: Providing, supplying, supervising, facilitating, or otherwise participating in the 
Use or Attempted Use by another Person of a Prohibited Substance or Prohibited Method. 
However, this definition shall not include the actions of bona fide medical personnel involving 
a Prohibited Substance or Prohibited Method Used for genuine and legal therapeutic 
purposes or other acceptable justification and shall not include actions involving Prohibited 
Substances which are not prohibited in Out-of-Competition Testing unless the circumstances 
as a whole demonstrate that such Prohibited Substances are not intended for genuine and 
legal therapeutic purposes or are intended to enhance sport performance. 
Adverse Analytical Finding: A report from a WADA-accredited laboratory or other WADA-
approved laboratory that, consistent with the International Standard for Laboratories, 
establishes in a Sample the presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers 
or evidence of the Use of a Prohibited Method.  
Adverse Passport Finding: A report identified as an Adverse Passport Finding as described 
in the applicable International Standards. 
Aggravating Circumstances: Circumstances involving, or actions by, a Rower or other 
Person which may justify the imposition of a period of Ineligibility greater than the standard 
sanction. Such circumstances and actions shall include, but are not limited to: the Rower or 
other Person Used or Possessed multiple Prohibited Substances or Prohibited Methods, 
Used or Possessed a Prohibited Substance or Prohibited Method on multiple occasions or 
committed multiple other anti-doping rule violations; a normal individual would be likely to 
enjoy the performance-enhancing effects of the antidoping rule violation(s) beyond the 
otherwise applicable period of Ineligibility; the Rower or Person engaged in deceptive or 
obstructive conduct to avoid the detection or adjudication of an anti-doping rule violation; or 
the Rower or other Person engaged in Tampering during Results Management. For the 
avoidance of doubt, the examples of circumstances and conduct described herein are not 
exclusive and other similar circumstances or conduct may also justify the imposition of a 
longer period of Ineligibility. 
Anti-Doping Activities: Anti-doping Education and information, test distribution planning, 
maintenance of a Registered Testing Pool, managing Rower Biological Passports, conducting Testing,  
organising analysis of Samples, gathering of intelligence and conduct of investigations, processing of 
TUE applications, Results Management, monitoring and enforcing compliance with any Consequences 

本アンチドーピング細則が適用されていた場合に、その最初の違反に対して課され
た評価が適用される。74 

24.7.6 禁止表に掲載されている物質や方法に関する禁止表やテクニカルドキュメントの変
更は、特に別段の定めがない限り、遡って適用してはならない。ただし、例外として、
禁止物質または禁止方法が禁止表から削除された場合、以前の禁止物質または
禁止方法を理由に現在資格停止期間中の漕手またはその他の人は、禁止表から
の物質または方法の削除を考慮して資格停止期間の短縮を検討するよう、ワールド
ローイングまたはアンチドーピング規則違反の結果管理責任を負っていた他のアンチ
ドーピング機関に申請することができる。 

附則 1 定義 75 

ADAMS：アンチドーピング管理運営システムであり、データ保護に関する法とあいまって、関係者および

WADA のアンチドーピング業務を支援するように設計された、データの入力、保存、共有、報告をするた

めのウェブ上のデータベースによる運営手段をいう。 
投与：他の人による、禁止物質または禁止方法の、提供、供給、管理、促進、その他使用または使用
の企てへの参加をいう。ただし、当該定義は、真正かつ適法な治療目的その他認められる正当理由の
ために使用された禁止物質または禁止方法に関する誠実な医療従事者の行為は含まないものとし、ま
た、当該禁止物質が真正かつ適法な治療目的のために意図されたものでないこともしくはで競技力を
向上させるために意図されたものであることについて状況全体から立証された場合を除き、当該定義
は、大会外の検査において禁止されない禁止物質に関する行為を含まないものとする。 

違反が疑われる分析報告：分析機関に関する国際基準に適合する WADA 認定分析機関または

WADA 承認分析機関からの報告のうち、禁止物質またはその代謝物もしくはマーカーの存在が検体に

おいて確認されたもの、または禁止方法の使用の証拠が検体において確立されたもの。 

アスリートバイオロジカルパスポートに基づく違反が疑われる報告 ：適用のある国際基準において記載さ

れているアスリートバイオロジカルパスポートに基づく違反が疑われる報告として特定された報告書をい

う。 

加重事情：標準的な制裁措置よりも厳しい資格停止期間の賦課を正当化する可能性のある、漕手もし

くはその他の人に関連する状況または漕手もしくはその他の人の行動をいう。当該状況および行動は、

以下を含むが、これらに限られない。漕手またはその他の人が複数の禁止物質もしくは禁止方法を使

用もしくは保有し、複数の機会において禁止物質もしくは禁止方法を使用もしくは保有し、または、他の

複数のアンチドーピング規則違反を行ったこと、通常の個人であれば当該アンチドーピング規程違反の

競技力向上の効果を当該状況または行動がなかった場合に適用されたであろう資格停止期間を超え

て教授する可能性があること、漕手またはその他の人がアンチドーピング規則違反の発見または判断を

避けるために詐称的または妨害的行為を行ったこと、漕手またはその他の人が結果管理中に不正干

渉を行ったこと。疑念を避けるために付言すると、ここに記載された状況および行動の例は排他的なも

のではなく、他の類似の状況または行動もより長い資格停止期間の賦課を正当化する場合がある。 

アンチドーピング活動：アンチドーピング教育および情報、検査配分計画、登録検査対象者リストの維

持、アスリートバイオロジカルパスポートの管理、検査の実施、検体の分析の手配、インテリジェンスの収

集およびドーピング調査の遂行、TUE 申請の処理、結果管理、賦課された措置の遵守の監視および執

行、 
74 [Comment to Article 24.7.5: Other than the situation described in Article 24.7.5, where a final decision finding an 

antidoping rule violation has been rendered prior to the Effective Date and the period of Ineligibility imposed has been 
completely served, these Anti-Doping Bye-Laws may not be used to re-characterise the prior violation.] 

75 [Comment to Definitions: Defined terms shall include their plural and possessive forms, as well as those terms used 
as other parts of speech.] 

74 24.7.5 の解説：24.7.5 に記載された状況を除き、効力発生日前にアンチドーピング規則違反を認定する最終決定が下され、課
された資格停止期間が完全に終了した場合には、本アンチドーピング細則は、過去の違反を再び特徴づけるために使用すること
はできない。 

75 定義の解説：定義された用語には、その複数形や所有格、さらには他の品詞として使用される用語も含まれるものとする。] 
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imposed, and all other activities related to anti-doping to be carried out by or on behalf of an 
AntiDoping Organisation, as set out in the Code and/or the International Standards. 

その他 WADA 規程および／または国際基準に定めるとおり、アンチドーピング機関によりまたはこれに代
わって遂行されるアンチドーピング関連するすべての活動をいう。 

Anti-Doping Organisation: WADA or a Signatory that is responsible for adopting rules for initiating, 
implementing or enforcing any part of the Doping Control process. This includes, for example, the 
International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, and other Major Event 
Organisations that conduct Testing at their Events, International Federations, and National Anti-Doping 
Organisations. 

アンチドーピング機関：ドーピングコントロール手続きの開始、実施または執行に関する規則を採択する責任を負う
WADA または署名当時者をいう。具体例としては、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、その他の自
己の競技大会において検査を実施する主要競技大会機関、国際競技連盟、国内アンチドーピング機関が挙げられ
る。 

Athlete Biological Passport: The program and methods of gathering and collating data as described in 
the International Standard for Testing and Investigations and International Standard for Laboratories. 

アスリートバイオロジカルパスポート：検査およびドーピング調査に関する国際基準および分析機関に関する国際基準
に記載される、データを収集および照合するプログラムおよび方法をいう。 

Athlete Support Personnel: Any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical, 
paramedical personnel, parent or any other Person working with, treating or assisting a Rower 
participating in or preparing for sports Competition. 

サポートスタッフ：スポーツ競技会に参加し、または、そのための準備を行う漕手と共に行動し、治療を行い、または、

支援を行うコーチ、トレーナー、監督、代理人、チームスタッフ、オフィシャル、医療従事者、親またはその他の人をい

う。 
Attempt: Purposely engaging in conduct that constitutes a substantial step in a course of conduct 
planned to culminate in the commission of an anti-doping rule violation. Provided, however, there shall be 
no anti-doping rule violation based solely on an Attempt to commit a violation if the Person renounces the 
Attempt prior to it being discovered by a third party not involved in the Attempt. 

企て: アンチドーピング規則違反に至ることが企図される行為の過程における実質的な段階を構成する行動に意図
的に携わることをいう。ただし、企てに関与していない第三者によって察知される前に人が当該企てを放棄した場合
には、違反を行おうとした当該違反の企てのみを根拠としてアンチドーピング規則違反があったことにはならない。 

Atypical Finding: A report from a WADA-accredited laboratory or other WADA-approved laboratory 
which requires further investigation as provided by the International Standard for Laboratories or related 
Technical Documents prior to the determination of an Adverse Analytical Finding. 

非定型報告：違反が疑われる分析報告の決定に先立ってなされる、分析機関に関する国際基準またはこれに関連
するテクニカルドキュメントに規定された更なるドーピング調査を要求基する旨の WADA 認定分析機関またはその他
の WADA 承認分析機関からの報告をいう。 

Atypical Passport Finding: A report described as an Atypical Passport Finding as described in the 
applicable International Standards. 

アスリートバイオロジカルパスポートに基づく否定型報告： 該当する国際基準において、アスリートバイオロジカルパス
ポートに基づく非定型報告として記載される報告をいう。 

CAS: The Court of Arbitration for Sport. CAS：スポーツ仲裁裁判所をいう。 
Code: The World Anti-Doping Code. 規程：世界アンチ·ドーピング規程をいう 
Competition: A single race, match, game or singular sport contest. For example, a basketball game or 
the finals of the Olympic 100-meter race in athletics. The distinction between a Competition and an Event 
will be as provided in the rules of World Rowing. A Competition is a single race and an Event is a regatta. 

競技会：一つのレース、試合、ゲームまたは単独のスポーツでの競争をいう。具体例としては、バスケットボールの試
合またはオリンピックの陸上競技 100 メートル走の決勝戦が挙げられる。段階的に進められる競争およびその他のス
ポーツ競技のうち日々またはその他の中間的な基準で賞が授与されるものについては、適用されるワールドローイン
グの競漕規則において競技会と競技大会との区別が定められる。競技とは単一のレースであり、イベントとはレガッタ
である。 

Consequences of Anti-Doping Rule Violations (“Consequences”): A Rower’s or other Person’s 
violation of an anti-doping rule may result in one or more of the following: (a) Disqualification means the 
Rower’s results in a particular Competition or Event are invalidated, with all resulting Consequences 
including forfeiture of any medals, points and prizes; (b) Ineligibility means the Rower or other Person is 
barred on account of an anti-doping rule violation for a specified period of time from participating in any 
Competition or other activity or funding as provided in Article 10.14; (c) Provisional Suspension means the 
Rower or other Person is barred temporarily from participating in any Competition or activity prior to the 
final decision at a hearing conducted under Article 8; (d) Financial Consequences means a financial 
sanction imposed for an anti-doping rule violation or to recover costs associated with an antidoping rule 
violation; and (e) Public Disclosure means the dissemination or distribution of information to the general 
public or Persons beyond those Persons entitled to earlier notification in accordance with Article 14. 
Crews may also be subject to Consequences as provided in Article 11. 

アンチドーピング規則違反の措置（「措置」）：漕手またはその他の人がアンチドーピング規則違反を行った場合に、次

に掲げるもののうちの 1 または 2 以上の措置が講じられることをいう。 
(a) 「失効」とは、特定の競技会または競技大会における競技者の成績が取り消されることをいい、その結果として、
獲得されたメダル、得点、および褒賞の剥奪を含む措置が課される。(b) 「資格停止」とは、一定期間にわたって、漕
手またはその他の人に対して、アンチドーピング規則違反を理由として、10.14 の規定のとおり、競技会もしくはその他
の活動への参加が禁止され、または資金拠出が停止されることをいう。(c) 「暫定的資格停止」とは、第 8 条の規定
に従って開催される聴聞会において終局的な判断が下されるまで、漕手またはその他の人による競技会への参加
または活動が暫定的に禁止されることをいう。(d) 「金銭的措置」とは、アンチドーピング規則違反を理由として賦課さ
れる金銭的制裁措置またはアンチドーピング規則違反に関連する費用回収をいう。(e) 「一般開示」とは、一般公衆
または第 14 条に基づき早期通知の権利を有する人以外の人に対する情報の拡散または伝達をいう。チームスポ
ーツにおけるクルーもまた、第 11 条に定めるとおり措置に服する場合がある。 

Contaminated Product: A product that contains a Prohibited Substance that is not disclosed on the 
product label or in information available in a reasonable Internet search. 

汚染製品：製品ラベルまたは合理的なインターネット上の検索により入手可能な情報において開示されていない禁
止物質を含む製品をいう。 

Decision Limit: The value of the result for a threshold substance in a Sample, above which an Adverse 
Analytical Finding shall be reported, as defined in the International Standard for Laboratories. 

判断限界：分析機関に関する国際基準において定義されているとおり、検体における閾値物質のための結果の値で
あって、これを超えた場合に違反が疑われる分析報告がなされるものをいう。 

Delegated Third Party: Any Person to which World Rowing delegates any aspect of Doping Control or 
anti-doping Education programs including, but not limited to, third parties or other Anti-Doping 
Organisations that conduct Sample collection or other Doping Control services or anti-doping Educational 
programs for World Rowing, or individuals serving as independent contractors who perform 

委任された第三者:ワールドローイングがドーピングコントロールまたはアンチドーピング教育プログラムの一面を委託す
る人をいい、当該ワールドローイングのために検体採取その他ドーピング·コントロールサービスもしくはアンチドーピング
教育プログラムを行う第三者もしくは他のアンチドーピング機関、または当該アンチドーピング機関のために 
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Doping Control services for World Rowing (e.g., non-employee Doping Control officers or chaperones). 
This definition does not include CAS. 

ドーピング·コントロール·サービスを行う独立請負人として務める個人（例えば、雇用されていないドーピングコントロー
ルオフィサーまたはシャペロン）を含むが、これらに限られない。この定義は、CAS は含まれない。 

Disqualification: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above. 失効：上記のアンチドーピング規則違反の措置を参照すること。 
Doping Control: All steps and processes from test distribution planning through to ultimate disposition of 
any appeal and the enforcement of Consequences, including all steps and processes in between, 
including but not limited to Testing, investigations, whereabouts, TUEs, Sample collection and handling, 
laboratory analysis, Results Management, and investigations or proceedings relating to violations of 
Article 10.14 (Status During Ineligibility or Provisional Suspension). 

ドーピングコントロール：検査配分計画の立案から、不服申立ての最終的な解決および措置の執行までのすべての
段階および過程（検査、ドーピング調査、居場所情報、TUE、検体の採取および取扱い、分析機関における分析、結
果管理ならびに 10.14（資格停止または暫定的資格停止期間中の地位）の違反に関する調査または手続きを含む
がこれらに限られない。）をいう。 

Education: The process of learning to instill values and develop behaviors that foster and protect the 
spirit of sport, and to prevent intentional and unintentional doping. 

教育：スポーツの精神を育成し保護する価値観を浸透させ、かかる行為を発展させ、また、意図的およ
び意図的ではないドーピングを予防するための、学習の過程をいう。 

Event: A series of individual Competitions conducted together under one ruling body (e.g., the Olympic 
Games, World Rowing Championships, or Pan American Games). 

競技大会：単一の所轄組織の下で実施される一連の個別競技会のことをいう（例：オリンピック、世界選

手権、パンアメリカン大会）。 
Event Period: The time between the beginning and end of an Event, as established by the ruling body of 
the Event. For World Rowing, the Event Period is considered the period which starts at 11:59 p.m. of the 
day before the Event and finishes at 11:59 p.m. of the day on which the Event ends. 

競技大会期間：競技大会の所轄組織により定められた、競技大会の開始と終了の間の時間をいう。ワ

ールドローイングでは、大会期間とは、大会前日の午後 11 時 59 分に始まり、大会終了日の午後 11

時 59 分に終了する期間を指す。 
Event Venues: Those venues so designated by the ruling body for the Event. For World 
Rowing, the Event Venues are the official warming, training, accommodation and Competition 
venues of the Event. 

競技大会会場：競技大会の所轄組織により指定された会場をいう。ワールドローイングの場合、大会会
場とは、大会の公式ウオーミング、トレーニング、宿泊、大会場を指す。 

Fault: Fault is any breach of duty or any lack of care appropriate to a particular situation. Factors to be 
taken into consideration in assessing a Rower’s or other Person’s degree of Fault include, for example, 
the Rower’s or other Person’s experience, whether the Rower or other Person is a Protected Person, 
special considerations such as impairment, the degree of risk that should have been perceived by the 
Rower and the level of care and investigation exercised by the Rower in relation to what should have 
been the perceived level of risk. In assessing the Rower’s or other Person’s degree of Fault, the 
circumstances considered must be specific and relevant to explain the Rower’s or other Person’s 
departure from the expected standard of behaviour. Thus, for example, the fact that a Rower would lose 
the opportunity to earn large sums of money during a period of Ineligibility, or the fact that the Rower only 
has a short time left in a career, or the timing of the sporting calendar, would not be relevant factors to be 
considered in reducing the period of Ineligibility under Article 10.6.1 or 10.6.2.76 

過誤：義務の違反または特定の状況に対する適切な注意の欠如をいう。漕手またはその他の人の過誤の程度を

評価するにあたり考慮すべき要因は、例えば、当該漕手またはその他の人が要保護者であるか否か、障がい等の特

別な事情、当該漕手の認識すべきであったリスクの程度、ならびに認識されるべきであったリスクの程度との関係で

当該漕手が払った注意の程度および行った調査を含む。漕手またはその他の人の過誤の程度を評価する場合に考

慮すべき事情は、漕手またはその他の人による期待される行為水準からの乖離を説明するにあたり、具体的で、関

連性を有するものでなければならない。そのため、例えば、漕手が資格停止期間中に多額の収入を得る機

会を失うことになるという事実や、漕手に自己のキャリア上僅かな時間しか残されていないという事実ま

たは競技日程上の時期は、10.6.1 または 10.6.2 に基づき資格停止期間を短縮するにあたり関連性を

有する要因とはならない 76。 

Financial Consequences: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above. 金銭的措置：上記の「アンチドーピング規則違反の措置」を参照すること。 
In-Competition: The period commencing at 11:59 p.m. on the day before a Competition in which the 
Rower is scheduled to participate through the end of such Competition and the Sample collection process 
related to such Competition.77 

競技会（時）：漕手が参加する予定の大会の前日の午後 11 時 59 分に会しされ、当該競技大会およ
び競技会に関係する検体採取手続きの終了までの期間をいう。77 

Independent Observer Program: A team of observers and/or auditors, under the supervision of WADA, 
who observe and provide guidance on the Doping Control process prior to or during certain Events and 
report on their observations as part of WADA’s compliance monitoring program. 

インディペンデントオブザーバープログラム：オブザーバーおよび／または監査人のチームが、WADA のコンプライア
ンス監視プログラムの一環として、WADA の監督下で、特定の大会の前またはその最中に、ドーピングコントロール手
続きを監視し、ドーピングコントロール手続きについて助言を提供し、監視事項に関して報告を行うことをいう。 

Individual Sport: Any sport that is not a Team Sport. 個人スポーツ：チームスポーツ以外のスポーツをいう。 
Ineligibility: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above. 資格停止：上記の「アンチドーピング規則違反の措置」を参照しすること。 
Institutional Independence: Hearing panels on appeal shall be fully independent institutionally from the 
Anti-Doping Organisation responsible for Results Management. They must therefore not in  

組織的な独立性：不服申立てに関する聴聞パネルは、結果管理について責任を負うアンチドーピング機関から機関
として完全に独立していなければならないことをいう。よって、審判委員会は、以下の事項を行ってはならない。 

76 [Comment to Fault: The criterion for assessing a Rower’s degree of Fault is the same under all Articles where Fault is 
to be considered. However, under Article 10.6.2, no reduction of sanction is appropriate unless, when the degree of 
Fault is assessed, the conclusion is that No Significant Fault or Negligence on the part of the Rower or other Person 
was involved.] 

77 [Comment to In-Competition: Having a universally accepted definition for In-Competition provides greater 
harmonisation across all sports, eliminates or reduces confusion among Rowers about the relevant timeframe for In-
Competition Testing, avoids inadvertent Adverse Analytical Findings in between Competitions during an Event and 
assists in preventing any potential performance enhancement benefits from substances prohibited Out-of-
Competition being carried over to the Competition period.] 

76 過誤に関する解説：漕手の過誤の程度を評価する基準は、過誤が考慮されるすべての条文で同じである。ただし、10.6.2 の場
合、過誤の程度を評価する際に、漕手またはその他の人に重大な過誤または過失がないことが認定される場合を除き、制裁措
置を軽減することは適切ではない。 

77 競技会（時）の解説：競技会（時）について普遍的に受諾された定義を有することは、すべての競技にわたり漕手間のより大きな調
和をもたらし、競技会（時）検査の該当する時間枠に関する漕手間の混乱を除去しまたは減少させ、競技大会中の競技会間にお
ける不注意による違反が疑われる分析報告を回避し、競技会外で禁止される物質からもたされる潜在的な競技力向上の利益
が競技会期間に持ち越されることを防ぐのに資するものである。 
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any way be administered by, connected or subject to the Anti-Doping Organisation responsible for Results 
Management. 
International Event: An Event or Competition where the International Olympic Committee, the 
International Paralympic Committee, an International Federation, a Major Event Organisation, or another 
international sport organisation is the ruling body for the Event or appoints the technical officials for the Event. 

結果管理について責任を負うアンチドーピング機関により運営され、関係され、これに関連しまたはその参加にあって
はならない。 

国際競技大会：国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、国際競技連盟、主要競技大会機関、その他

の国際的スポーツ団体がイベントの決定機関であり、大会の技術役員を任命している大会または大会。 

International-Level Rower: Rowers who compete in sport at the international level, as defined by 
each International Federation, consistent with the International Standard for Testing and Investigations. 
For the sport of rowing, International-Level Rowers are defined as set out in the Scope section of the 
Introduction to these Anti-Doping Bye-Laws.78 

国際レベルの漕手：各国際連盟が定める国際レベルのスポーツに参加する漕手で、検査・ドーピング調

査に関する国際基準に沿ったもの。ローイング競技の場合、国際レベルの漕手は、本アンチドーピング

細則の「イントロダクション」の「範囲」の項に記載されている通りに定義される。78 

International Standard: A standard adopted by WADA in support of the Code. Compliance with an 
International Standard (as opposed to another alternative standard, practice or procedure) shall be 
sufficient to conclude that the procedures addressed by the International Standard were performed 
properly. International Standards shall include any Technical Documents issued pursuant to the 
International Standard. 

国際基準：WADA 規程を支持する目的で WADA によって採択された基準をいう。（他に採りうる基準、

慣行または手続とは対立するものとして）は国際基準を遵守しているというためには、国際基準に定めら

れた手続きを適切に実施していると判断されることが必要である。国際基準は、国際基準に基づき公

表されたテクニカルドキュメントを含むものとする。 
Major Event Organisations: The continental associations of National Olympic Committees and other 
international multi-sport organisations that function as the ruling body for any continental, regional or 
other International Event. 

主要競技大会機関：国内オリンピック委員会やその他の国際的な複数のスポーツを所轄する大陸的

な組織で、大陸、地域、その他の国際的なイベントの決定機関として機能する。 

Marker: A compound, group of compounds or biological variable(s) that indicates the Use of a 
Prohibited Substance or Prohibited Method. 

マーカー：化合物、化合物の集合体または生物学的変数であって、禁止物質または禁止方法の使用

を示すものをいう。 
Metabolite: Any substance produced by a biotransformation process. 代謝物：生体内変化の過程により生成された物質をいう。 
Minimum Reporting Level: The estimated concentration of a Prohibited Substance or its 
Metabolite(s) or Marker(s) in a Sample below which WADA-accredited laboratories should not 
report that Sample as an Adverse Analytical Finding. 

最低報告レベル：WADA 認定分析機関が、検体における禁止物質またはその代謝物もしくはマーカー

の推定濃度がこれを下回る場合に、当該検体を違反が疑われる分析報告として報告すべきでないもの

とされる、当該推定濃度をいう。 
Minor: A natural Person who has not reached the age of eighteen (18) years. 18 歳未満の者：18 歳に達していない自然人をいう。 
National Anti-Doping Organisation: The entity(ies) designated by each country as possessing the 
primary authority and responsibility to adopt and implement anti-doping rules, direct the collection of 
Samples, manage test results, and conduct Results Management at the national level. If this designation 
has not been made by the competent public authority(ies), the entity shall be the country’s National 
Olympic Committee or its designee. 

国内アンチドーピング機関: 国内において、アンチドーピング規則の採択および実施、検体採取の指示、

検査結果の管理ならびに結果管理の実施に関して第一位の権限を有し、責任を負うものとして国の指

定を受けた団体をいう。関連当局によって当該指定が行われなかった場合には、当該国の国内オリン

ピック委員会またはその指定を受けた者が国内アンチドーピング機関となる。 
National Event: A sport Event or Competition involving International- or National-Level 
Rowers that is not an International Event. 

国内競技大会：国際レベルの競技者または国内レベルの漕手が参加する競技大会または競技会のう

ち国際競技大会に該当しないものをいう。 
Member Federation: A national or regional entity which is a member of or is recognised by 
World Rowing as the entity governing rowing in that nation or region. 

加盟国協会：ワールドローイングに加盟しているか、その国や地域のローイングを統括する団体としてワ

ールドローイングに認められている国や地域の団体。 
National-Level Rower: Rowers who compete in sport at the national level, as defined by each 
National Anti-Doping Organisation, consistent with the International Standard for Testing and 
Investigations. 

国内レベルの漕手：各国内アンチドーピング機関が定める国内レベルで競技を行う漕手で、検査および

ドーピング調査に関する国際基準に合致するもの。 

National Olympic Committee: The organisation recognised by the International Olympic Committee. 
The term National Olympic Committee shall also include the National Sport Confederation in those 
countries where the National Sport Confederation assumes typical National Olympic Committee 
responsibilities in the anti-doping area. 

国内オリンピック委員会：国際オリンピック委員会公認の組織をいう。国内競技連合が国内オリンピック

委員会のアンチドーピングの分野における典型的な責任を負う国においては、国内オリンピック委員会

は、当該国内競技連合を含むものとする。 
No Fault or Negligence: The Rower or other Person’s establishing that he or she did not 
know or suspect, and could not reasonably have known or suspected even with the exercise 
of utmost caution, that he or  

過誤または過失がないこと：漕手またはその他の人が、以下のことについて、自己が知らず、または、推測もせず、か
つ最高度の注意をもってしても合理的には知り得ず、推測もできなかったであろう旨を当該競技者が立証した場合を
いう。 

78 [Comment to International-Level Rower: Consistent with the International Standard for Testing and 
Investigations, World Rowing is free to determine the criteria it will use to classify Rowers as 
International-Level Rowers, e.g., by ranking, by participation in particular International Events, by type 
of license, etc. However, it must publish those criteria in clear and concise form, so that Rowers are 
able to ascertain quickly and easily when they will become classified as International-Level Rowers. For 
example, if the criteria include participation in certain International Events, then the International 
Federation must publish a list of those International Events.] 

78 国際レベルの漕手の解説：検査・ドーピング調査に関する国際基準に沿って、ワールドローイングは、ランキング、
特定の国際大会への参加、ライセンスの種類など、漕手を国際レベルの漕手に分類するために使用する基準を
自由に決定することができる。しかし、どのような場合に国際レベルの漕手に分類されるのか、漕手が迅速かつ容
易に確認できるように、明確かつ簡潔な形で基準を公表しなければならない。例えば、基準に特定の国際大会
への参加が含まれている場合、国際競技連盟はそれらの国際大会のリストを公表しなければならない。 
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she had Used or been administered the Prohibited Substance or Prohibited Method or otherwise violated 
an anti-doping rule. Except in the case of a Protected Person or Recreational Rower, for any violation of 
Article 2.1, the Rower must also establish how the Prohibited Substance entered the Rower’s system. 

禁止物質もしくは禁止方法の使用もしくは投与を受けたことまたはその他のアンチドーピング規則に違反
したこと。要保護者またはレクリエーション漕手の場合を除き、2.1 の違反につき、漕手は禁止物質がど
のように競技者の体内に入ったかについても立証しなければならない。 

No Significant Fault or Negligence: The Rower or other Person’s establishing that any Fault or 
Negligence, when viewed in the totality of the circumstances and taking into account the criteria for No 
Fault or Negligence, was not significant in relationship to the anti-doping rule violation. Except in the case 
of a Protected Person or Recreational Rower, for any violation of Article 2.1, the Rower must also 
establish how the Prohibited Substance entered the Rower’s system. 

重大な過誤または過失がないこと：漕手またはその他の人が、事情を総合的に勘案し、過誤または過失がない

ことの基準を考慮するにあたり、アンチドーピング規則違反との関連において、当該漕手またはその他の人の過誤ま
たは過失が重大なものではなかった旨を立証した場合をいう。要保護者またはレクリエーション漕手の場合を除き、
2.1 の違反につき、漕手は禁止物質がどのように漕手の体内に入ったかについても立証しなければならない。 

Operational Independence: This means that (1) board members, staff members, commission members, 
consultants and officials of the Anti-Doping Organisation with responsibility for Results Management or its 
affiliates (e.g., member federation or confederation), as well as any Person involved in the investigation 
and pre-adjudication of the matter cannot be appointed as members and/or clerks (to the extent that such 
clerk is involved in the deliberation process and/or drafting of any decision) of hearing panels of that Anti-
Doping Organisation with responsibility for Results Management and (2) hearing panels shall be in a 
position to conduct the hearing and decision-making process without interference from the Anti-Doping 
Organisation or any third party. The objective is to ensure that members of the hearing panel or 
individuals otherwise involved in the decision of the hearing panel, are not involved in the investigation of, 
or decisions to proceed with, the case. 

運営上の独立性：(1)結果管理について責任を負うアンチドーピング機関またはその関連組織（例えば、加盟国

協会または連盟）の理事会構成員、スタッフメンバー、委員会構成員、コンサルタントおよびオフィシャル、ならびに
案件のドーピング調査および裁定前段階に関与している人が、結果管理について責任を負うアンチドーピング機関の
聴聞パネルのメンバーおよび／または事務員（当該事務局が判断の協議過程および／またはドラフティング過程に
関与している限りにおいて）に任命されてはならないこと、ならびに(2)聴聞パネルが、アンチドーピング機関その他第
三者から干渉をうけることなく聴聞および判断決定手続きを行う地位にあることをいう。その目的は、聴聞パネルのメ
ンバーその他聴聞パネルの判断に別途関与している個人が、事案のドーピング調査または事案を進行させる判断に
関与していないことを確保することである。 

Out-of-Competition: Any period which is not In-Competition. 競技会外：競技会（時）以外の時間をいう。 
Participant: Any Rower or Rower Support Person. 参加者：漕手またはサポートスタッフをいう。 
Person: A natural Person or an organisation or other entity. 人：自然人または組織その他の団体をいう。 
Possession: The actual, physical Possession, or the constructive Possession (which shall be found only 
if the Person has exclusive control or intends to exercise control over the Prohibited Substance or 
Prohibited Method or the premises in which a Prohibited Substance or Prohibited Method exists); 
provided, however, that if the Person does not have exclusive control over the Prohibited Substance or 
Prohibited Method or the premises in which a Prohibited Substance or Prohibited Method exists, 
constructive Possession shall only be found if the Person knew about the presence of the Prohibited 
Substance or Prohibited Method and intended to exercise control over it. Provided, however, there shall 
be no anti-doping rule violation based solely on Possession if, prior to receiving notification of any kind 
that the Person has committed an anti-doping rule violation, the Person has taken concrete action 
demonstrating that the Person never intended to have Possession and has renounced Possession by 
explicitly declaring it to an Anti-Doping Organisation. Notwithstanding anything to the contrary in this 
definition, the purchase (including by any electronic or other means) of a Prohibited Substance or 
Prohibited Method constitutes Possession by the Person who makes the purchase.79 

保有：実際に物理的に保有している状態または擬制保有をいう（これに該当するものは、禁止物質もしく
は禁止方法に対して、または、禁止物質もしくは禁止方法が存在する場所に対して、人が排他的に支
配をおよぼし、または、支配を及ぼすことを意図している場合に限られる。）。ただし、禁止物質もしくは禁
止方法に対して、または、禁止物質もしくは禁止方法が存在する場所に対して、人が排他的に支配を
及ぼしていない場合には、当該人が禁止物質または禁止方法の存在を知っており、かつ、これに対して
支配を及ぼす意図があった場合のみが擬制保有に該当する。ただし、人が、アンチドーピング規則に違
反した旨の通知（種類は問わない。）を受ける前に、アンチドーピング機関に対する明確な表明により、
保有の意思がなく、保有を放棄した旨を証明する具体的な行為を起こしていた場合には、当該保有の
みを根拠としてアンチドーピング規則違反があったことにはならない。本定義における異なる記載にかか
わらず、禁止物質または禁止方法の購入（電子的その他の方法を含む。）は、当該購入者による保有
を構成する。79 

Prohibited List: The List identifying the Prohibited Substances and Prohibited Methods. 禁止表：禁止物質および禁止方法を特定した表をいう。 
Prohibited Method: Any method so described on the Prohibited List. 禁止方法：禁止表に記載されている方法をいう。 
Prohibited Substance: Any substance, or class of substances, so described on the 
Prohibited List. 

禁止物質：禁止表に記載された物質または物質の分類をいう。 

Protected Person: A Rower or other natural Person who at the time of the anti-doping rule violation: (i) 
has not reached the age of sixteen (16) years; (ii) has not reached the age of eighteen (18) years and is 
not included in any Registered Testing Pool and has never competed in any International Event in  

要保護者：アンチドーピング規則違反の時点において、以下に該当する漕手またはその他の自然人を
いう。(i)16 歳に達していない者、(ii)18 歳に達しておらず、登録検査対象者リストに含まれておらず、オ
ープンカテゴリーで国際大会において競技したことのない者、 

79 [Comment to Possession: Under this definition, anabolic steroids found in a Rower’s car would constitute a violation 
unless the Rower establishes that someone else used the car; in that event, World Rowing must establish that, even 
though the Rower did not have exclusive control over the car, the Rower knew about the anabolic steroids and 
intended to have control over them. Similarly, in the example of anabolic steroids found in a home medicine cabinet 
under the joint control of a Rower and spouse, World Rowing must establish that the Rower knew the anabolic 
steroids were in the cabinet and that the Rower intended to exercise control over them. The act of purchasing a 
Prohibited Substance alone constitutes Possession, even where, for example, the product does not arrive, is 
received by someone else, or is sent to a third party address.] 

79 保有の解説：本定義に基づき、漕手の車内において蛋白同化ステロイド薬が発見された場合、第三者がその自動車を用いていた
旨を当該漕手が立証できなければ、違反が成立する。この場合、アンチドーピング機関は、漕手本人が当該自動車を排他的に
支配できない状態にあったとしても漕手は蛋白同化ステロイド薬の存在を知っており、蛋白同化ステロイド薬に支配を及ぼす意図
があったということを証明しなければならない。同様に、漕手とその配偶者が共同で管理している自宅の薬棚に蛋白同化ステロイ
ド薬が発見された場合には、アンチドーピング機関は、薬棚の中に蛋白同化ステロイド薬が存在することを漕手が知っており、蛋白
同化ステロイド薬に支配を及ぼす意図があったことを証明しなければならない。禁止物質を購入する行為自体は、例えば、製品
が届かず、他人がこれを受領し、または、第三者の住所に送付された場合でも、保有を構成する。 
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an open category; or (iii) for reasons other than age has been determined to lack legal capacity under 
applicable national legislation.80 

または、（iii）年齢以外の理由で、該当する国の法律に従い法的な能力が十分でないと判断された者。80 

Provisional Hearing: For purposes of Article 7.4.3, an expedited abbreviated hearing occurring prior to a 
hearing under Article 8 that provides the Rower with notice and an opportunity to be heard in either 
written or oral form.81 

暫定聴聞会：7.4.3 との関係において、第 8 条に基づく聴聞会に先立って開催される略式の聴聞会であって、漕手
に対して通知を交付し書面または口頭で意見を聴取する機会を与えるものをいう。81 

Provisional Suspension: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above. 暫定的資格停止：上記のアンチドーピング規則違反の措置を参照すること。 
Publicly Disclose: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above. 一般開示：上記のアンチドーピング規則違反の措置を参照すること。 
Recreational Rower: A natural Person who is so defined by the relevant National Anti-Doping 
Organisation; provided, however, the term shall not include any Person who, within the five (5) years prior 
to committing any anti-doping rule violation, has been an International-Level Rower (as defined by each 
International Federation consistent with the International Standard for Testing and Investigations) or 
National-Level Rower (as defined by each National Anti-Doping Organisation consistent with the 
International Standard for Testing and Investigations), has represented any country in an International 
Event in an open category or has been included within any Registered Testing Pool or other whereabouts 
information pool maintained by any International Federation or National Anti-Doping Organisation.82 

レクリエーション漕手：関連する国内アンチドーピング機関により定義された自然人をいう。ただし、この用語には、アン

チドーピング規則違反を行う前の 5 年間に、国際レベルの漕手（各国際競技連盟が検査およびドーピング調査に関

する国際基準と整合性を持たせて定義したもの）もしくは国内レベルの漕手（各国内アンチドーピング機関が検査お

よびドーピング調査に関する国際基準と整合性を持たせて定義したもの）であった者、国際競技大会のオープンカテ

ゴリーにおいて国を代表していた者、または国際競技連盟もしくは国内アンチドーピング機関が維持している登録検

査対象者もしくはその他の居場所情報に含まれていた者を含まないものとする。82 
Regional Anti-Doping Organisation: A regional entity designated by member countries to coordinate 
and manage delegated areas of their national anti-doping programs, which may include the adoption and 
implementation of anti-doping rules, the planning and collection of Samples, the management of results, 
the review of TUEs, the conduct of hearings, and the conduct of Educational programs at a regional level. 

地域アンチドーピング機関：国内アンチドーピングプログラムにつき委託された領域を調整し、管理する、
加盟国の指定する地域的団体をいう。国内アンチドーピングプログラムにつき委託された領域とは、アン
チドーピング規則の採択および実施、検体の計画および採取、結果の管理、TUE の審査、聴聞会の実
施、ならびに地域レベルにおける教育プログラムの実施を含む場合がある。 

Registered Testing Pool: The pool of highest-priority Rowers established separately at the 
international level by International Federations and at the national level by National Anti-Doping 
Organisations, who are subject to focused In-Competition and Out-of-Competition Testing as part of that 
International Federation’s or National Anti-Doping Organisation’s test distribution plan and therefore are 
required to provide whereabouts information as provided in Article 5.5 and the International Standard for 
Testing and Investigations. 

登録検査対象者リスト：国際競技連盟または国内アンチドーピング機関の検査配分計画の一環として、
重点的な競技会（時）検査および競技会外の検査の対象となり、またそのため 5.5 および「検査およびド
ーピング調査に関する国際基準」に従い居場所情報を提出することを義務づけられる、国際競技連盟
が国際レベルの競技者として、また国内アンチドーピング機関が国内レベルの漕手として各々定めた、
最優先の競技者群のリストをいう 

Results Management: The process encompassing the timeframe between notification as per Article 5 of 
the International Standard for Results Management, or in certain cases (e.g., Atypical Finding, Rower 
Biological Passport, whereabouts failure), such pre-notification steps expressly provided for in Article 5 of 
the International Standard for Results Management, through the charge until the final resolution of the 
matter, including the end of the hearing process at first instance or on appeal (if an appeal was lodged). 

結果管理：「結果管理に関する国際基準」の第 5 条に従った通知または特定の事案（例えば、非定型
報告、アスリートバイオロジカルパスポート、居場所情報関連義務違反）において「結果管理に関する国
際基準」の第 5 条に明示的に規定される当該通知前手順から、責任追及過程を通じて第一審または
（不服申立てがあった場合には）不服申立て段階における聴聞手続きの終了を含む案件の終局的な
解決までの時間枠を包含する過程をいう。 

Rower: Any Person who competes in the sport of rowing at the international level (as defined by World 
Rowing) or the national level (as defined by each National Anti-Doping Organisation). An Anti-Doping 
Organisation has discretion to apply anti-doping rules to a Rower who is neither an International-Level 
Rower nor a National-Level Rower, and thus to bring them within the definition of “Rower”. In relation to 
Rowers who are neither International-Level nor National-Level Rowers, an Anti-Doping Organisation may 
elect to: conduct limited Testing or no Testing at all; analyse Samples for less than the full menu of 
Prohibited Substances; require limited or no whereabouts information; or not require advance TUEs.  

漕手：ローイングとは、(ワールドローイングが定義する)国際レベルまたは(各国内アンチドーピング機関が定義する)国
内レベルでローイングというスポーツを競う者をいう。アンチドーピング機関は、国際レベルの漕手でも国内レベルの
漕手でもない漕手にアンチドーピング規則を適用し、「漕手」の定義に含める裁量権を有する。国際レベルでも国内レ
ベルでもない漕手に関して、アンチドーピング機関は、限定された検査の実施もしくは全く検査を行わないこと、禁止
物質の全メニューよりも少ない量の検体を分析すること、限定されたもしくは全くない居場所情報を要求すること、ま
たは事前の TUE を要求しないことを選択することができる。 

80 [Comment to Protected Person: The Code treats Protected Persons differently than other Rowers or Persons in 
certain circumstances based on the understanding that, below a certain age or intellectual capacity, a Rower or other 
Person may not possess the mental capacity to understand and appreciate the prohibitions against conduct 
contained in the Code. This would include, for example, a Paralympic Rower with a documented lack of legal 
capacity due to an intellectual impairment. The term “open category” is meant to exclude competition that is limited to 
junior or age group categories.] 

81 [Comment to Provisional Hearing: A Provisional Hearing is only a preliminary proceeding which may not involve a full 
review of the facts of the case. Following a Provisional Hearing, the Rower remains entitled to a subsequent full 
hearing on the merits of the case. By contrast, an “expedited hearing”, as that term is used in Article 7.4.3, is a full 
hearing on the merits conducted on an expedited time schedule.] 

82 [Comment to Recreational Rower: The term “open category” is meant to exclude competition that is limited to junior or 
age group categories.] 

80 要保護者の解説：WADA 規程は、以下の理解に基づき、保護された人を特定の状況において他の漕手またはその他の人とは異
なる扱いをしている。特定の年齢または知的能力を下回る場合には、漕手またはその他の人は、WADA 規程に含まれる行動禁
止を理解し、評価する精神的能力を有しない可能性がある。これは、例えば、知的障がいを理由として法的な能力が十分でない
ことが確認されたパラリンピックの競技者を含む。「オープンカテゴリー」という用語は、ジュニアまたは年齢グループ区分に限定さ
れる競技会を除くことを意図している。 

81 暫定聴聞会の解説：暫定聴聞会とは、事案における事実の完全な審査を伴わない可能性のある、予備的な手続にすぎない。漕
手は暫定聴聞会の後、事案の本案につき、引き続いて完全な聴聞を受ける権利を有する。これに対し、7.4.3 に当該用語が使用
されるところの「緊急聴聞会」とは、迅速な日程に基づき行われる本案に関する完全な聴聞会である。 

82 レクリエーション漕手の解説：「オープンカテゴリー」という言葉は、ジュニアや年齢別カテゴリーに限定された競技を除外することを
意味する。 
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However, if an Article2.1, 2.3 or 2.5 anti-doping rule violation is committed by any Rower over whom an 
Anti-Doping Organisation has elected to exercise its authority to test and who competes below the 
international or national level, then the Consequences set forth in the Code must be applied. For 
purposes of Article 2.8 and Article 2.9 and for purposes of anti-doping information and Education, any 
Person who participates in the sport of rowing under the authority of any Signatory, government, or other 
sports organisation accepting the Code is a Rower.83 

しかし、アンチドーピング機関が検査権限を行使することを選択した漕手であって、国際的または国内的なレベル以
下で競技を行っている者が、2.1、2.3 または 2.5 のアンチドーピング規則の違反をした場合には、WADA 規程に定め
られている結果が適用されなければならない。2.8 および 2.9 との関係において、また、ドーピング防止情報および教
育との関係に おいて、WADA 規程を受諾する署名者、政府またはその他のスポーツ団体の権限の下でローイング
競技 に参加する者は、漕手である。83 

Sample or Specimen: Any biological material collected for the purposes of Doping Control.84 検体または標本:ドーピングコントロールにおいて採取された生体物質をいう。84 
Signatories: Those entities accepting the Code and agreeing to implement the Code, as provided in 
Article 23 of the Code. 

署名当事者：WADA 規程の第 23 条に定めるように、WADA 規程を受諾し、これを実施することに同意した団体を
いう。 

Specified Method: See Article 4.2.2. 指定された方法：4.2.2 参照。 
Specified Substance: See Article 4.2.2. 特定物質：4.2.2 参照。 
Strict Liability: The rule which provides that under Article 2.1 and Article 2.2, it is not necessary that 
intent, Fault, Negligence, or knowing Use on the Rower’s part be demonstrated by the Anti-Doping 
Organisation in order to establish an anti-doping rule violation. 

厳格責任：アンチドーピング規則違反を立証するためには、アンチドーピング機関において、漕手側の使
用に関しての意図、過誤、過失または使用を知っていたことを立証しなくてもよいとする 2.1 および 2.2
に基づく法理をいう。 

Substance of Abuse: See Article 4.2.3. 濫用の物質：4.2.3 参照。 
Substantial Assistance: For purposes of Article 10.7.1, a Person providing Substantial Assistance 
must: (1) fully disclose in a signed written statement or recorded interview all information he or she 
possesses in relation to anti-doping rule violations or other proceeding described in Article 10.7.1.1, and 
(2) fully cooperate with the investigation and adjudication of any case or matter related to that information, 
including, for example, presenting testimony at a hearing if requested to do so by an Anti-Doping 
Organisation or hearing panel. Further, the information provided must be credible and must comprise an 
important part of any case or proceeding which is initiated or, if no case or proceeding is initiated, must 
have provided a sufficient basis on which a case or proceeding could have been brought. 

実質的な支援：10.7.1 との関係において、実質的な支援を提供する人は以下の条件を満たす必要がある。 
(1) アンチドーピング規則違反または 10.7.1.1 に記載されたその他の手続に関 して保有するすべての情報を、署名
された書面による陳述または録音されたインタビューに よって完全に開示し、(2)アンチドーピング機関または聴聞パ
ネルから要求された場合には、例えば聴聞会において証言するなど、当該情報に関連する事案のドーピング調査お
よび裁定に対し十分に協力しなければならない。さらに、提供された情報は、信頼できるものであり、かつ、手続きが
開始された事案の重大な部分を構成するものでなければならず、仮に手続きが開始されていない場合には、手続の
開始に十分な根拠を与えるものでなければならない。 

Tampering: Intentional conduct which subverts the Doping Control process but which would not 
otherwise be included in the definition of Prohibited Methods. Tampering shall include, without limitation, 
offering or accepting a bribe to perform or fail to perform an act, preventing the collection of a Sample, 
affecting or making impossible the analysis of a Sample, falsifying documents submitted to an Anti-
Doping Organisation or TUE committee or hearing panel, procuring false testimony from witnesses, 
committing any other fraudulent act upon the Anti-Doping Organisation or hearing body to affect Results 
Management or the imposition of Consequences, and any other similar intentional interference or 
Attempted interference with any aspect of Doping Control.85 

不正干渉：ドーピングコントロール手続を覆すが、別途禁止方法の定義に含まれない意図的な行為をい
う。不正干渉は、一定の作為または不作為を目的として贈賄または収賄を行うこと、検体の採取を妨害
すること、検体の分析に影響を与えまたはこれを不可能にすること、アンチドーピング機関または TUE 委
員会もしくは聴聞パネルに提出される文書を偽造すること、証人から虚偽の証言をさせること、結果管
理または措置の賦課に影響を与えるためにアンチドーピング機関または他の聴聞機関に他の詐欺的行為を行

うこと、およびドーピングコントロールの側面に対する類似の意図的な妨害または妨害の企てを含むが、これらに限ら
れない。85 

Target Testing: Selection of specific Rowers for Testing based on criteria set forth in the International 
Standard for Testing and Investigations. 

特定対象検査：「検査およびドーピング調査に関する国際基準」に定める基準に基づき、検査のために
特定の漕手を抽出することをいう。 

Team Sport: A sport in which the substitution of players is permitted during a Competition. チームスポーツ：競技中に選手の交代が認められているスポーツをいう。 
83 [Comment to Rower: Individuals who participate in the sport of rowing may fall in one of five categories: 1) 

InternationalLevel Rower, 2) National-Level Rower, 3) individuals who are not International- or National-Level Rowers 
but over whom the International Federation or National Anti-Doping Organisation has chosen to exercise authority, 4) 
Recreational Rower, and 5) individuals over whom World Rowing or National Anti-Doping Organisation has, or has 
chosen to, exercise authority. All International- and National-Level Rowers are subject to the anti-doping rules of the 
Code, with the precise definitions of international and national level rowing to be set forth in the anti-doping rules of 
World Rowing and National Anti-Doping Organisations.] 

84 [Comment to Sample or Specimen: It has sometimes been claimed that the collection of blood Samples violates the 
tenets of certain religious or cultural groups. It has been determined that there is no basis for any such claim.] 

85 [Comment to Tampering: For example, this Article would prohibit altering identification numbers on a Doping Control 
form during Testing, breaking the B bottle at the time of B Sample analysis, altering a Sample by the addition of a 
foreign substance, or intimidating or attempting to intimidate a potential witness or a witness who has provided 
testimony or information in the Doping Control process. Tampering includes misconduct which occurs during the 
Results Management. See Article 10.9.3.3. However, actions taken as part of a Person’s legitimate defense to an 
anti-doping rule violation charge shall not be considered Tampering. Offensive conduct towards a Doping Control 
official or other Person involved in Doping Control which does not otherwise constitute Tampering shall be addressed 
in the disciplinary rules of sport organisations.] 

83 漕手の解説：ローイングというスポーツに参加する個人は、5 つのカテゴリーのいずれかに分類される。1) 国際レベルの漕手、2) 
国内レベルの漕手、3) 国際レベルまたは国内レベルの漕手ではないが、国際競技連盟または国内アンチドーピング機関が権限
を行使することを選択した個人、4) レクリエーション漕手、5) ワールドローイングまたは国内アンチドーピング機関が権限を行使す
ることを選択した個人。すべての国際および国内レベルの漕手は、WADA 規程のアンチドーピング規則の対象となるが、国際およ
び国内レベルのローイングの正確な定義は、ワールドローイングおよび国内アンチドーピング機関のアンチドーピング規則に定めら
れている。 

84 検体または標本の解説：血液検体を採取することは、特定の宗教的・文化的集団の信条に反すると主張されることがあるが、当
該主張には根拠がないものされている。 

85 不正干渉の解説：例えば、本項は、検査中にドーピングコントロールフォームにおける識別番号を改変すること、B 検体の分析時に 
B のボトルを破壊すること、異物を追加することにより検体を改変すること、または、ドーピングコントロール手続で証言もしくは情報
を提供した潜在的な証人もしくは証人を威嚇し、威嚇しようと企てることを禁止する。不正干渉とは、結果管理手続中に発生する
不正行為も含む。10.9.3.3 を参照すること。しかし、アンチドーピング規則違反の責任追及に対する人の正当な防衛の一環として
取られた行動は、不正干渉とはみなされないものとする。ドーピングコントロールオフィサーまたはドーピングコントロールに関わる他
の人に対する攻撃的な行為であって、別途不正干渉を構成しない行為は、スポーツ団体の規律規則で取り扱われるものとする。 
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Technical Document: A document adopted and published by WADA from time to 
time containing mandatory technical requirements on specific anti-doping topics as 
set forth in an International Standard. 

テクニカルドキュメント：国際基準に規定されるとおりの特定のアンチドーピングの主題につい
てのテクニカルな義務的要件を含む、WADA が採択し、随時公表する文書をいう。 

Testing: The parts of the Doping Control process involving test distribution planning, 
Sample collection, Sample handling, and Sample transport to the laboratory. 

検査：ドーピングコントロール手続きのうち、検査配分計画の立案、検体の採取、検体の取り
扱いならびに分析機関への検体の搬送を含む部分をいう。 

Testing Pool: The tier below the Registered Testing Pool which includes Rowers 
from whom some whereabouts information is required in order to locate and Test the 
Rower Out-of-Competition. 

検査対象者：登録検査対象者の下にある階層で、大会外で漕手を探し出して検査するため
に居場所の情報が必要な漕手を含む。 

Therapeutic Use Exemption (TUE): A Therapeutic Use Exemption allows a Rower 
with a medical condition to Use a Prohibited Substance or Prohibited Method, but 
only if the conditions set out in Article 4.4 and the International Standard for 
Therapeutic Use Exemptions are met. 

治療使用特例（TUE）：医療上の症状を有する漕手が禁止物質または禁止方法を使用する
ことを認めるものである。ただし、4.4 および「治療使用特例に関する国際基準」に定める条件
が充足される場合に限る。 

Trafficking: Selling, giving, transporting, sending, delivering or distributing (or Possessing for 
any such purpose) a Prohibited Substance or Prohibited Method (either physically or by any 
electronic or other means) by a Rower, Athlete Support Person or any other Person subject to 
the authority of an Anti-Doping Organisation to any third party; provided, however, this 
definition shall not include the actions of bona fide medical personnel involving a Prohibited 
Substance Used for genuine and legal therapeutic purposes or other acceptable justification, 
and shall not include actions involving Prohibited Substances which are not prohibited in Out-
of-Competition Testing unless the circumstances as a whole demonstrate such Prohibited 
Substances are not intended for genuine and legal therapeutic purposes or are intended to 
enhance sport performance. 

不正取引：アンチドーピング機関の権限に服する漕手、サポートスタッフまたはその他の人
が、第三者に対し、（物理的方法、電子的方法その他方法を問わず）禁止物質または禁止
方法を販売、供与、輸送、送付、配送または頒布すること（または当該目的のために保有す
ること）をいう。ただし、当該定義は、真正かつ適法な治療目的その他認められる正当理由の
ために使用された禁止物質に関する誠実な医療従事者の行為を含まないものとし、また、当
該禁止物質が真正かつ適法な治療目的のために意図されたものでないこともしくは競技力を
向上させるために意図されたものであることにつき状況全体から立証された場合を除き、当
該定義は、競技会外の検査において禁止されない禁止物質に関する行為を含まないものと
する。 

UNESCO Convention: The International Convention against Doping in Sport 
adopted by the 33rd session of the UNESCO General Conference on 19 October 
2005 including any and all amendments adopted by the States Parties to the 
Convention and the Conference of Parties to the International Convention against 
Doping in Sport. 

ユネスココンベンション:2005 年 10 月 19 日に第 33 回ユネスコ総会で採択されたスポーツ
におけるドーピング禁止の国際条約（条約の締約国およびスポーツにおけるドーピング禁止の
国際条約の締約国会議で採択されたあらゆる修正を含む）。 

Use: The utilisation, application, ingestion, injection or consumption by any means 
whatsoever of any Prohibited Substance or Prohibited Method. 

使用：いかなる手段であれ、禁止物質または禁止方法の利用、適用、摂取、注入、または消
費すること。 

WADA: The World Anti-Doping Agency. WADA: 世界アンチ·ドーピング機構 
Without Prejudice Agreement: For purposes of Articles 10.7.1.1 and 10.8.2, a written 
agreement between an Anti-Doping Organisation and a Rower or other Person that allows the 
Rower or other Person to provide information to the Anti-Doping Organisation in a defined 
time-limited setting with the understanding that, if an agreement for Substantial Assistance or 
a case resolution agreement is not finalised, the information provided by the Rower or other 
Person in this particular setting may not be used by the Anti-Doping Organisation against the 
Rower or other Person in any Results Management proceeding under the Code, and that the 
information provided by the Anti-Doping Organisation in this particular setting may not be 
used by the Rower or other Person against the Anti-Doping Organisation in any Results 
Management proceeding under the Code. Such an agreement shall not preclude the 
AntiDoping Organisation, Rower or other Person from using any information or evidence 
gathered from any source other than during the specific time-limited setting described in the 
agreement. 

先入観のない契約：10.7.1.1 および 10.8.10.7.1.1 および 10.8.2.との関係では、アンチドーピ
ング機関と漕手またはその他の人との間の書面による合意であって、実質的な援助に関する
合意または事案解決に関する合意が成立しない場合には、漕手またはその他の人が当該特
定の場面で提供した情報をアンチドーピング機関に対して使用してはならないという理解の下
に、漕手またはその他の人が、定められた期間内に情報を提供することを認めるものをいう。
また、この特定の設定において権限者またはその他の人によって提供された情報は、 WADA 
規程に基づく結果管理手続において、アンチドーピング機関が権限者またはその他の人に 対
して使用することができないこと。当該合意は、アンチドーピング機関、権利者またはその他の
人が、合意に記載された特定の期間限定の設定の間以外に、何らかの情報源から収集した
情報または証拠を利用することを妨げるものではない。 
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APPENDIX R11 
OLYMPIC GAMES AND OLYMPIC QUALIFICATION REGATTAS REGULATIONS 
– EVENT REGULATIONS AND/OR DEPARTURES FROM THE WORLD ROWING 
RULES OF RACING 
1. Application 

These Regulations apply to Olympic Games regattas together with and not in exclusion of 
the World Rowing Rules of Racing. They also apply equally and by analogy to Olympic 
Qualification regattas organised by World Rowing. 

附則 R11 
オリンピックおよびオリンピック予選大会規定 – 大会規則および／またはワールドローイング競
漕規則からの変更 
1.適用 

この規則はオリンピックに適用されるが、ワールドローイングの競漕規則を除外するものでは
ない。また、本規則はワールドローイングが主催するオリンピック予選大会にも同様に適用
される。 

2. Governance 
The Olympic Games are governed by the Olympic Charter. The Olympic Games and 
Olympic Qualification regattas shall be rowed according to the Rules of Racing and related 
Bye-Laws in addition to these Regulations. 

2.ガバナンス 
オリンピックはオリンピック憲章に準拠する。オリンピックおよびオリンピック予選大会は、本
規則に加えて、競漕規則および関連する細則に従うものとする。 

3. Eligibility 
Refer to Article 41 of the Olympic Charter. 

3.参加資格 
オリンピック憲章の第 41 条を参照 

4. Advertising, demonstrations, propaganda 
Advertising, demonstrations, and propaganda shall be governed by Rule 50 of the 
Olympic Charter. 

4.広告、デモ、プロパガンダ 
広告、デモンストレーション、プロパガンダは、オリンピック憲章第 50 条に従うものとする。 

5. Racing Uniform and Identifications 
As crews are entered by their National Olympic Committees, their racing uniform 
and Identifications are regulated by the IOC at the Olympic Games. 

5.レースユニフォームと識別表示 
各国のオリンピック委員会から派遣されたクルーは、オリンピックでは IOC によってレースユ
ニフォームと識別表示が規定されている。 

6. Qualification System 
Following the confirmation of the events programme for the Olympic Games regatta, the 
World Rowing Council, in consultation with member federations, shall propose the 
Qualification System for approval in accordance with the Olympic Charter. The Qualification 
System includes the equivalent World Rowing Championships in the pre-Olympic year, 
continental qualification regattas and the final qualification regatta. 

6.資格制度 
オリンピックの大会プログラムが確定した後、ワールドローイング理事会は加盟国協会と協
議の上、オリンピック憲章に従って承認のための代表選考システムを提案する。代表選考
システムには、オリンピック前の年に開催される同等の世界選手権、大陸別予選レガッタ、
最終予選レガッタが含まれる。 

7. Entries and Restrictions on Entries 
Refer to Article 44 of the Olympic Charter. 

7.エントリーとエントリーの制限 
オリンピック憲章第 44 条を参照。 

8. Crew Changes 
Crew changes are subject to Rules 48 and 49 of the World Rowing Rules of 
Racing and additional requirements of the IOC. 

8.クルーの変更 
クルーの変更は、規則第 48 条および第 49 条、ならびに IOC の追加要求に従うものとす
る。 

9. Titles, Prizes and Diplomas 
Medals shall be awarded and ceremonies conducted in accordance with Rule 56 
of the Olympic Charter.  

9.肩書き、賞、賞状 
メダルは、オリンピック憲章第 56 条に従って授与され、式典が行われるものとする。 

10. Exceptional Cases 
Should it be necessary to take decisions in exceptional cases at the Olympic Games (e.g., 
postponement of a racing session or suspension of the regatta), the World Rowing 
Executive Committee or its designee, in consultation with the Technical Delegates, 
President of the Jury and the Competition Manager and the IOC, shall make such 
decisions. At an Olympic qualification regatta such decisions shall be made by the 
designee of the Executive Committee together with the Technical Delegate, the President 
of the Jury and the representative of the organising committee. 

10.例外的なケース 
オリンピックにおいて例外的なケース（例：レースセッションの延期や大会の中断）で決定を
下す必要がある場合は、:ワールドローイング常任理事会またはその被指名人が、技術総
監、審判長、競漕委員長および IOC と協議の上、そのような決定を下すものとする。オリン
ピック予選大会では、そのような決定は、常任理事会の被指名人が、技術総監、審判長、
組織委員会の代表とともに行うものとする。 
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11. Interpretation of Regulations 
Within the authority of World Rowing, the Executive Committee shall adjudicate 
on all cases not covered by the Rules of Racing, related Bye-Laws and Event 
Regulations, as well as on disputes which may arise during the Olympic Games 
regatta. The decision of the Executive Committee shall be final. Any decision 
made by the Executive Committee under this article shall immediately be 
communicated to the member federations of World Rowing in writing. 

11.規則の解釈 
常任理事会は、ワールドローイングの権限の範囲内で、競漕規則、関連細則および大会
規則でカバーされないすべてのケース、およびオリンピック中に発生する可能性のある
紛争について裁定を行う。常任理事会の決定は最終的なものとする。本条に基づいて
常任理事会がくだした決定は、直ちに:ワールドローイング加盟国協会に書面で通知しなけ
ればならない。 
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APPENDIX R12 
WORLD ROWING CHAMPIONSHIPS REGULATIONS –  
EVENT REGULATIONS AND/OR DEPARTURES FROM THE WORLD ROWING 
RULES OF RACING 
1. Application 
These regulations apply to:  

a. World Rowing Championships,  
b. World Rowing Under 23 Championships, and  
c. World Rowing Under 19 Championships together with and not in exclusion of 
the Rules of Racing and related Bye-Laws. 

附則 R12 
世界選手権規定 大会規則および／またはワールドローイング競漕規則からの変更 
1.適用 
この規定は以下に適用される。 

a.世界選手権大会。 
b. 世界 U23 選手権大会と 
c. 世界 U19 選手権 

また、競漕規則および関連する細則を除外するものではない。 

2. Restrictions on Entries 
Each member federation may enter only one crew in each event. 

2.エントリーの制限 
各加盟国協会は、各競技に 1 クルーのみをエントリーすることができる。 

3. Minimum Entries and Requirements for receiving medals 
a. If only one crew is entered in an event at the entry deadline, then the event will 

be cancelled. 
b. If two or three crews are entered at the entry deadline the event shall proceed, 

but medals will only be awarded to one less crew than the number of such 
entries.  

3.最小限のエントリーとメダル獲得のための条件 
a.エントリー締切時点で 1 クルーしかエントリーしていない場合、そのイベントはキャンセルさ

れる。 
b.エントリー締切時点で 2 つまたは 3 つのクルーがエントリーしていた場合、イベントは続行

されるが、メダルの授与はエントリー数より 1 つ少ない数のクルーにのみ行われる。 

4. Titles, Prizes and Cups 
a. The title of World Champion shall be conferred on winning rowers. They shall 

each be awarded a gold medal and a diploma. A commemorative medal shall 
be awarded to the member federation of the winner. Those finishing second in 
each event shall be awarded silver medals, and a commemorative medal will be 
awarded to the member federation. Those finishing third in each event shall be 
awarded bronze medals, and a commemorative medal will be awarded to the 
member federation.  

b. At the victory ceremony, the national anthem of the country which the winning 
rowers represent shall be played. The national flags of the three countries 
which the winning rowers, the rowers finishing second and the rowers finishing 
third represent shall be raised. The anthem and flags shall be those approved 
by World Rowing for official use at World Rowing Championships. 

c. The medals and diplomas shall be supplied by World Rowing but at the cost of 
the Organising Committee. 

4.タイトル、賞品、カップ 
a.勝利した漕手には、世界チャンピオンの称号が与えられる。優勝者には金メダルと賞状

が授与される。また、優勝者の加盟国協会に記念メダルを授与する。各種目 2 位には
銀メダルが授与され、加盟国協会に記念メダルが授与される。各種目 3 位までの者に
は、銅メダルが授与され、加盟国協会に記念メダルが授与される。 

b.ビクトリーセレモニーでは、優勝した漕手が代表する国の国歌を演奏する。優勝した漕
手、2 位の漕手、3 位の漕手が代表する 3 か国の国旗を掲揚する。国歌および国旗
は、ワールドローイングが世界選手権大会で公式に使用することを承認したものでなけ
ればならない。 

c.メダルと賞状はワールドローイングが提供するが、組織委員会の費用負担となるものとす
る。 
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APPENDIX R13 
WORLD ROWING CUP REGATTAS REGULATIONS –  
EVENT REGULATIONS AND/OR DEPARTURES FROM THE WORLD ROWING 
RULES OF RACING 
1. Application 
These regulations apply to the World Rowing Cup regattas together with and not in 
exclusion of the Rules of Racing and related Bye-Laws. 

附則 R13 
ワールドカップ規定 - 大会規則および／またはワールドローイングの競漕規則からの変更 
1.適用 
本規則は、競漕規則および関連する細則とともに、またそれらを排除することなく、ワールドカ
ップに適用される。 

2. Eligibility (Rule 12) 
To represent a Member Federation in a World Rowing Cup regatta, a rower must be a citizen 
of that country or a bona fide member of the rowing club for which they compete in that 
country. In World Rowing Cup events at World Rowing Cup regattas, rowers shall compete 
under the name of their Member Federation that shall alone be entitled to enter them. 

2.参加資格（規則第 12 条） 
ワールドカップで加盟国協会を代表するためには、漕手はその国の市民であるか、その国で
競技を行うローイングクラブの善意の会員でなければならない。ワールドカップでは、出漕者は
所属する加盟国協会の代表として、加盟国協会の名称にて出漕しなければならない。 

3. Boat Classes 
World Rowing Cup regattas are held in the boat classes of the Olympic programme 
in effect at the time of the regattas. Each World Rowing Cup regatta may also offer 
some races in the nonOlympic boat categories but such additional events shall not 
be considered as official “World Rowing Cup” events.  

3.艇種 
ワールドカップは、大会開催時に有効なオリンピックプログラムの艇種で行われる。各ワールド
カップでは、非オリンピック種目についてもレースが行われることもあるが、その追加種目につ
いてはワールドカップ種目とはならない。 

4. Racing Colours (Rule 39) 
In every World Rowing Cup race, crews shall wear a racing uniform of their member 
federation bearing the national colours. For purposes of clarification, this uniform need not be 
the same as the registered uniform of the federation. The blades of all oars and sculls shall be 
identical and painted on both sides in the colours of the member federation, with or without all 
the elements of that federation’s official blade design. 

4.レースカラー（規則第 39 条） 
ワールドカップの各レースにおいて、クルーは加盟国協会のナショナルカラーのレースユニフ
ォームを着用しなければならない。明確にすると、このユニフォームは、加盟国協会に登録さ
れたユニフォームと同一である必要はない。オールのブレード両面は加盟国協会の色で塗ら
れ、加盟国協会の公式ブレードデザインのすべての要素を含んでいてもいなくてもよい。 

5. Restrictions on Entries (Rule 43) 
Each member federation may enter a maximum of four crews in each event of the 
1st World Rowing Cup regatta and a maximum of two crews in each event of the 
2nd and 3rd World Rowing Cup regattas. This restriction applies to the International 
and World Rowing Cup events on the World Rowing Cup programmes. 

5.エントリーの制限（規則第 43 条） 
各加盟国協会は、ワールドカップ第１戦ではそれぞれの種目に最大 4 クルー、第２戦、第３戦
は各レース最大 2 クルーまでエントリーすることができる。この制限は、ワールドカッププログラ
ムの中のインターナショナルイベントとワールドカップイベントに適用される。 

6. Minimum Entries 
If, at the entry deadline described below, there are fewer than six entries in a 
particular event, this event may be cancelled. Member federations will be informed 
immediately and the rowers in the cancelled events may be entered in other events. 

6.最小限のエントリー 
規定のエントリー締切りまでに、６クルー以下のエントリーとなった種目については、その種目
は行わない。加盟国協会には速やかに通知され、キャンセルとなった種目にエントリーしたク
ルーはその他の種目にエントリーすることができる。 

7. Entries (Rule 43) 
Dedicated entry forms shall be made available to the member federations two months before 
the closing date for entries. Entries must be received at World Rowing headquarters before 
the specified deadline (usually between 9 and 14 days before the first day of racing). Entry 
forms must include the names and the birth dates of the rowers, including all potential spare 
rowers. World Rowing shall make a list of the entries from member federations entered in 
each event available to all federations concerned. 

7.エントリー（規則第 43 条） 
専用のエントリー用紙は、エントリー締切日の 2 か月前に加盟国協会に配布される。エントリー
は、指定された締切日（通常、レース初日の 9～14 日前）までにワールドローイング本部に受
理されなければならない。エントリーフォームには、予備漕手を含む漕手の氏名と生年月日を
記入しなければならない。ワールドローイングは、各大会にエントリーした加盟国協会のリスト
を、関係するすべての協会に提供する。 

8. Withdrawals after the Draw (Rule 61) 
At a World Rowing Cup regatta, where lower ranked crews from the heats progress 
directly from the heats to the finals, then if such crews withdraw before the start of 
their final, they shall not be ranked higher than any crew which was ranked above 
them in the heats. 

8.抽選後の棄権（規則第 61 条） 
ワールドカップにおいて、予選で下位に位置していたクルーが予選から直接ファイナルに進む
場合、そのようなクルーがファイナルのスタート前に棄権した場合、そのクルーは予選で上位
に位置していたクルーよりも上位にランクされてはならない。 
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9. Determining the Lanes (Rule 60) 
The Executive Committee may decide to test or to implement at any World Rowing 
Cup regatta an alternative method of lane allocation. Any such decision shall be 
communicated to all member federations before the close of entries. 

9.レーンの決定（規則第 60 条） 
常任理事会は、ワールドカップにおいて、レーン割り当ての代替方法をテストし、または実施す
ることを決定することができる。そのような決定は、エントリーの締切前にすべての加盟国協会
に通知されなければならない。 

10. Dead-Heats (Rule 74) 
For World Rowing Cup regattas, the Executive Committee may determine that there 
is a logical way to avoid a re-row that preserves equality of chance, fairness and, in 
principle, does not require the use of more than six lanes. 

10.同着（規則第 74 条） 
ワールドカップでは、理事会は、再レースを避けるために、機会の平等と公正さを維持し、原
則として６レーン以上を使用しないで行う論理的方法があると決定することができる。 

11. Point Score 
At each World Rowing Cup regatta, in each of the World Rowing Cup events, the 
highest placing boat from a member federation in each boat class will be awarded 
the following points: 
1st: 8 points  
2nd: 6 points  
3rd: 5 points  
4th: 4 points  
5th: 3 points 
6th: 2 points  
7th: 1 point  
Points will not be awarded to the second or other crews of a member federation placing a 
crew in one of the first 7 places. These points will not be distributed to other member 
federations. 

11.ポイント 
ワールドカップ各大会において、艇種ごとに、それぞれのレースについて最上位の加盟国協
会から順に次の点数が付与される。 
1 位：8 ポイント 
2 位：6 ポイント 
3 位：5 ポイント 
4 位 4 ポイント 
5 位 3 ポイント 
6 位：2 ポイント 
7 位 1 ポイント 
ポイントは、７位までに入ったクルーの加盟国協会の第 2 またはその他のクルーには付与され
ない。これらのポイントは、他の加盟国協会には分配されない。 

12. Titles, Prizes and Cups 
At each regatta, the member federation with the most points at that regatta will be declared 
winner of the World Rowing Cup Regatta Nation Cup. Following the completion of all three 
World Rowing Cup regattas in each year, the title of World Rowing Cup Champion in each 
World Rowing Cup event boat class shall be conferred on the member federation with the 
most points earned from racing in that boat class in all three World Rowing Cup regattas. 
Each year the member federation with the most points overall from all World Rowing Cup 
event boat classes in all three World Rowing Cup regattas will be declared winner of the 
World Rowing Cup for that year. 

12.タイトル、賞品、カップ 
それぞれの大会で、最高得点を獲得した加盟国協会は、ワールドカップネーションレガッタの
勝者となる。各年の 3 大会の各種目で最高得点を獲得した加盟国協会に艇種ごとのワール
ドカップチャンピオンの称号が与えられる。3 大会のすべての艇種の合計で最高得点を獲得
した加盟国協会にその年のワールドカップ勝者の称号が与えられる。 

13. Exceptional Cases (Rule 86) 
Should it be necessary to take decisions in exceptional cases (e.g., suspension of the 
regatta), the World Rowing Executive Committee or its designee, in consultation with the 
Technical Delegates, President of the Jury and the Chairman of the Organising Committee 
shall make such decisions. 

13.例外規程（規則第 86 条） 
例外的に決定を下す必要がある場合（例：大会の中断）、ワールドローイング常任理事会ま
たはその指名をうけた者は、技術総監、審判長、組織委員会委員長と協議の上、決定を下
すものとする。 

14. Interpretation of Regulations (Article 9) 
The Executive Committee or its delegates shall adjudicate on all cases not covered 
by the Rules of Racing, related Bye-Laws and Event Regulations, as well as on 
disputes which may arise during a World Rowing Cup regatta. The decision of the 
Executive Committee shall be final. 

14.規定の解釈（定款第 9 項） 
常任理事会またはその代理者は、競漕規則および関連する細則、大会規則でカバーされて
いないすべてのケース、およびワールドカップ中に提起された紛争について必要な決定を下
すことができる。常任理事会の決定は最終的なものとする。 

15. World Rowing Cup Progression System (Rule 57) 
At World Rowing Cup regattas, the Progression System to determine the A and B 
finalists shall be the World Rowing Cup Progression System prescribed below in 
these Regulations. 

15.ワールドカップの勝ち上がりシステム（規則第 57 条） 
ワールドカップでは、以下に規定するワールドローイング勝ち上がりシステムにより、A/B 決勝
進出クルーの組み合わせを決定する。 
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World Rowing Cup Cases 
World Rowing Cup Cases 1, 2, 3, 4, 5 
Same as World Rowing Progression System (Appendix 12) 
World Rowing Cup Case 6a: 19 entries 
Format – Four heats, two repêchages, two semi-finals AB, finals A to D.  
Heats – The first two crews of each heat go forward to semi-finals AB; the remaining 
crews go forward to the repêchages.  
Repêchages – The first two crews of each repêchage go forward to semi-finals AB; 
the 3rd and 4th placed crews from each repechage together with the remaining non-
last placed crews from the repêchages go forward to final C. The two last placed 
crews from the repêchages go forward to final D. There are two options for the 
repêchages.  
Semi-finals – The first three crews of each semi-final AB go forward to final A, the 
remaining crews go forward to final B. There are two options for the semi-finals. 
Table for World Rowing Cup Case 6a: 19 entries 

ワールドカップ ケース 
ワールドカップ ケース 1,2,3,4,5 
ワールドローイング勝ち上がりシステム（附則 12）と同じ 
ワールドカップケース 6a：出漕数 19 の場合 
形式－4 予選、2 敗者復活戦、準決勝 AB、決勝 A からＤ 
予選－各予選上位 2 クルーが準決勝 A/B、残りのクルーが敗者復活戦に進む。 
敗者復活戦－各敗者復活戦の上位 2 クルーは準決勝 A/B へ、3 位、4 位クルーおよび最
下位以外のクルーは決勝 C へ進出する。下位 2 クルーは決勝Ｄへ進出する、敗復には 2 つ
の組み合わせがある。 
準決勝－準決勝 A/B の各上位 3 クルーは決勝 A へ、残りのクルーは決勝 B へ進出する。
準決勝の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
ワールドカップケース 6a：出漕数 19 クルーの場合の表 
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World Rowing Cup Case 6b: 20 entries 
Format – Four heats, two repêchages, two semi-finals AB, finals A to D.  
Heats: – The first two crews of each heat go forward to semi-finals AB; the 
remaining crews go forward to the repêchages.  
Repêchages – The first two crews of each repêchage go forward to semi-finals AB; 
the 3rd, 4th & 5th placed crews from each repêchage go forward to final C; the 6th 
placed crews in each repêchage go forward to final D. There are two options for the 
repêchages.  
Semi-finals – The first three crews of each semi-final AB go forward to final A, the 
remaining crews go forward to final B. There are two options for the semi-finals. 

ワールドカップケース 6b: 出漕数 20 の場合 
形式：4 予選、2 敗者復活戦、2 準決勝 AB、決勝 A～D。 
予選- 各予選上位 2 クルーが準決勝 AB に進み、残りのクルーは敗者復活戦に進む。 
敗者復活戦 - 各敗者復活戦の上位 2 クルーは準決勝 AB へ、3 位、4 位、5 位のクルーは
決勝 C へ進む。6 位のクルーは決勝 D へ進む。 
準決勝 - 準決勝 AB 組の上位 3 クルーが決勝 A へ、残りのクルーは決勝 B に進む。準決
勝の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 

Table for World Rowing Cup Case 6b: 20 entries ワールドカップケース 6b：出漕数 20 クルーの場合の表 
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World Rowing Cup Case 7: 21 to 24 entries 
Format – Four heats, four repêchages, two semi-finals AB, finals A to D.  
Heats – The winner of each heat goes forward to semi-finals AB; the remaining 
crews go forward to the four repêchages.  
Repêchages – The first two crews of each repêchage go forward to semi-finals AB; 
the 3rd placed crews from each repêchage together with the two fastest 4th placed 
crews from the repêchages go to final C; the remaining crews from the repêchages 
go forward to final D. There are two options for the repêchages.  
Semi-finals – The first three crews of each semi-final AB go forward to final A; the 
remaining crews go forward to final B. There are two options for the semi-finals. 

ワールドカップケース 7：出漕数 21～24 の場合 
形式：4 予選、4 敗者復活戦、2 準決勝 AB、決勝 A～D。 
予選- 各予選の勝者が準決勝 AB に進み、残りのクルーは敗者復活戦 4 レースに進む。 
敗者復活戦 - 各敗者復活戦の上位 2 クルーは準決勝 AB に進み、3 位と最も速い 4 位の
2 クルーは決勝 C に進み、残りのクルーは決勝 D に進む。 
準決勝-各準決勝 AB の上位 3 クルーが決勝 A に、残りの 3 クルーが決勝 B に進む。準決
勝の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 

Table for World Rowing Cup Case 7: 21 to 24 entries ワールドカップケース 7：出漕数 21～24 クルーの場合 
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World Rowing Cup Case 8: 25 to 30 entries 
Format – Six heats, four quarter-finals, two semi-finals AB, finals A to E.  
Heats – Twenty four crews from the heats go forward to the quarter-finals; these are 
all crews not finishing last in their heat, plus sufficient of the last-placed crews 
ranked by their heat times, starting with the fastest time, to make up 24 crews.  
Note the special cases: for 25 entries, the slowest last-placed crew from the heats is 
eliminated and there is no final E; for 26 to 30 entries, the crews not progressing to 
the quarter-finals go forward to final E; for 30 entries all last-placed crews in the 
heats go forward to final E.  
Quarter-finals – the first three crews in each quarter-final go forward to semi-finals 
AB. The 4th placed crews from each quarter-final together with the two fastest 5th 
placed crews from the quarter-finals go forward to final C; the remaining crews from 
the quarter-finals go forward to final D. There are two options for the quarter-finals.  
Semi-finals – The first three crews in semi-finals AB go forward to final A. The 
remaining crews go forward to final B. There are two options for the semi-finals. 

ワールドカップケース 8:出漕数 25～30 の場合 
形式：6 予選、4 準々決勝、2 準決勝 AB、決勝 A～E。 
予選 – 予選で最下位にならなかったすべてのクルーと、最下位になったクルーのうち、予選
タイムの速い順に並んだ 24 クルーが準々決勝に進む。 
エントリー数が 25 の場合は、予選で最も遅い最下位のクルーが脱落し、ファイナル E は行わ
れない。エントリー数が 26～30 の場合は、準々決勝に進めなかったクルーがファイナル E に
進み、エントリー数が 30 の場合は、予選で最下位のクルーはすべてファイナル E に進む。 
準々決勝：各準々決勝の上位 3 クルーが準決勝 AB に進む。各準々決勝で 4 位のクルーと
5 位の最も速い 2 クルーが決勝 C に進み、準々決勝の残りのクルーが決勝 D に進む。 
準決勝 - 準決勝 AB の上位 3 クルーが決勝 A に進み、残りのクルーは決勝 B に進む。準
決勝の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
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Table for World Rowing Cup Case 8: 25 to 30 entries ワールドカップケース 8:出漕数 25～30 クルーの場合の表 
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World Rowing Cup Case 9: 31 to 36 entries 
Format – Six heats, four quarter-finals, two semi-finals AB, finals A to F.  
Heats – The first four crews in each heat go forward to the quarter- finals; the six 
fastest crews from the heats not progressing to the quarter-finals go forward to final 
E; the remaining crews from the heats go forward to final F.  
Note the special case: for 31 crews the two slowest last-placed crews in the heats 
go forward to final F.  
Quarter-finals – The first three crews in each quarter-final go forward to semi-finals 
AB. The 4th placed crews from the quarter-finals together with the two fastest 5th 
placed crews from the quarter-finals go forward to final C; the remaining crews from 
the quarter-finals go forward to final D. There are two options for the quarter-finals.  
Semi-finals – The first three crews in semi-finals AB go forward to final A. The 
remaining crews go forward to final B.  
There are two options for the semi-finals. 

ワールドカップケース 9:出漕数 31～36 の場合 
形式：6 予選、4 準々決勝、2 準決勝 AB、決勝 A～F。 
予選 –各予選から上位 4 クルーが準々決勝へ進出。準々決勝に進出できなかった予選上
位 6 クルーは、決勝 E へ、残りのクルーは決勝 F へ進む。 
特例：出漕数が 31 の場合、予選のタイムが最下位の 2 クルーは決勝 F へ進む。 
準々決勝–各準々決勝の上位 3 クルーは準決勝 AB へ、各準々決勝の 4 位、5 位のクルー
は決勝 C へ、残りのクルーは決勝 D へ進出する。準々決勝の組み合わせ方には 2 つの選択
肢がある。 
準決勝–準決勝 AB の各上位 3 クルーは決勝 A へ、残りのクルーは決勝 B へ進む。準決勝
の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
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Table for World Rowing Cup Case 9: 31 to 36 entries ワールドカップケース 9:出漕数 31～36 クルーの場合の表 
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World Rowing Cup Case 10: 37 to 48 entries 
Format – Eight heats, four quarter-finals, two semi-finals AB, finals A to G (37 to 42 
entries) and A to H (43 to 48 entries).  
Heats – The first three crews in each heat go forward to the quarter-finals; the six 
fastest crews from the heats not progressing to the quarter-finals go forward to final 
E; the next six fastest crews from the heats go forward to final F; the next six fastest 
crews from the heats go forward to final G and the remaining crews from the heats 
go forward to final H.  
Note the special cases: for 37 crews the two slowest last-placed crews from the 
heats go forward to final G, for 43 crews the two slowest last-placed crews from the 
heats go forward to final H.  
Quarter-finals – The first three crews in each quarter-final go forward to semi-finals 
AB. The 4th placed crews from the quarter-finals together with the two fastest 5th 
placed crews from the quarter-finals go forward to final C; the remaining crews from 
the quarter-finals go forward to final D. There are two options for the quarter-finals.  
Semi-finals – The first three crews in semi-finals AB go forward to final A. The 
remaining crews go forward to final B.  
There are two options for the semi-finals. 

ワールドカップケース 10: 37～出漕数 48 の場合 
形式：8 予選、4 準々決勝、2 準決勝 AB、決勝 A～G（エントリー数 37～42 の場合）、A～H
（エントリー数 43～48 の場合）の順で行われる。 
予選 - 各予選の上位 3 クルーが準々決勝に進み、準々決勝に進めなかった予選最速の 6
クルーが決勝 E、次の 6 クルーが決勝 F、次の 6 クルーが決勝 G、残りの 1 クルーが決勝 H
に進む。 
特例：37 クルーの場合、予選の中で最も遅い最終順位の 2 クルーがファイナル G に進み、
43 クルーの場合は、予選の中で最も遅い最終順位の 2 クルーがファイナル H に進む。 
準々決勝：各準々決勝の上位 3 クルーが準決勝 AB に進む。準々決勝で 4 位のクルーと 5
位の最も速い 2 つのクルーは決勝 C に進み、準々決勝の残りのクルーは決勝 D に進む。 
準決勝 - 準決勝 AB の上位 3 クルーが決勝 A に進み、残りのクルーは決勝 B に進む。 
準決勝の組み合わせ方には 2 つの選択肢がある。 
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Table for World Rowing Cup Case 10: 37 to 48 entries ワールドカップケース 10：出漕数 37～48 クルーの場合の表 
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World Rowing Cup Case 11: 49 and more entries 
Format – Time trial, four quarter-finals, two semi-finals AB and finals.  
Time trial – The first 24 crews go forward to the quarter-finals. Crews 25-30 go 
forward to final E, crews 31-36 go forward to final F, crews 37-42 go forward to final 
G, crews 43-48 go forward to final H, etc.  
Quarter-finals – the first three crews in each quarter-final go forward to semi-final 
AB. The 4th placed crews from the quarter-final together with the two fastest 5th 
placed crews from the quarter-final go forward to final C; the remaining crews from 
the quarter-final go forward to final D. There are two options for the quarter-final.  
Semi-finals – The first three crews in semi-finals AB go forward to final A. The 
remaining crews go forward to final B. There are two options for the semi-finals.  
Note the special cases: for 49, 55, 61, etc. crews: the two slowest crews from the 
time trial go forward together to next final. 

ワールドカップケース 11: 出漕数 49 以上の場合 
形式 - タイムトライアル、4 準々決勝、2 準決勝 AB、決勝。 
タイムトライアル – 上位 24 クルーが準々決勝に進出。25～30 着は決勝 E、31～36 着は決
勝 F、37～42 着は決勝 G、43～48 着は決勝 H へ進む。 
準々決勝：各準々決勝の上位 3 クルーが準決勝 AB に進出。準々決勝で 4 位になったクル
ーと 5 位の最も速い 2 クルーは決勝 C に進み、準々決勝の残りのクルーは決勝 D に進む。 
準決勝 - 準決勝 AB の上位 3 クルーは決勝 A に進み、残りのクルーは決勝 B に進む。 
特例：49、55、61 などのクルーの場合、タイムトライアルで最も遅かった 2 つのクルーが一緒
に次の決勝に進む。 
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Table for World Rowing Cup Case 11: 49 and more entries ワールドカップケース 11: 出漕数 49 以上の場合の表 
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APPENDIX R14 
PARA ROWING COMPETITION REGULATIONS –  
EVENT REGULATIONS AND/OR DEPARTURES FROM THE WORLD ROWING RULES OF 
RACING 
Rules applying to World Rowing Championships and international regattas shall 
apply to Para Rowing events at those regattas except as provided in these 
Regulations. 

附則 R14 
パラローイング競技規定 大会規則および／またはワールドローイング競漕規則からの変更 
世界選手権および国際レガッタに適用されるルールは、本規定に規定されている場合を除
き、それらの大会におけるパラローイングイベントに適用される。 

1. Application (Rule 2) 
The World Rowing Rules, related Bye-Laws and Event Regulations shall also apply 
to Paralympic Regattas within the limits of the authority of World Rowing and to 
Paralympic Qualification Regattas. 

1.適用（規則第 2 条） 
ワールドローイング競漕規則、関連細則、大会規則は、ワールドローイング主管の範囲内のパ
ラリンピックおよびパラリンピック予選大会にも適用される。 

2. Right to Participate (Rule 11) 
Paralympic Regattas are open only to those rowers whose federations have 
qualified in the appropriate boat classes in accordance with the Paralympic 
Qualification System.. 

2.参加する権利（規則第 11 条） 
パラリンピックは、パラリンピック予選システムに基づき、各協会が該当する艇種の資格を与え
た漕手のみが参加できる。 

3. Eligibility (Rule 12) 
No rower may compete in a Para Rowing event under these Rules unless they have 
been classified as set out in the World Rowing Para Rowing Classification 
Regulations (Appendix R15) for and issued a Sport Class for Para Rowing. 

3.参加資格（規則第 12 条） 
いかなる漕手も、ワールドローイングパラローイングクラス分け規約(附則 R15)に定められたパ
ラローイング用のスポーツクラスにクラス分けされ、発行されたものでなければ、本規則に基
づくパラローイング大会に出場することはできない。 

4. Coxswains (Rule 21) 
For Para Rowing events, there is no restriction on coxswains in respect of age. Para 
Rowing coxswains may or may not have an impairment. The minimum weights of 
coxswains shall apply to Para Rowing events. 

4.コックス（規則第 21 条） 
パラローイング競技では、コックスに年齢の制限はない。パラローイングのコックスは、障がいを
持っていてもいなくてもよい。パラローイング競技には、コックスの最低体重が適用される。 

5. World Rowing Championships Boat Classes (Rule 25) 
a. In Mixed Para Rowing events, half of the rowers in a crew, excluding the 

coxswain, shall be male and half shall be female.  
b. A PR3 Mix4+ crew may include a maximum of two rowers whose impairment is 

visual, only one of whom may have a sport class of PR3 B3.  
c. A PR3 Mix2x crew may include a maximum of one rower whose impairment is 

visual and that rower may be either PR3 B1 or PR3 B2.  
d. A PR3 pair crew may include one rower whose impairment is visual.  
e. PR3 Mix2x rowers with a physical impairment must have a minimum of a loss of 

20 points in one limb when assessed using the Functional Classification Test as 
set out in the Classification Application form for Physical Impairment. 

5.世界選手権の艇種（規則第 25 条） 
a.混合パラローイング競技では、コックスを除くクルーの半数が男性、半数が女性であること。 
b.PR3 Mix4+クルーには、視覚障がいを持つ漕手を最大 2 名まで含めることができ、そのうち 1 名の

みがスポーツクラスを PR3 B3 とすることができる。 
c.PR3 Mix2x クルーには、視覚障がいを持つ漕手が最大 1 名含まれ、その漕手は PR3 B1 または

PR3 B2 のいずれかであること。 
d.PR3 のペアクルーには、視覚障がいを持つ漕手が 1 名含まれることがある。 
e.身体障がいを持つ PR3 Mix2x 漕手は、身体障がいに関するクラス分け申請書に記載されている

機能クラス分けテストを用いて評価した場合、片方の手足で最低 20 ポイントの損失がなければな
らない。 

6. Paralympic Games Boat Classes (Rule 26) 
a. The events programme for the Paralympic Games regatta shall be determined by the 

IPC Governing Board after consultation with World Rowing in accordance with the IPC 
Rule Book. The Council shall select the recommended Paralympic programme that the 
World Rowing Executive Committee shall submit to the IPC.  

b. The 2020 Tokyo Paralympic Games rowing regatta programme is as follows:  
i. PR3 Mixed coxed four (PR3 Mix4+)  
ii. PR2 Mixed double sculls (PR2 Mix2x) 
iii. PR1 Men’s single sculls (PR1 M1x)  
iv. PR1 Women’s single sculls (PR1 W1x) 

6.パラリンピックの艇種（規則第 26 条） 
a.パラリンピックのためのイベントプログラムは、IPC 規則集に従い、ワールドローイングとの協議を経て

IPC 運営委員会が決定する。理事会は、ワールドローイング常任理事会が IPC に提出するパラリン
ピックの推奨プログラムを選択する。 

b.2020 年東京パラリンピックのローイング競技の大会プログラムは以下の通り。 
i. PR3 混合舵手つきフォア（PR3 Mix4+） 
ii. PR2 混合ダブルスカル（PR2 Mix2x） 
iii. PR1 男子シングルスカル（PR1 M1x） 
iv. PR1 女子シングルスカル（PR1 W1x） 
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c. The events to be included on the rowing programme for the 2024 Paris Paralympic 
Games shall be included in these Regulations following the decision of the IPC. 

7. Boats and Equipment (Rule 28) 
a. General Aspects 

i. The use of World Rowing Standard Para Rowing boats is mandatory for all Para 
Rowing PR1 1x, PR2 1x and PR2 2x events. 

ii. The Council shall determine the design of World Rowing Standard Para Rowing boats 
(the World Rowing Standard Design) and any changes thereto. The design shall be a 
part of these Regulations. The World Rowing Standard Design is available from World 
Rowing upon request and all boats used in PR1 1x, PR2 1x and PR2 2x events at 
international regattas under these Rules and Regulations must comply specifically with 
this World Rowing Standard Design. 

iii. Those parts of the Standard Para Rowing Boats which are not specified in these 
Regulations may be modified subject to these Regulations and subject to Rule 29. 

iv. Changes in the design of World Rowing Standard Para Rowing Boats shall be made 
only in the year following the Paralympic Games. 

v. The minimum weight of World Rowing Standard Para Rowing boats shall be as 
specified in Appendix R3, Weight of Boats, and these Regulations (Regulation 9). 

b. Para Rowing PR3 Mix4+, PR3 2- and PR3 Mix2x Boats 
i. Boats used in PR3 Mix4+ events shall be subject to the same requirements as those 

for coxed fours (4+) under the World Rowing Rules of Racing. No additional 
requirements shall apply. 

ii. Boats used in PR3 2- events shall be subject to the same requirements as those for 
pairs (2-) under the World Rowing Rules of Racing. No additional requirements shall 
apply. 

iii. Boats used in the PR3 Mix2x events shall be subject to the same requirements as 
those for double sculls (2x) events under the Rules of Racing. No additional 
requirements shall apply. 

c. Standard Para Rowing PR2 Mix2x Boats 
i. The World Rowing Standard Para Rowing PR2 Mix2x boat has a fixed seat and may 

have stabilising pontoons. The hull and the pontoons where fitted shall comply with 
the World Rowing Standard Design specifications. There are no restrictions for the 
seat and the rigger design of the Standard Para Rowing PR2 Mix2x. 

d. Standard Para Rowing PR1 1x and PR2 1x Boat 
i. The World Rowing Standard Para Rowing PR1 1x boat has a fixed seat and must have 

stabilising pontoons installed and attached to the riggers at a minimum distance of 60 
cm from centre line of pontoon to centre line of boat. The hull and the pontoons shall 
comply with the World Rowing Standard Design specifications. 

ii. The World Rowing Standard Para Rowing PR2 1x boat has a fixed seat and may be 
used with no stabilising pontoons. The hull shall comply with the World Rowing 
Standard Design specifications. 

iii. The seat itself and the rigger design of the Standard Para Rowing PR1 and PR2 1x 
boat are not restricted, except that the design of the rigger must allow the stabilising 
pontoons to be correctly fixed. 

iv. PR1 1x rowers are required to comply with the strapping requirements set out in point 
8)e)i) of this Regulation. 

c.2024 年パリパラリンピックのローイング競技プログラムに含まれる種目は、IPC の決定に従って本規
則に記載される。 

7.艇と装備（規則第 28 条） 
a.一般的な側面 

i.すべてのパラローイング PR1x、PR2x、PR2x 競技では、ワールドローイング標準パラローイング艇
の使用が義務付けられている。 

ii.理事会は、ワールドローイング標準パラローイング艇のデザイン（ワールドローイング標準デザイン）
およびその変更を決定する。そのデザインは本規則の一部とする。ワールドローイング標準デザ
インは、リクエストに応じてワールドローイングから入手可能であり、本規則に基づく国際レガッタ
で PR1 1x、PR2 1x および PR2 2x 競技に使用されるすべてのボートは、特にこのワールドロー
イング標準デザインに準拠しなければならない。 

iii.本規則に規定されていない標準パラローイング艇の部分は、本規則および規則第 29 条に基づ
いて変更することができる。 

iv.ワールドローイング標準パラローイング艇のデザインの変更は、パラリンピックの翌年にのみ行わ
れるものとする。 

v. ワールドローイング標準パラローイング艇のボートの最低重量は、附則 R3 艇の重量、およびこれ
ら規定(規定 9)に定められている通りとする。 

b.パラローイング PR3 Mix4+、PR3 2-、PR3 Mix2x 艇  
i. PR3 Mix4+イベントで使用される艇は、ワールドローイング競漕規則に基づく舵手付きフォア（4+）
の要件と同じ要件に従うものとする。追加の要件は適用しないものとする。 

ii. PR3 2-イベントで使用される艇は、ワールドローイング競漕規則に基づくペア（2-）と同じ要件に
従うものとする。追加要件は適用されないものとする。 

iii. PR3 Mix2x イベントで使用される艇は、競漕規則のダブルスカル（2x）イベントと同じ要件に従う
ものとする。追加要件は適用されない。 

c.標準パラローイング PR2 Mix2x 艇 
i. ワールドローイング標準パラローイング PR2 Mix2x 艇は、固定されたシートを持ち、スタビライジン

グポンツーンを備えている場合がある。船体とポンツーンは、ワールドローイング標準デザインの
仕様に準拠しなければならない。標準パラローイング PR2 Mix2x のシートとリガーのデザインに
は制限はない。 

d. 標準パラローイング PR1 1x、PR2 1x 艇 
i. ワールドローイング標準パラローイング PR1 1x 艇は、固定されたシートを持ち、ポンツーンの中

心線から艇の中心線まで 60cm 以上の距離で、スタビライジングポンツーンを取り付け、リガー
に装着しなければならない。船体とポンツーンは、ワールドローイング標準デザインの仕様に準
拠すること。 

ii. ワールドローイング標準パラローイング PR2 1x 艇は、固定シートを持ち、スタビライジングポンツ
ーンなしで使用できる。船体は、ワールドローイング標準デザイン仕様に準拠すること。 

iii. 標準パラローイング PR1 および PR2 1x 艇のシート自体およびリガーのデザインは、スタビライジ
ングポンツーンを正しく固定できるようなリガーのデザインでなければならないことを除いて、制
限はない。 

iv. PR1 1x 漕手は、本規則のポイント 8)e)i)に記載されているストラッピング要件に準拠する必要
がある。 
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e. Strapping – All strapping shall comply with the requirements of 8)f) below. 
i. PR1 1x Strapping Requirements – PR1 rowers shall use a mandatory trunk strap 

which is for safety purpose only. This strap must be secured to the seat back and go 
around the trunk. In addition to the mandatory trunk strap, rowers may use additional 
strapping. The design and placement of the seat and all straps must allow the lumbar 
region to be visible from the side during rowing. The straps must be attached to the 
seat on both sides. 

ii. PR2 Strapping Requirements – Leg strapping is optional for PR2 rowers. The rower’s 
movement may be observed and assessed during rowing (training and racing) by 
members of the Para Rowing Commission and World Rowing International Classifiers. 

f. General Strapping, Shoes and Stretchers Requirements 
i. Where used, all straps, whether optional or mandatory under these Regulations, must 

be a minimum width of 50 mm, be of non-elastic material, be without mechanical 
buckles and must be able to be released immediately by the rower with a single quick 
hand action of pulling on the free end of the strap. 

ii. The colour of the all straps must be a contrasting colour from the rowers’ racing 
uniform so that they can be clearly seen. 

iii. All straps for each rower must be released in the same manner and direction. 
iv. Any hand strapping must be able to be released immediately independently by the 

athlete with a single hand movement. 
v. Additional strapping may be used by any rower provided the requirements of these 

Regulations are met. 
vi. Foot stretchers, shoes and other devices to hold the feet shall comply with Appendix 

R2 (Bye-Laws to Rule 28). 
vii. It is solely the responsibility of the rower to ensure that all strappings, shoes, 

stretchers and other equipment are compliant with these Regulations. 
8. Weight of Boats (Rule 30) 

a. The minimum weights for Para Rowing boats shall include pontoons where used.  
b. The weight of the PR1 1x, PR2 1x and PR2 2x boats shall include the strapping which is 

firmly fastened to the boat, to the seat and/or to its fittings. It shall also include seat pads 
which are attached to the seat.  

c. Other items, whether directly related to Para Rowing or not, and which are not firmly 
fastened to the boat or seat shall not be included in the weight of the boat. Equipment 
that replaces a part of the body (prosthesis) even if firmly fastened to the boat or seat 
shall not be included as part of the weight of the boat. 

d. The minimum weights of Para Rowing boats are: 

e.ストラップ-すべてのストラップは、下記 8)f)の要件に準拠すること。 
i.PR1 1x のストラッピング要件 - PR1 漕手は、安全のためにのみ必須のトランクストラップを使用し

なければならない。このストラップはシートバックに固定され、胴体を一周しなければならない。
必須のトランクストラップに加えて、漕手は追加のストラップを使用することができる。シートやスト
ラップのデザインや配置は、ローイング中に腰の部分が横から見えるようにしなければならない。
ストラップはシートの両側に取り付けられていなければならない。 

ii.PR2 のストラッピング要件 - PR2 の漕手のレッグストラッピングは任意である。パラローイング委員
やワールドローイング国際クラシファイヤ―は、ローイング（トレーニングやレース）中に漕手の動
きを観察し、評価することができる。 

f. 一般的なストラップ、シューズ、ストレッチャーの要件 
i. ストラップを使用する場合は、本規則のオプションまたは必須にかかわらず、すべてのストラップ

の幅は 50mm 以上で、非弾性素材を使用し、機械的なバックルを使用せず、ストラップの自由
端を手で引っ張るだけですぐに解除できるものでなければならない。 

ii. すべてのストラップの色は、それがはっきりと見えるように、漕手のレースユニフォームと対照的
な色でなければならない。 

iii. 各漕手のすべてのストラップは、同じ方法と方向で解放されなければならない。 
iv. どのようなハンドストラップであっても、競技者が単独で片手を動かすことですぐに解除できなけ

ればならない。 
v. 本規則の要件を満たしていれば、どの漕手も追加のストラッピングを使用することができる。 
vi. フットストレッチャー、シューズ、その他の足を固定する器具は、附則 R2（規則第 28 条の細則）

に従うこと。 
vii.すべてのストラッピング、シューズ、ストレッチャー、その他の用具が本規則に準拠していることを

確認するのは、あくまでも漕手の責任である。 
8.艇の重量（規則第 30 条） 

a. パラローイング艇の最低重量は、使用されるポンツーンを含むものとする。 
b. PR1 1x、PR2 1x および PR2 2x 艇の重量には、艇、シートおよび／またはその付属品にしっかりと

固定されているストラップが含まれるものとする。また、シートに取り付けられたシートパッドも含まれ
る。 

c. パラローイングに直接関係するか否かを問わず、艇やシートにしっかりと固定されていないその他の
物品は、艇の重量に含まれないものとする。身体の一部を置き換える器具（プロテーゼ）は、艇や
シートにしっかりと固定されていても、艇の重量には含まれない。 

d. パラローイング艇の最小重量は、以下の通り。 

 
  

呼称 ボートタイプ 最小重量 
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9. Rowers’ Clothing and Blade Colours (Rule 39) 
a. One or both rowers in the PR2 Mix2x event may extend their racing uniform to cover 

their legs. Where both rowers cover their legs in this manner, such coverings shall be 
identical in colour and design.  

b. Where PR1 1x rowers are using chest strapping, and this strapping obscures the 
Identifications permitted to be worn on the racing shirt or equivalent, those Identifications 
which are so obscured may be repeated on the strapping material but shall not be visible 
on both the racing shirt and the strapping at the same time. 

9.漕手の服装とブレードカラー（規則第 39 条） 
a.PR2 Mix2x イベントでは、片方または両方の漕手がレースユニフォームを広げて脚を覆うことができ

る。両漕手がこの方法で脚を覆う場合、そのカバーは色とデザインが同じでなければならない。 
b.PR1 1x 漕手が胸部ストラッピングを使用しており、このストラッピングによってレースシャツまたは同

等のものに着用が許可されている識別情報が見えなくなっている場合、見えなくなっている識別情
報はストラッピング素材に繰り返し表示することができるが、レースシャツとストラッピングの両方に
同時に表示することはできない。 

10. Entries (Rule 43) 
a. A rower who has not been issued a Sport Class by World Rowing or whose Sport Class 

has been withdrawn may not compete in international Para Rowing events. 
b. Entries in an international Para Rowing event for a rower who does not have a Sport 

Class shall not be accepted unless there is an International Classification Panel being 
held prior to that event, in which case the member federation must have submitted all 
required medical documentation to the World Rowing Classification Portal by the 
deadline stipulated by World Rowing. 

10.エントリー（規則第 43 条） 
a. ワールドローイングからスポーツクラスが発行されていない、またはスポーツクラスが取り消されて

いる漕手は、国際パラローイング大会に出場することはできない。 
b.スポーツクラスを持たない競技者の国際パラローイング大会へのエントリーは、その大会に先立って

国際クラス分けパネルが実施されている場合を除き、受け付けないものとする。この場合、加盟国
協会は、ワールドローイングが定める期限までに、必要なすべての医療書類をワールドローイングク
ラシフィケーションポータルに提出しなければならない。 

11. Crew Changes before the First Heat (Rule 48) 
a. A rower whose Sport Class has been withdrawn or changed after the close of 

entries and before the first heat, may be replaced by another eligible rower from 
the same club, or in the case of a national team, the same member federation.  

b. An athlete who has entered an event but is deemed to be in a different Sport 
Class after classification may be replaced by another eligible rower from the 
same club, or in the case of a national team, the same member federation. 

11.最初の予選前のクルー変更（規則第 48 条） 
a.エントリー終了後、最初の予選の前にスポーツクラスが撤回または変更された競技者

は、同じクラブ、またはナショナルチームの場合は同じ加盟国協会に所属する資格のあ
る他の競技者と交代することができる。 

b.競技にエントリーしたものの、クラス分け後に異なるスポーツクラスに属するとみなされた
競技者は、同じクラブ（ナショナルチームの場合は同じ加盟国協会）に所属する他の適
格な競技者と交代することができる。 

12. Crew Changes after the First Heat (Rule 49) 
The crew of a rower whose Sport Class is withdrawn or changed to make them 
ineligible for that event after the first heat shall not compete again in that event. 

12.最初の予選終了後のクルー変更（規則第 49 条） 
最初の予選後にスポーツクラスが取り消されたり、変更されてその競技に参加できなくなっ
た漕手のクルーは、その競技に再び参加してはならない。 

13. Safety - General Principles (Rule 51) 
PR1 and PR2 rowers require special safety procedures during training and racing which shall be 
agreed between the organising committee, the Technical Delegate and the President of Jury who may 
consult with representatives of the Para Rowing Commission present and the World Rowing Doctor. In 
particular, the organising committee or the President of the Jury may require additional rescue boats to 
be present on the course during all training and racing times involving Para Rowing crews, but 
particularly for PR1 1x events. Particular care must be taken in weather conditions which may generate 
extreme uncontrolled body temperatures in para rowers. Safety requirements for strapping, shoes and 
stretchers are set out at Regulation 8. 

13.安全性-一般原則（規則第 51 条） 
PR1 および PR2 の漕手は、トレーニングおよびレース中に特別な安全手順を必要とするが、これは組織委員会、
テクニカルデレゲート、審判長の間で合意されるものであり、審判長は出席しているパラローイング委員会の代表
者およびワールドローイングドクターと協議することができる。特に、組織委員会または審判長は、パラローイングク
ルーが参加するすべてのトレーニングおよびレースの間、特に PR1x イベントの場合には、コース上に追加のレスキ
ュー艇の存在を要求することができる。パラローイング競技者の体温が極端に変化する可能性のある気象条件に
は、特に注意を払わなければならない。ストラップ、シューズ、ストレッチャーの安全要件は、規定 8 に定められて
いる。 

14. Traffic Rules on the Course (Rule 53) 
In principle the traffic rules shall provide separation between fixed seat Para 
Rowing crews and other crews during training and racing for the safety of all 
crews. 

14.コース上の航行規則（規則第 53 条） 
原則として、トレーニングやレース中の固定席パラローイングクルーと他のクルーとの間は、
すべてのクルーの安全のために、航行規則によって分離されなければならない。 

15. Fairness – General Principles (Rule 56) 
At all times when on the water during training, warm up, cool down, and competition from the opening 
day of the course until completion of the final race of their competition, all para rowers must row with 
the prescribed equipment which must be used according to the boat class as described at Regulation 
8 and classification requirements as described in the World Rowing Para Rowing Classification 
Regulations. Equipment in this context refers to strapping and pontoons.  
Failure to comply with these requirements may lead to a penalty being imposed on the crew in 

15.公平性 一般原則（規則第 56 条） 
コース初日から最終レース終了までのトレーニング、ウォームアップ、クールダウン、競技中の水上では、すべての
パラ漕手は、規定 8 に記載されている艇種とワールドローイングパラローイングクラス分け規約に記載されているク
ラス分けの要件に応じて使用しなければならない規定の装備を使用して漕がなければならない。ここでいう装備と
は、ストラッピングやポンツーンのことである。これらの要件に従わない場合、以下のようなペナルティがクルーに
課せられることがある。 
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accordance with these Rules, including (but not limited to), where such failure to comply is 
judged to have taken place during a race, relegation to last place in the particular race or 
exclusion of the crew.  

そのような不履行がレース中に行われたと判断された場合、本規則に従い、そのレースで
の最下位付置またはクルーの除外を含む（ただし、これに限定されない）。 

16. Starting Procedure (Rule 67) 
a. PR3 Mix4+, PR3 2- and PR3 Mix2x events may include rowers with visual impairment. 

Therefore, at the start of each race in a PR3 Mix4+, PR3 2- and PR3 Mix2x event the 
Starter shall give an additional verbal indication to crews as follows:  
i. After completing the roll call and stating the word “Attention!”, the Starter shall say the 

words “Red Flag!” at the same time as they raise the red flag (or in the case where 
traffic lights are used, “Red Light!” at the same instant that they press the button to 
activate the red light).  

ii. The Starter shall then proceed with the start in the normal way. 

16.スタート手順（規則第 67 条） 
a.PR3 Mix4+、PR3 2-、PR3 Mix2x 競技には視覚障がいのある漕手が含まれることがある。したがっ
て、PR3 Mix4+、PR3 2-、PR3 Mix2x の各レースの発艇時には、発艇員はクルーに次のような追加
の言葉で指示しなければならない。 

i.点呼を終えて「アテンション！」の言葉を述べた後、発艇員は赤旗を揚げると同時に「レッドフラッ
グ！」の言葉を述べなければならない（信号機を使用している場合は、赤旗を作動させるボタン
を押すと同時に「レッドライト！」）。 

ii.その後、発艇員は通常の方法でスタートを行う。 
17. Yellow Card for PR3 Mix4+, PR3 2- and PR3 Mix2x 

When the Starter awards a Yellow Card to a crew in the PR3 Mix4+, PR3 2- or 
PR3 Mix2x event, a member of that crew shall raise their arm to acknowledge that 
the penalty has been awarded to the crew. 

17.PR3 Mix4+、PR3 2-、PR3 Mix2x のイエローカードについて 
PR3 Mix4+、PR3 2-、PR3 Mix2x のイベントで発艇員がクルーにイエローカードを与えた場
合、そのクルーのメンバーは腕を上げてペナルティを与えられたことを認めなければならな
い。 

18. Interference (Rule 71) 
Rowers wishing to lodge an objection with the Umpire regarding interference 
during the race may do so verbally if their hands are strapped, by calling clearly to 
the Umpire “Objection!” so that the Umpire hears. It is the responsibility of the 
rower to ensure that the Umpire hears the call and is aware of the objection. 

18.妨害（規則第 71 条） 
レース中の妨害について主審に異議を唱えたい漕手は、両手を拘束されている場合、主
審に聞こえるようにはっきりと「オブジェクション（異議あり）！」と呼びかけることで、口頭で異
議を唱えることができる。漕手は、主審がその呼びかけを聞き、異議を唱えていることを確
実に認識する責任がある。 

19. Protests (Rule 76) 
All athletes are subject to protests in accordance with Regulation 5 of the World Rowing 
Para Rowing Classification Regulations (Appendix R15). The Chief Classifier may make a 
Protest if it is in the interests of fairness. 

19.抗議（規則第 76 条） 
すべての競技者は、ワールドローイングパラローイングクラス分け規約(附則 R15)の規定 5 に従って
抗議の対象となる。チーフクラシファイヤ―は、公正さを期すために抗議を行うことができる。 

20. Conclusion of the Race (Rule 80) 
At the finish of the race in the PR3 Mix4+, PR3 2- and PR3 Mix2x events, when raising the 
white flag, the Umpire shall clearly state the words “WHITE FLAG!” for all crews to hear. 
Should they raise the red flag, they shall similarly clearly state the words “RED FLAG!” 

20.レースの締めくくり（規則第 80 条） 
PR3 Mix4+、PR3 2-、PR3 Mix2x のレース終了時に、白旗を揚げる場合、主審はすべてのクルーに
聞こえるように「ホワイトフラッグ！」とはっきり言わなければならない。赤旗を揚げる場合は、同様に 
「レッドフラッグ！」とはっきり言わなければならない。 

21. Objections (Rule 75) 
Rowers wishing to lodge an objection with the Umpire may do so verbally if their hands are 
strapped, by calling clearly to the Umpire “Objection!” so that the Umpire hears. It is the 
responsibility of the rower to ensure that the Umpire hears the call and is aware of the 
Objection. 

21.異議（規則第 75 条） 
主審に異議を唱えたい漕手は、手を縛ったままでも、主審に聞こえるようにはっきりと「オブジェクショ
ン（異議あり）！」と呼びかけることで、口頭で異議を唱えることができる。主審がコールを聞き、異議
を認識していることを確認するのは、漕手の責任である。 

22. Duties of the Control Commission (Rule 81) 
a. For para rowers and boats, the Control Commission should also check the following: 

i. Accessibility of the pontoon area for rowers, such as those using wheelchairs or 
assisted by guide dogs, or caregivers; 

ii. Compliance of boats with World Rowing Standard Para Rowing Design specifications; 
iii. Safety measures in PR2 Mix2x, PR2 1x and PR1 1x boats including foot stretcher and 

strapping; 
iv. Correct fixing of pontoons on PR2Mix2x and PR2 1x boats (where fitted) and PR1 1x 

boats in accordance with Regulation 8 point d) above; and 
b. Control Commission members may be assisted in all of the above by members of the 

Para Rowing Commission and/or World Rowing FISA International Classifiers. 

22.監視の任務（規則第 81 条） 
a.パラ漕手と艇については、監視員は以下の点も確認する必要がある。 

i.車椅子や盲導犬などを利用する漕手や介助者が、ポンツーンエリアを利用しやすいこと。 
ii.ワールドローイング標準デザイン仕様に準拠した艇。 
iii.フットストレッチャーやストラッピングなど、PR2 Mix2x、PR2 1x、PR1 1x 艇での安全対策。 
iv.PR2Mix2x、PR2 1x 艇（装着されている場合）および PR1 1x 艇のポンツーンを、上記規定 8d)
に従って正しく固定すること。 

b.監視は、パラローイング委員および／またはワールドローイング FISA 国際クラシファイヤ―が上記の
すべての作業を支援することができる。 
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23. Duties of the Umpire – Position of the Umpire’s launch (Rule 83) 
The President of the Jury may require that more than one umpire follow the race 
for Para Rowing events. 

23.主審の任務 - 主審艇の位置（規則第 83 条） 
審判長は、パラローイング競技において、複数の審判員がレースをフォローすることを要求
することができる。 

24. Responsibility for Decisions on Movement Compliance 
At Paralympic Games and relevant qualification regattas, World Rowing 
Championships, World Rowing Cup regattas and relevant International Regattas, 
World Rowing International Classifiers and members of the World Rowing Para 
Rowing Commission may observe the movement of rowers while training and 
racing and shall have the primary responsibility of determining if the strapping or 
the movement of any rower is not in accordance with their Sport Class and/or their 
medical/classification records. Where the Chief Classifier determines at a regatta 
that a rower’s movement is outside of that rower’s Sport Class and/or not in 
accordance with their medical/classification records, a protest may be made by 
World Rowing in accordance with Regulation 5 of the Para Rowing Classification 
Regulations (Appendix R15). Any protest lodged under these Regulations shall 
not affect the result of the rower at that regatta or any prior results. 

24.移動の適合性に関する決定の責任 
パラリンピックおよび関連する予選レガッタ、世界選手権、ワールドカップ、関連する国際レ
ガッタにおいて、ワールドローイング国際クラシファイヤ―およびワールドローイングパラロー
イング委員は、トレーニングやレース中の漕手の動きを観察することができ、ストラッピング
や漕手の動きがスポーツクラスおよび／または医療／クラス分け記録に従っていないかど
うかを判断する第一の責任を負うものとする。大会において、チーフクラシファイヤ―が、漕
手の動きがその漕手のスポーツクラスから外れている、および／または医療／クラス分け
記録に従っていないと判断した場合、パラローイングクラス分け規約（附則 R15）5 に従い、
ワールドローイングが提訴を行うことができる。本規則に基づいて申し立てられた提訴は、そ
の大会での漕手の結果や、それ以前の結果に影響を与えない。 
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APPENDIX R15 
PARA ROWING CLASSIFICATION REGULATIONS – EVENT REGULATIONS AND/OR 
DEPARTURES FROM THE WORLD ROWING RULES OF RACING 
The World Rowing Para Rowing Classification Regulations are an integral part of the World 
Rowing Rules of Racing, related Bye-Laws and Event Regulations. 

附則 R15 
パラローイングクラス分け規約 大会規則および／またはワールドローイング競漕規則からの
変更 
ワールドローイングパラローイングクラス分け規約は、ワールドローイング競漕規則、関連する
細則、大会規則と一体になっている。 

International Paralympic Committee (IPC) Classification Code 
World Rowing has implemented these Classification Regulations having regard to the IPC 
Classification Code (“the IPC Code”). In the event that these Classification Regulations fail to 
provide for a matter in respect of which there is provision in the IPC Code, the provisions 
appearing in the IPC Code shall apply and be regarded as being part of these Regulations. 

国際パラリンピック委員会（IPC）のクラス分けコード 
ワールドローイングは、IPC クラシフィケーションコード（以下「IPC コード」という）を考慮して、本ク
ラス分け規約を実施する。本クラス分け規約が、IPC コードに規定がある事項を規定していな
い場合は、IPC コードに記載されている規定が適用され、本規則の一部とみなされる。 

1. Introduction to Classification 
a. Classification: An Overview 

i. In accordance with the IPC Code, the term “classification”, as used in these 
Regulations, refers to the process by which athletes are evaluated by reference to the 
impact of impairment on their ability to compete in the sport of rowing. The purpose of 
Classification is to provide a structure for competition. Classification is undertaken to 
ensure that an athlete’s impairment is relevant to sport performance and to ensure that 
the athlete competes equitably with other athletes. Classification determines the 
eligibility to compete and groups athletes for competition. 

ii. The allocation to an athlete of a Sport Class is determined by a medical and technical 
assessment of the athlete, and, if required, observation in training and/or competition. 
These processes are explained in these Classification Regulations. 

iii. A Sport Class will only be allocated to an Athlete who has an impairment that is the 
direct result of an underlying health condition which has resulted in a permanent and 
verifiable activity limitation. 

b. Eligible Impairments – Following is a list of eligible impairments, being those 
impairments accepted by World Rowing for classification of para rowers: 
i. Visual impairment – Athletes with impaired vision have reduced or no vision as a result 

of damage to the eye structure, optical nerves or optical pathways, or visual cortex of 
the brain. Examples include: retinitis pigmentosa and diabetic retinopathy. 

ii. Impaired muscle power – Athletes with impaired muscle power have a health 
condition that either reduces or eliminates their ability to voluntarily contract 
their muscles in order to move or to generate force. Examples include: spinal 
cord injury (complete or incomplete, tetra-or paraplegia), muscular dystrophy, 
post-polio syndrome and spina bifida. 

iii. Impaired range of movement – Athletes with impaired range of movement 
have a restriction or a lack of passive movement in one or more joints. 
Examples include: arthrogryposis and contracture resulting from chronic joint 
immobilisation or trauma affecting a joint. 

iv. Limb deficiency – Athletes with limb deficiency have total or partial absence 
of bones or joints as a consequence of trauma (for example traumatic 
amputation), illness (for example amputation due to bone cancer) or 
congenital limb deficiency (for example dysmelia). 

1. クラス分けの紹介 
a.クラス分け概要 

i. IPC コードに従い、本規則で使用される「クラス分け」という用語は、障がいがローイング
競技の能力に与える影響を参照して、競技者を評価するプロセスを意味する。クラス
分けの目的は、競争の仕組みを提供することである。クラス分けは、競技者の障がい
がスポーツのパフォーマンスに関連していることを確認し、競技者が他の競技者と公
平に競争することを保証するために行われる。クラス分けは、競技に参加する資格を
決定し、競技者をグループ分けする。 

ii.スポーツクラスの競技者への割り当ては、競技者の医学的・技術的評価と、必要に応
じてトレーニングや競技中の観察によって決定される。これらのプロセスは、本クラス分
け規約で説明されている。 

iii.スポーツクラスは、永続的かつ検証可能な活動制限をもたらす基礎的な健康状態の
直接的な結果である障がいを有する競技者にのみ割り当てられる。 

b.対象となる障がい - 以下は対象となる障がいのリストで、ワールドローイングがパラ漕手の
クラス分けに認めている障がいである。 
i.視覚障がい - 視覚障がいのある競技者は、眼球の構造、視神経や視覚経路、脳の視

覚野の損傷の結果、視力が低下するか、全く見えなくなる。例：網膜色素変性症、糖
尿病性網膜症など。 

ii.筋力の低下 - 筋力が低下している競技者は、体を動かすために自発的に筋肉を収縮
させたり、力を発生させたりする能力が低下または消失する身体状態にある。例えば、
脊髄損傷（完全または不完全、四肢麻痺または対麻痺）、筋ジストロフィー、ポリオ後
遺症、二分脊椎など。 

iii.可動域の障がい - 可動域が障がいとなる競技者は、1 つまたは複数の関節におい
て、受動的な動きが制限されているか、または欠如している。例としては、慢性的な関
節の固定や、関節に影響を与える外傷によって生じる関節捻転や拘縮などがある。 

iv.肢体不自由 - 肢体不自由の競技者は、外傷（例えば、外傷性切断）、病気（例え
ば、骨肉腫による切断）、または先天的な肢体不自由（例えば、ディスメリア）の結果と
して、骨または関節の全部または一部の欠損している。 
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v. Hypertonia – Athletes with hypertonia have an increase in muscle tension and a 
reduced ability of a muscle to stretch caused by damage to the central nervous 
system. Examples  

include: cerebral palsy, traumatic brain injury and stroke. 
vi. Ataxia – Athletes with ataxia have uncoordinated movements caused by damage to 

the central nervous system. Examples include: cerebral palsy, traumatic brain injury, 
stroke and multiple sclerosis. 

vii. Athetosis – Athletes with athetosis have continual slow involuntary movements. 
Examples include cerebral palsy, traumatic brain injury and stroke. 

c. Non-eligible Impairments – Any impairment not listed in Regulation 1) b) is referred to as 
a Non-eligible Impairment. Examples include: 
i. Pain; 
ii. Hearing impairment; 
iii. Low muscle tone; 
iv. Hypermobility of joints; 
v. Joint instability, such as unstable shoulder joint, recurrent dislocation of a joint; 
vi. Impaired muscle endurance; 
vii. Impaired motor reflex functions; 
viii. Impaired cardiovascular functions; 
ix. Impaired respiratory functions; 
x. Impairment metabolic functions; 
xi. Tics and mannerisms, stereotypes and motor perseveration. 

d. The IPC has specified certain health conditions that do not lead to an Eligible 
Impairment.  
Examples are: 
i. Health conditions that primarily cause pain, such as myofascial pain-dysfunction 

syndrome, fibromyalgia or complex regional pain syndrome. 
ii. Health conditions that primarily cause fatigue, such as chronic fatigue 

syndrome. 
iii. Health Conditions that primarily cause joint hypermobility or hypotonia, such 

as Ehlers-Danlos syndrome. 
iv. Health Conditions which are primarily psychological or psychosomatic in nature, such 
as conversion disorders or posttraumatic stress disorder. 

e. Submission and Review of Medical Documentation 
i. An athlete’s member federation shall upload all required relevant medical documentation via the 

World Rowing Pre-Classification Portal no later than 40 days prior to the date of classification. 
The purpose of this documentation is to allow World Rowing to verify that an athlete’s 
impairments are the direct result of a health condition which has resulted in a permanent and 
verifiable activity limitation. Medical documentation here includes, but is not limited to, medical 
history or results from any relevant investigations (MRI, CT scan, EMG, EEG, nerve conduction, 
visual tests), athlete’s date of birth, and date of injury. Where documentation is not submitted by 
the required deadline, an athlete may be refused classification evaluation. 

ii. This documentation must be provided on the World Rowing Medical 
Diagnostics Form for athletes with physical impairments, and on the VI 
Medical Form for athletes with visual impairments. 

iii. The documentation must be completed in full in English, and be dated and 
signed by an appropriate medical doctor. It must also include any required 
test results as listed on the 

v.筋緊張亢進症 - 筋緊張亢進症の競技者は、中枢神経系の損傷により、筋肉の緊張
が高まり、筋肉を伸ばす能力が低下する。例えば、脳性麻痺、外傷性脳損傷、脳卒
中など。 

vi. 運動失調 - 運動失調のある競技者は、中枢神経系の損傷により、協調性のない動
きをする。例えば、脳性麻痺、外傷性脳損傷、脳卒中、多発性硬化症などが挙げら
れる。 

vii.アテトーシス - アテトーシスを持つ競技者は、継続的に緩慢な不随意運動を行う。脳
性麻痺、外傷性脳損傷、脳卒中などがある。 

c.非適格な障がい - 規定 1) b)に記載されていない障がいは、非適格な障がいと呼ばれ
る。例としては以下のようなものがある。 
i.痛み。 
ii.聴覚障がい。 
iii.筋緊張低下。 
iv. 関節の過可動性 
v. 不安定な肩関節、反復性間接再発性の脱臼など、関節の不安定性。 
vi. 筋持久力の低下。 
vii.運動反射機能の低下。 
viii.心血管機能の低下。 
ix. 呼吸器系機能の低下。 
x. 代謝機能の低下。 
xi. チックとマンネリズム、常同症と運動保続症。 

d. IPC は、的確な障がいに至らない特定の身体状態を指定している。その例を挙げる。 
i. 筋・筋膜性疼痛機能不全症候群、線維筋痛症、複合性局所疼痛症候群など、主に痛みを引き

起こす健康状態。 
ii. 慢性疲労症候群など、主に疲労の原因となる健康状態。 
iii. エーラス・ダンロス症候群など、主に関節の可動性低下や筋緊張低下を引き起こす疾患。 
iv. 転換性障がいや心的外傷後ストレス障がいなど、主に心理的または心身症的な性質を持つ身

体状態。 
e.医療文書の提出とレビュー 

i. 競技者の加盟国協会は、必要とされる関連性のあるすべての医学的文書を、クラス
分け日の 40 日前までにワールドローイングプレクラシフィケーションポータルを通じて
アップロードしなければならない。この書類の目的は、ワールドローイングが、競技者の
障がいが、永久的かつ検証可能な活動制限をもたらす身体状態の直接的な結果で
あることを確認することである。ここでいう医療文書とは、病歴、関連する検査結果
（MRI、CT スキャン、EMG、EEG、神経伝導、視覚検査）、競技者の生年月日、負傷し
た日などを含むが、これらに限定されない。必要な期限までに書類が提出されない
場合、競技者のクラス分け評価を拒否することがある。 

ii.この書類は、身体障がいのある競技者にはワールドローイング医療診断フォーム、視覚
障がいのある競技者には VI 医療フォームで提出しなければならない。 

iii.書類は英語ですべて記入し、日付と適切な医師の署名が必要である。書式に記載さ
れている必要な検査結果も含まれていなければならない。 
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forms. Where the medical documentation is not written in English, an official 
translation shall be provided. Any translation must be accompanied by an official 
certification that it is a true and correct translation. 

iv. Upon receipt, the Chief Classifier will review and either accept the documentation as 
uploaded, or may request the member federation to provide specific additional 
information. The reason for this is to make a preliminary assessment of whether the 
athlete has an eligible impairment that is the direct result of a health condition that 
leads to a permanent and verifiable activity limitation. The Chief Classifier may at any 
stage seek additional medical, technical or scientific opinion, and may also appoint an 
Eligibility Assessment Committee (EAC) if he or she deems it necessary to make the 
decision. It is important to note that the Classification Panel will also review all medical 
documentation during classification evaluation with the athlete present. The Panel 
may decide at the time of classification that the athlete does not have an eligible 
impairment, and the athlete will not be allowed to undergo classification assessment. 

v. If an EAC is formed, the Classification Coordinator will notify the athlete’s member 
federation which additional Diagnostic Information is required for the athlete and the 
purposes for which it is required. 
1) The Head of Classification will set timelines for the production of the Diagnostic 

Information. 
2) The EAC shall be comprised of the Chief Classifier, in addition to the Classification 

Advisory Panel (CAP) and medical classifier(s) for the classification panel that the 
athlete is being considered for. If the medical classifiers have not yet been 
appointed for that Classification Panel upon the receipt of medical documentation, 
then the CAP and Chief Classifier will select another international medical classifier. 
The EAC may consult with other experts with appropriate medical qualifications 
depending on the diagnosis of the athlete. They will be required to uphold the same 
privacy requirements as all classifiers.  

3) Wherever possible, all references to the name or member federation of the athlete 
should be withheld from the EAC. Each member will review the diagnostic 
information and decide whether it establishes the existence of an eligible 
impairment.  

4) If the EAC concludes that the athlete has an eligible impairment, the athlete will be 
permitted to complete the athlete evaluation with a Classification Panel.  

5) If the EAC is not satisfied that the athlete has an eligible impairment, the Chief Classifier will 
provide a decision to this effect, in writing to the relevant member federation. The member 
federation will be given an opportunity to comment on the decision and may provide further 
diagnostic information to the EAC for review. If the decision is subsequently revised, the Chief 
Classifier will inform the member federation.  

6) If the decision is not changed, the Classification Coordinator will issue a final 
decision to the member federation.  

7) The EAC shall make its decisions by a majority. The CAP may veto any decision if 
they do not agree that the Diagnostic Information supports the conclusion that the 
athlete has an eligible impairment. 

vi. If World Rowing determines that an athlete does not have an eligible impairment, a 
sport class of Not Eligible (NE) must be allocated to that athlete, and the sport class 
status shall be Confirmed. 
1) An athlete who is allocated a sport class of NE because the athlete does not have 

an eligible impairment will not be evaluated by a World Rowing Classification 
Panel. 

医療文書が英語で書かれていない場合は、公式の翻訳を提供しなければならない。いかなる
翻訳にも、それが真実かつ正確な翻訳であることを示す公式の証明書を添付しなければなら
ない。 

iv. 受け取った後、チーフクラシファイヤ―は書類を確認し、アップロードされた書類をそのまま受け
入れるか、または加盟国協会に特定の追加情報を提供するよう求めることがある。この理由
は、競技者が永久的かつ検証可能な活動制限につながる身体状態の直接的な結果である的
確な障がいを持っているかどうかについて、予備的な評価を行うためである。チーフクラシファイ
ヤ―は、どの段階においても、医学的、技術的、または科学的な意見を追加で求めることがで
き、また、決定を下すために必要であると判断した場合には、適格性評価委員会（EAC）を任命
することができる。クラス分け評価の際、クラス分けパネルは、競技者が同席した状態ですべて
の医療文書を確認することに留意することが重要である。パネルは、クラス分けの際に、競技者
が適格な障がいを持たないと決定することができ、競技者はクラス分け評価を受けることができない。 

v. EAC が結成された場合、クラス分けコーディネーターは、競技者の加盟国協会に対
し、当該競技者についてどの追加診断情報が必要であるか、また、どのような目的で
追加診断情報が必要であるかを通知する。 
1) 診断情報の作成については、チーフクラシファイヤ―がタイムラインを設定する。 
2) EAC は、競技者が検討されているクラス分けパネルのクラス分け諮問パネル

（CAP）およびメディカルクラシファイヤ―に加えて、チーフクラシファイヤ―によって構成さ

れるものとする。医療文書を受け取った時点で、そのクラス分けパネルのメディカルクラシフ
ァイヤ―がまだ任命されていない場合は、CAP およびチーフクラシファイヤ―が別の国際メ
ディカルクラシファイヤ―を選出する。EAC は、競技者の診断に応じて、適切な医学的資格
を有する他の専門家に相談することができる。これらの専門家は、すべてのクラシファイヤ―
と同様の守秘義務を守ることが求められる。 

3) 可能な限り、競技者の名前や加盟国協会への言及はすべてEAC では控えるべきである。各
メンバーは診断情報を確認し、それが適格な障がいの存在を立証するかどうかを決定する。 

4) EAC が競技者に適格な障がいがあると結論づけた場合、その競技者はクラス分けパネルに
よるアスリート評価を完了することが認められる。 

5) EAC が競技者に適格な障がいがあると納得しない場合、チーフクラシファイヤ―はその旨の
決定を関連する加盟国協会に書面で提供する。加盟国協会には、その決定についてコメン
トする機会が与えられ、審査のために EAC にさらなる診断情報を提供することができる。決
定が後に修正された場合、チーフクラシファイヤ―はその旨を加盟国協会に通知する。 

6) 決定が変更されない場合は、クラス分けコーディネーターが加盟国協会に最終決定を下
す。 

7) EAC は、多数決で決定を下すものとする。CAP は、診断情報が競技者に適格な障がいがあ
るという結論を裏付けるものであることに同意しない場合、いかなる決定に対しても拒否権を
行使することができる。 

vi. ワールドローイングが競技者に適格な障がいがないと判断した場合、その競技者には
非適格（NE）のスポーツクラスが割り当てられなければならず、スポーツクラスのステ
ータスは確定とする。 
1)競技者が適格な障がいを持たないためにスポーツクラスを NE に割り当てられた競技者は、

ワールドローイングクラス分けパネルによる評価を受けることはない。 
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2) If another International Sports Federation has allocated an athlete with a sport 
class of NE because the athlete does not have an eligible impairment, World 
Rowing may do likewise without the need for the process detailed in 1) e) v) of 
these Regulations. 

2. Classifiers 
a. Classification Personnel 

i. The IPC Code and World Rowing Para Rowing Regulations recognise 
Classifiers as World Rowing officials. 

ii. International Classifiers must comply with the IPC and World Rowing 
Classifier Code of Conduct at all times.  

iii. The following personnel have a key role in the administration, organisation 
and execution of classification, and are appointed by the World Rowing 
Executive Committee in consultation with the World Rowing Para Rowing 
Commission: 
1) Classification Advisory Panel (CAP) 

The CAP comprises up to four experienced International Classifiers who 
shall be responsible for providing medical and technical expertise for the 
purpose of directing, informing and guiding World Rowing classification 
matters. Each must be a Level 2 International Classifier, having a 
comprehensive understanding of the IPC Classification Code and the 
World Rowing Classification Regulations currently in force.  
These individuals will be appointed by the World Rowing Executive Committee for a 
four-year term starting on 1st January of the year following the Paralympic Games 
and ending on 31st December following the next Paralympic Games and may be 
reappointed. 
The list of members of the CAP will be published on the World Rowing website.  

2) Classification Coordinator 
The Classification Coordinator is responsible for the administration, 
coordination and implementation of classification matters for World 
Rowing. The Classification  
Coordinator is not necessarily a certified Classifier. The Classification 
Coordinator’s role is primarily an administrative one, in which they will work 
closely with the CAP. This individual will be appointed by the Executive 
Director as a member of staff to serve in this position for an indefinite term. The 
duties of the Classification Coordinator may include, but are not limited to: 
a) Facilitating regular reviews of the World Rowing Classification Regulations for 

relevance to current rowing practice and compliance with the IPC Classification 
Code and the International Standards, in consultation with the CAP.  

b) Facilitating the exchange of Classification information and knowledge between 
the CAP, International Classifiers, World Rowing, IBSA and the IPC.  

c) Responsibility for the recruitment of Classifiers and the Chief Classifier for all 
World Rowing para rowing competitions, as well as any related communications 
and logistical arrangements (in cooperation with the World Rowing staff).  

d) Facilitating the preparation, maintenance, and updating of educational materials 
to be used by World Rowing during Advanced Classification Workshops. 

2)他の国際スポーツ連盟が、競技者が適格な障がいを持たないためにスポーツクラ
スを NE に割り当てた場合、ワールドローイングは、本規則の 1) e) v)に詳述されて
いるプロセスを必要とせずに、同様に割り当てることができる。 

2. クラシファイヤ― 
a.クラス分け従事者 

i.IPC コードとワールドローイングパラローイング規定は、クラシファイヤ―をワールドローイ
ングのオフィシャルとして認めている。 

ii.国際クラシファイヤ―は、常に IPC およびワールドローイングクラシファイヤ―行動規範
を遵守しなければならない。 

iii.以下の担当者は、クラス分けの管理、組織、実行において重要な役割を担っており、
ワールドローイングパラローイング委員会と協議の上、ワールドローイング常任理事会
によって任命される。 

1) クラス分けパネル（CAP） 
CAP は最大 4 人の経験豊富な国際クラシファイヤ―で構成され、ワールドローイ
ングのクラス分けに関する事項を指示、情報提供、指導する目的で、医学的、技
術的な専門知識を提供する責任がある。各人はレベル 2 の国際クラシファイヤ
―であり、IPC クラス分けコードと現在有効なワールドローイングクラス分け規約を
包括的に理解していなければならない。 
これらの個人は、パラリンピックの翌年 1 月 1 日から次のパラリンピックの翌年 12
月 31 日までの 4 年間、ワールドローイング常任理事会によって任命され、再任さ
れる可能性がある。 
CAP のメンバーのリストはワールドローイングのウェブサイトで公開される。 

2)クラス分けコーディネーター 
クラス分けコーディネーターは、ワールドローイングのクラス分けに関する事項の管
理、調整、実施に責任を負う。クラス分けコーディネーターは必ずしも公認クラシフ
ァイヤ―である必要はない。クラス分けコーディネーターの役割は主に管理的なも
ので、CAP と密接に協力する。この人物は専務理事によってスタッフの一員として
任命され、無期限でこのポジションに就く。クラス分けコーディネーターの職務には
以下のものが含まれるが、これらに限定されるものではない。 
a)CAP との協議により、現在のローイングの実践との関連性、IPC コードと国際基準

への準拠を目的とした、ワールドローイングクラス分け規約の定期的な見直しを
促進する。 

b)CAP、国際クラシファイヤ―、ワールドローイング、IBSA、IPC の間で、クラス分け
に関する情報や知識の交換を促進すること。 

c)すべてのワールドローイングパラローイング大会のクラシファイヤ―とチーフクラシ
ファイヤ―の採用、および関連する通信やロジスティックの手配（ワールドローイ
ングのスタッフとの協力）を担当する。 

d)ワールドローイングが上級クラシフィケーション講習会で使用する教材の準備、維
持、更新を促進する。 
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e) Facilitating the ongoing evaluation and monitoring of the competency levels and 
proficiency of World Rowing international classifiers.  

f) Disseminating information to World Rowing International Classifiers regarding 
any changes in the Classification Regulations and consulting on issues which 
affect changes to the World Rowing Classification Regulations.  

g) Disseminating of all relevant information regarding classification to the member 
federations, including changes or potential changes to the Classification 
Regulations.  

h) Acting as the initial point of contact for all classification-related queries from 
within World Rowing, from member federations and other para sport 
organisations.  

i) Maintaining the Classification Master List of internationally classified para rowers. 
3) Classifier  

A Classifier is a person appointed and certified by World Rowing as being 
competent to evaluate Athletes (as part of a Classification Panel), in accordance 
with the World Rowing Classification Regulations. 

4) Chief Classifier  
A Chief Classifier is a Classifier appointed by the CAP for a specific World Rowing 
Recognised Competition, responsible for the direction, administration, co-ordination 
and implementation of classification matters at that Competition.  
The duties of the Chief Classifier may include, but are not limited to:  
a) Reviewing pre-classification documentation for eligibility;  
b) Consulting with the CAP when needed;  
c) Supervising Classifiers to ensure that Classification Regulations are applied 

appropriately during a specific Competition;  
d) Managing protests relating to classification as per World Rowing Rules; and e) 

Liaising with members of the Jury regarding rules and regulations. 
iv. International Classifiers must be qualified in one or more of the following 

disciplines: 
1) Medical Classifier – A qualified medical doctor, doctor of osteopathic medicine, 

occupational therapist or physiotherapist all of whom have the competencies and 
qualifications relevant to conduct the medical section of the classification.  

2) Technical Classifier – A person with extensive practical knowledge of rowing, such 
as a rowing coach, sport scientist, former rower, or similarly qualified person, all of 
whom have the competencies and qualifications relevant to conduct the technical 
section of the classification. 

b. Classifiers – Levels and Duties  
World Rowing categorises its Classifiers as follows: 
i. Trainee – An individual who has attended a World Rowing Advanced Classification 

Workshop and is in the process of formal training by World Rowing, but has not yet 
met the requirements for a World Rowing Level 1 International Classifier. A Trainee 
Classifier may classify under the supervision of an International Classification Panel. 
All classifications performed will be signed off by the overseeing International 
Classification Panel. 

ii. Level 1 International Classifier – An individual who has successfully completed a 
World Rowing Advanced International Classification Workshop, has demonstrated the 

e) ワールドローイング国際クラシファイヤ―の能力レベルと習熟度の継続的な評価とモニタリ
ングを促進する。 

f) クラス分け規約の変更に関する情報をワールドローイング国際クラシファイヤ―に発信し、
ワールドローイングクラス分け規約の変更に影響を与える問題についてコンサルティングを
行う。 

g) クラス分け規約の変更、または変更の可能性を含む、クラス分けに関するすべての関連
情報を加盟国協会に発信すること。 

h)ワールドローイング内、加盟国協会、その他のパラスポーツ組織からの、クラス分けに関す
るすべての問い合わせの最初の窓口となる。 

i)国際的に分類されたパラ漕手のクラス分けマスターリストの管理。 
3) クラシファイヤ― 

クラシファイヤ―とは、ワールドローイングクラス分け規約に従い、競技者を評価する能力が
あるとワールドローイングによって任命され、認定された者をいう（クラス分けパネルの一部と
して）。 

4)チーフクラシファイヤ― 
チーフクラシファイヤ―とは、CAP によって特定のワールドローイング公認大会のために任命
されたクラシファイヤ―であり、その大会におけるクラス分けに関する事項の指示、管理、調
整、実施の責任を負う。 
チーフクラシファイヤ―の任務には以下のものが含まれるが、これらに限定されるものではな
い。 
a)クラス分け前の書類を確認し、適格性を確認する。 
b)必要に応じて CAP に相談。 
c)特定の大会において、クラス分け規約が適切に適用されるようにクラシファイヤ―を監督

する。 
d)ワールドローイング競漕規則に基づいて、クラス分けに関する提訴を管理する。 
e)審判とのルールや規則に関する連絡 

iv.国際クラシファイヤ―は、以下の種目のうち 1 つ以上の資格を有している必要がある。 
1)メディカルクラシファイヤ―：医学博士、オステオパシー医学博士、作業療法士、理学療法

士などの資格を持ち、医学的クラス分けの実施に必要な能力と資格を備えている。 
2)テクニカルクラシファイヤ― - ローイングコーチ、スポーツ科学者、元漕手、または同様の資

格を有する者など、ローイングに関する広範な実用的知識を有する者で、クラシフィケーショ
ンの技術的セクションを実施するために必要な能力と資格を有する者のこと。 

b. クラシファイヤ― - レベルと任務 
ワールドローイングでは、クラシファイヤ―を以下のように分類している。 
i. トレーニー -ワールドローイング上級クラシフィケーション講習会に参加し、ワールドローイングに

よる正式なトレーニングを受けているが、まだワールドローイングレベル１国際クラシファイヤ―の
要件を満たしていない者。トレーニークラシフィアーは、国際クラシフィケーションパネルの監督
の下でクラス分けを行うことができる。実施されたすべてのクラス分けは、監督する国際クラス
分けパネルによって署名される。 

ii.レベル 1 国際クラシファイヤ― - ワールドローイング上級クラシフィケーション講習会を修了し、
以下の条件を満たしている人。 
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ability to classify rowers, has shown competence in performing all the classification 
tasks, has demonstrated a clear understanding of the sport and the rules, has passed 
a written and oral exam, and has met the requirements of the World Rowing Para 
Rowing Commission to be certified as a World Rowing International Classifier. A 
World Rowing Level 1 International Classifier may be appointed to serve on a World 
Rowing Classification Panel at a World Rowing Recognised Competition and is 
qualified to determine the Sport Class and Sport Class Status of a rower wishing to 
compete at a World Rowing Recognised Competition or IPC event. A World Rowing 
Level 1 Classifier may also serve on a Classification Protest Panel. 

iii. Level 2 International Classifier – An individual certified by the CAP who has 
completed the requirements necessary to serve on a World Rowing International 
Classification Panel and who has a high level of experience and has demonstrated 
competency in administrative, teaching and mentoring skills and has a sound and 
current knowledge of the rules, regulations and practices relating to Para Rowing, 
classification and the IPC Classification Code. A Level 2 International Classifier may 
be appointed to act as Chief Classifier at an international regatta and may conduct 
Advanced Classification Workshops to identify, train, and evaluate candidates to serve 
as International Classifiers in cooperation with the World Rowing Para Rowing 
Commission. A World Rowing Level 2 Classifier may also serve on a Classification 
Protest Panel. 

c. Classifiers – Training and Competencies  
i. World Rowing categorises its classifiers in training (all of whom must comply with the 

IPC and World Rowing Classifier Code of Conduct at all times) as follows:  
1) Mentee Classifiers - Mentee Classifiers have attended an international 

classification workshop and require further mentorship and observation. These 
classifiers may not classify internationally.  

2) Trainee Classifiers - Trainee Classifiers have attended a World Rowing Advanced 
Classification Workshop and have demonstrated competence but require more 
hands-on experience.  

These classifiers may already be classifiers at the national level for a particular 
member federation, but may not classify internationally unless as described in 
Regulation 2)b)i). 

ii. Member federations are responsible for the education and training of their own 
National Level classifiers. World Rowing may provide educational resources upon 
request. 

iii. World Rowing shall organise Advanced Classifier Workshops based on World 
Rowing’s assessment of need. 

iv. National Classifiers who wish to attend an Advanced Classification Workshop must 
provide evidence of at least one classification done in each Sport Class within the 24 
months prior to the date of the Workshop. 

v. Re-certification - International Classifier status recertification is required every two 
years. An International Classifier shall be recertified by the CAP upon 1) providing 
proof of a classification in each Sport Class which they have completed within the 
immediate past two years; and  
2) the CAP being satisfied that at that time they have the required competencies for 

certification.International Classifiers who do not meet these criteria shall be required 
to re-certify by attendance at, and satisfactory completion of, an Advanced 
Classification Workshop 

漕手をクラス分けする能力があり、すべてのクラス分け作業を行う能力を示し、スポーツとルー
ルを明確に理解し、筆記および口頭試験に合格し、ワールドローイングパラローイング委員会の
要件を満たした者が、ワールドローイング国際クラシファイヤ―として認定される。ワールドローイ
ングレベル１国際クラシファイヤ―は、ワールドローイング公認大会のワールドローイングクラス
分けパネルのメンバーに任命されることができ、ワールドローイング公認大会や IPC イベントに出
場を希望する漕手のスポーツクラスとスポーツクラスステータスを決定する資格を有する。ワ
ールドローイングレベル 1 国際クラシファイヤ―は、クラス分け抗議パネルのメンバーを務めるこ
ともある。 

iii.レベル 2 国際クラシファイヤ― – ワールドローイング国際クラス分けパネルの一員として必要な
要件を満たし、高い経験を持ち、管理、指導、助言の能力を実証し、パラローイング、クラス分
け、IPC クラシフィケーションコードに関する規則、規制、慣行について健全かつ最新の知識を持
つ、CAP から認定された個人。レベル 2 国際クラシファイヤ―は、国際レガッタでチーフクラシフ
ァイヤ―として任命されることがあり、また、ワールドローイングパラローイング委員会と協力して、
国際クラシファイヤ―候補者を特定し、訓練し、評価するための上級クラス分け講習会を実施
することができる。ワールドローイングレベル 2 国際クラシファイヤ―は、クラス分け抗議パネル
のメンバーになることもできる。 

c. クラシファイヤ― - トレーニングとコンピテンシー 

i.ワールドローイングでは、トレーニング中のクラシファイヤ―（全員が IPC とワールドローイングのク

ラシファイヤ―行動規範を常に遵守しなければならない）を以下のように分類している。 

1)メンティークラシファイヤ― - メンティークラシファイヤ―は、国際的なクラス分けワークシ

ョップに参加し、さらなる指導と観察を必要としている。これらのクラシファイヤ―は、国際的

なクラス分けを行うことはできない。 

2)トレーニークラシファイヤ― - トレーニークラシファイヤ―は、ワールドローイング上級クラ

ス分け講習会に参加し、能力を証明したが、より実践的な経験を必要とする。 

これらのクラシファイヤ―は、特定の加盟国協会の国内レベルですでにクラシファイヤ―を務

めている場合があるが、規定 2)b)i)に記載されている場合を除き、国際的クラシファイヤ―を務

めることはできない。 

ii.加盟国協会は、自国のナショナルレベルのクラシファイヤ―の教育とトレーニングに責任を負

う。ワールドローイングは、要請に応じて教育資料を提供することができる。 
iii.ワールドローイングは、ワールドローイングの必要性の評価に基づいて、上級クラシファイヤ―講

習会を開催する。 
iv.上級クラシファイヤ―講習会への参加を希望するナショナルクラシファイヤ―は、講習会開催

日の前 24 か月以内に、各スポーツクラスで少なくとも 1 回のクラス分けを行った証拠を提出し
なければならない。 

v.再認定 - 国際クラシファイヤ―資格の再認定は、2 年ごとに必要。国際クラシファイヤ―は、

以下の場合に CAP から再認定される。 
1)過去 2 年以内に修了した各スポーツクラスのクラス分けの証明書を提出すること。 
2)CAP は、その時点で認証に必要な能力を有していると判断する。 
これらの基準を満たしていない国際クラシファイヤ―は、上級クラス分け講習会に出席し、十分
な成績を修めることで再認定を受ける必要がある。 
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vi. Upon changes to the World Rowing Rules and/or Para Classification Regulations, 
Level 1 and 2 International Classifiers are required to acquaint themselves with the 
changes before conducting any classifications. 

vii. The CAP may cancel or downgrade the certification of a Level 1 or Level 2 
International Classifier if it is not satisfied that the classifier possesses the required 
competencies, or has violated the Classifiers’ Code of Conduct. In some instances, the 
CAP may create a personalised improvement plan to address a specific concern with 
an International Classifier. Only after the plan has been completed by the Classifier to 
the satisfaction of the CAP may that Classifier regain their status as a Level 1 or Level 
2 International Classifier. 

vi.ワールドローイング競漕規則やパラクラス分け規約に変更があった場合、レベル 1 お
よび 2 の国際クラシファイヤ―は、クラス分けを行う前にその変更内容を確認する必
要がある。 

vii.CAP は、レベル 1 またはレベル 2 の国際クラシファイヤ―が必要な能力を有していな
いと判断した場合、またはクラシファイヤ―の行動規範に違反した場合には、その認
証を取り消しまたは格下げすることができる。場合によっては、CAP は国際クラシファ
イヤ―の特定の懸念事項を解決するために、個別の改善計画を作成することがあ
る。CAP が満足できるように改善計画を完了した場合にのみ、そのクラシファイヤ―は
レベル 1 またはレベル 2 の国際クラシファイヤ―としての地位を回復することができ
る。 

3. Classification Panels and Classification Evaluation 
a. Classification Panels 

i. A Classification Panel is comprised of two Classifiers empowered by the Rules of the 
Sport of Para Rowing to evaluate athletes and allocate Sport Classes. 

ii. The CAP shall appoint Classification Panels for a particular Competition (including 
World Rowing Recognised Competitions). 

iii. A Classification Panel for athletes with physical impairments must include a suitably accredited 
and qualified Medical Classifier and Technical Classifier. For athletes with a visual impairment, a 
Classification Panel must include 2 suitably accredited VI Classifiers who have been trained and 
certified through the International Blind Sports Federation (IBSA). 

iv. Members of a Classification Panel shall not have any other official responsibilities within a 
Competition other than in connection with Classification and the Para Rowing Commission or 
Sports Medicine Commission. 

v. Members of Classification Panels shall have no significant relationship with any athlete 
(or any athlete Support Personnel) that might create any real or apparent Conflict of 
Interest. 

vi. Members of a Classification Panel must disclose any relationship with a team, athlete or athlete 
Support Personnel that would otherwise constitute a Conflict of Interest. 

b. National – All athletes who wish to participate in World Rowing Recognised 
Competitions should, where possible, be first classified at a national level. 

c. International Classification 
i. “International Classification” refers to the process of athlete Evaluation by an International 

Classification Panel (as explained in these Classification Regulations) that is undertaken at, or 
before, a World Rowing Recognised Competition. 

ii. An athlete must be allocated a Sport Class by an International Classification Panel prior to being 
eligible to compete in a World Rowing Recognised Competition, except in an exceptional 
circumstances (refer 3)c)v) below). 

iii. International Classification must be conducted by an “International Classification Panel”. An 
International Classification Panel shall normally be comprised of one Level 1 or above Medical 
Classifier and one Level 1 or above Technical Classifier, both of whom have been duly certified by 
World Rowing. 

iv. For athletes with a visual impairment, an International Classification Panel must include two 
suitably accredited VI Classifiers who have been trained and certified through IBSA. 

v. If the circumstances of a Competition so require, the CAP may designate that a Classification 
Panel may consist of one qualified International Classifier in special cases, in particular where the 
number of available Classifiers is reduced prior to or at a Competition through unforeseen 
circumstances. In such instances, Review status shall 

3.クラス分けパネルとクラス分け評価 
a.クラス分けパネル 

i.クラス分けパネルは、パラローイング競技規定によって権限を与えられた 2 名のクラシフィアーで
構成され、競技者を評価し、スポーツクラスを割り当てる。 

ii. CAP は、特定の大会（ワールドローイング公認大会を含む）のためにクラス分けパネルを任命す
る。 

iii.身体障がいのある競技者のクラス分けパネルには、適切に認定された資格のあるメディカルクラ
シファイヤ―とテクニカルクラシファイヤ―が含まれなければならない。視覚障がいのある競技
者のクラス分けパネルには、国際視覚障害者スポーツ連盟（IBSA）でトレーニングを受け認定さ
れた、適切に認定された 2 名の VI クラシファイヤ―が含まれなければならない。 

iv.クラス分けパネルのメンバーは、クラス分けとパラローイング委員会またはスポーツ医学委員会
との関連以外に、大会において他の公的責任を負ってはならない。 

v.クラス分けパネルのメンバーは、現実的または明白な利益相反を引き起こす可能性のある、い
かなる競技者（または競技者サポートスタッフ）との重要な関係も持たないものとする。 

vi.クラス分けパネルのメンバーは、チーム、競技者、または競技者サポートスタッフとの関係で、そ
の他の方法で利益相反を構成するものがあれば、それを開示しなければならない。 

b.国内クラス分け – ワールドローイング公認大会への参加を希望するすべての競技者は、可能であ
れば、まず国内レベルでクラス分けされるべきである。 

c.国際クラス分け 
i.「国際クラス分け」とは、ワールドローイング公認大会において、またはその前に行われる、国際ク

ラス分けパネル（本クラス分け規約に説明されている）によるアスリート評価のプロセスを指す。 
ii.競技者は、例外的な状況（下記 3)c)v)を除き、ワールドローイング公認大会に出場する資格を

得る前に、国際クラス分けパネルによってスポーツクラスを割り当てられなければならない。 
iii.国際クラス分けは、「国際クラス分けパネル」によって行われなければならない。国際クラス分け

パネルは、通常、ワールドローイングから正式に認定されたレベル 1 以上のメディカルクラシファ
イヤ―とレベル 1 以上のテクニカルクラシファイヤ―で構成されるものとする。 

iv. 視覚障がいのある競技者の場合、国際クラ分けパネルには、IBSA を通じてトレーニングを受け、
認定された適切な 2 名の VI クラシファイヤ―が含まれていなければならない。 

v. 大会の状況により必要とされる場合、CAP は、特別な場合、特に不測の事態により大会前また
は大会で利用可能なクラシファイヤ―の数が減少した場合には、クラシファイヤ―資格を有す
る国際クラシファイヤ―1 名で構成されるクラシファイヤ―パネルを指定することができる。この
ような場合、審査状況は以下のようになる。 
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be issued. The review date will be prior to the next competition in which the athlete is 
to compete. The athlete is required to be classified at or prior to their next competition. 

vi. An International Classification Panel may seek additional medical, sport, or scientific 
expertise if it considers that this would assist it in completing the process of athlete 
Evaluation. 

d. Preparing Classification Panels for Competition 
i. The CAP should, where possible, appoint a Chief Classifier at least three months prior 

to a Competition. Classification Panels shall, where possible, be appointed at least two 
months before a Competition. 

ii. A member of the CAP may act as the Chief Classifier at a Competition. 
iii. The Classification Coordinator or Chief Classifier for a Competition shall provide the 

organising committee with an Athlete Evaluation schedule prior to the Competition, 
and to member federations and/or teams on or before their arrival at the event. 

iv. In respect of Competitions where athletes with physical and/or visual impairments are 
to compete, the CAP must ensure that Classification Panels are certified to conduct 
Athlete Evaluation in respect of athletes with physical and/or visual impairments. 

レビューステータスが発行されるそのレビューした日付（再評価有効日付）は、競技者が出場
する次の大会の前となる。競技者は、次の大会で、またはそれ以前にクラス分けされる必要が
ある。 

vi.国際クラス分けパネルは、アスリート評価のプロセスを完了するために役立つと考えられる場合
には、医学、スポーツ、または科学の専門家に追加で依頼することができる。 

d.競技用クラス分けパネルの準備 
i. CAP は、可能であれば、大会の 3 か月前までに、チーフクラシファイヤ―を任命するものとする。

クラス分けパネルは、可能であれば、大会の 2 か月前までに任命されなければならない。 
ii. CAP のメンバーは、大会のチーフクラシファイヤ―を務めることができる。 
iii.大会のクラス分けコーディネーターまたはチーフクラシファイヤ―は、大会に先立ち、また、加盟

国協会および／またはチームが大会に到着する前に、アスリート評価のスケジュールを組織委
員会に提供しなければならない。 

iv.身体的および／または視覚的障がいのある競技者が出場する大会について、CAP は、クラス
分けパネルが身体的および／または視覚的障がいのある競技者に関するアスリート評価を行う
ことを認定されていることを確認しなければならない。 

4. Classification: Athlete Evaluation 
a. Athlete Evaluation: General 

i. “Athlete Evaluation” is the process (as defined by the assessment methodology 
described in the World Rowing Classifiers Manual) by which an athlete is assessed by 
a Classification Panel in order that the athlete may be allocated a Sport Class and a 
Sport Class Status. This applies to both on water and indoor rowing. 

ii. Each athlete shall choose one person to accompany them when presenting for Athlete 
Evaluation. If the athlete is a minor, that athlete must be accompanied by a member of 
the relevant member federation. The accompanying person may not influence the 
Athlete Evaluation in any way. 

iii. Athlete Evaluation and its associated processes shall be conducted in English. The 
respective member federation is responsible for arranging for an interpreter to be 
present (in addition to the representative listed in 4)a)ii)) if this is required by the 
athlete for the purpose of complying with the Athlete Evaluation process. 

iv. The athlete and the relevant member federation are jointly responsible for ensuring that the 
athlete attends Athlete Evaluation. If an athlete fails to attend an Evaluation Session, the 
Classification Panel will report the failure to the Chief Classifier. The Chief Classifier may, if 
satisfied that a reasonable explanation exists for the failure to attend the Evaluation Session, 
specify a revised date and time for a further Evaluation Session. If the athlete is unable to provide 
a reasonable explanation for non-attendance, or if the athlete fails to attend Athlete Evaluation on 
a second occasion, no Sport Class will be allocated. 

v. The athlete must agree to and accept the terms of the World Rowing Para Rowing 
Consent Form prior to participating in Athlete Evaluation by signing the Consent Form. 

vi. Athletes must attend Athlete Evaluation in suitable attire (such that an athlete’s ability 
to row is not limited by their attire) and with all sports equipment which the athlete 
specifically uses, including (but not limited to) cushions, straps, prosthetics. The 
athlete must provide a recognised form of photo identification, such as a passport, or 
official identity card. 

vii. The athlete must disclose to the Classification Panel prior to Athlete Evaluation any 
medication and/or any medical device/ Implant routinely used by the athlete. The 

4.クラス分け競技者の評価 
a.競技者の評価一般 

i.「アスリート評価」とは、競技者がスポーツクラスおよびスポーツクラスステータスを割り当てられる
ために、クラス分けパネルによって競技者が評価されるプロセス（ワールドローイングクラシファイ
ヤ―マニュアルに記載されている評価方法によって定義される）をいう。これは、水上とインドア
の両方のローイングに適用される。 

ii.各競技者は、アスリート評価のために出頭する際に、同伴者を 1 名選ぶものとする。競技者が未
成年者である場合、当該競技者には関連する加盟国協会の会員が同行しなければならない。
同伴者は、いかなる形でもアスリート評価に影響を与えてはならない。 

iii.アスリート評価およびそれに関連するプロセスは、英語で行われるものとする。各加盟国協会
は、アスリート評価プロセスを遵守する目的で競技者が通訳を必要とする場合、（4)a)ii)に記載
された代理人に加えて通訳の同席を手配する責任がある。 

iv.競技者および関連する加盟国協会は、競技者がアスリート評価に出席することを確保するため
の共同責任を負う。競技者が評価セッションへの出席を怠った場合、クラス分けパネルはその
怠慢をチーフクラシファイヤ―に報告する。チーフクラシファイヤ―は、評価セッションに出席し
なかったことについて合理的な説明が存在すると判断した場合、更なる評価セッションの修正さ
れた日時を指定することができる。競技者が、出席しなかったことについて合理的な説明を行う
ことができない場合、または競技者が 2 回目にアスリート評価に出席しなかった場合、スポーツ
クラスは割り当てられない。 

v.競技者は、アスリート評価に参加する前に、同意書に署名することにより、ワールドローイングパラ
ローイングの同意書の条項に同意し、承諾しなければならない。 

vi. 競技者は、適切な服装で（競技者のローイング能力が服装によって制限されないように）、クッ
ション、ストラップ、義足を含む（ただしこれらに限定されない）競技者が特に使用するすべての
スポーツ用具を携えて、アスリート評価に出席しなければならない。競技者は、パスポートや公
的な身分証明書など、写真付きの身分証明書を提示しなければならない。 

vii.競技者は、アスリート評価の前に、競技者が日常的に使用している薬剤および／または医療機
器／インプラントをクラス分けパネルに開示しなければならない。 
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Classification Panel may in its sole discretion decline to proceed with Athlete Evaluation if it 
considers that the use of such medication will affect its ability to conduct Physical and Technical 
Assessment. The Classification Panel may agree to Athlete Evaluation taking place at a later 
time and date in such circumstances. 

viii. A Classification Panel may only have regard to evidence supplied to it by the relevant athlete, 
their member federation and World Rowing when allocating a Sport Class. 

ix. A Classification Panel undertaking Athlete Evaluation may at any stage seek medical, technical 
or scientific opinion, with the agreement of the Chief Classifier. This expertise may only be sought 
if the Classification Panel feels that such expertise is necessary in order that it can allocate a 
Sport Class. 

x. Video footage and/or photography may be utilised by the Classification Panel for all classification. 
xi. Athlete Evaluation must take place in a manner that respects the provisions of the International 

Standard for Classification Data Protection and consistent with the provisions of the International 
Standard for Classification Personnel and Training. For this purpose, the IPC’s International 
Standard for Classification Data Protection shall be regarded as part of these regulations and 
shall be followed by all concerned parties. 

xii. The Athlete Evaluation process shall encompass the following stages:  
1) Assessment of Eligible Impairment;  
2) Assessment against Minimum Impairment Criteria;  
3) Allocation of Sport Class and Sport Class Status. 

b. Assessment of Eligible Impairment – Assessment of an eligible impairment is 
normally completed prior to the Athlete Evaluation, by the Head of Classification 
or Chief Classifier, using the medical documentation which has been provided 
earlier. 

c. Assessment of Minimum Impairment Criteria 
i. Only an athlete who has an Eligible Impairment shall be assessed for meeting the 

minimum impairment criteria for Para Rowing. 
ii. For athletes with a physical impairment, the minimum impairment criteria is a full loss 

of three fingers on one hand, or at least a trans-metatarsal amputation of the foot, or 
the loss of ten points on one limb or fifteen points across two limbs when assessed 
using the Functional Classification Assessment Chart as included in the Classification 
Application Form for Physical Disabilities. (Refer World Rowing website, Eligible 
Impairment Types and Medical Diagnostic Requirements). 

iii. For Athletes with a visual impairment, the minimum impairment as assessed by 
approved VI Classifiers is a classification of B3. 

d. Athlete Evaluation Process 
i. Athletes with a visual impairment will be assessed by an International 

Classification Panel comprising IBSA approved VI classifiers. 
ii. Athletes with a physical impairment will be assessed by a World Rowing 

Classification Panel (Refer 3)a) above). The Classification Panel will conduct 
a medical and technical assessment of the athlete to establish that the athlete 
has a permanent Impairment that qualifies the athlete for participation in para 
rowing and if so to determine the athlete’s Sport Class and Sport Class 
status. 

iii. These Regulations specify certain means of conducting Medical and 
Technical Assessment. These means are described in the World Rowing 
Classifiers Manual and may be amended and/or updated from time to time by 
the World Rowing Para Rowing Commission. 

クラス分けパネルは、当該薬物の使用が身体的および技術的評価を実施する能力に影響を
及ぼすと判断した場合には、独自の裁量により、アスリート評価の実施を拒否することができる。
クラス分けパネルは、かかる状況において、アスリート評価が後日行われることに同意すること
ができる。 

viii.クラス分けパネルは、スポーツクラスを割り当てる際に、関連する競技者、その加盟国協会、
およびワールドローイングから提供された証拠のみを考慮することができる。 

ix.アスリート評価を行っているクラス分けパネルは、いずれの段階においても、チーフクラシファイ
ヤ―の同意を得て、医学的、技術的または科学的意見を求めることができる。当該専門家の
意見を求めることができるのは、クラス分けパネルがスポーツクラスを割り当てるために当該専
門家の意見が必要であると判断した場合に限られる。 

x.クラス分けパネルは、すべてのクラス分けにおいて、ビデオ映像や写真を使用することがある。 
xi.アスリート評価は、「クラス分けデータ保護に関する国際基準」の規定を尊重し、かつ、「クラス分

け従事者の訓練に関する国際基準」の規定と整合する方法で行われなければならない。この
目的のために、クラス分けデータ保護に関する IPC の国際基準は、本規則の一部とみなされ、
すべての関係者がこれに従わなければならない。 

xii.アスリート評価プロセスは、以下の段階を含むものとする。 
1)出場要件を満たす障がいの評価 
2)最小障がい基準に対する評価 
3)スポーツクラスとスポーツクラスのステータスの割り当て。 

b.出場要件を満たす障がいの評価 - 出場要件を満たす障がいの評価は、通常、アスリート評価の前
に、チーフクラシファイヤ―またはチーフクラシファイヤ―により、事前に提供された医学的文書を
用いて行われる。 

c.最小障がい基準の評価 
i.出場要件を満たす障がいを持つ競技者のみが、パラローイングの最小障がい基準を満たしてい

るかどうかを評価される。 
ii.身体障がいのある競技者の場合、身体障がいのクラス分け申請書に記載されている機能クラス

分け評価表を用いて評価したときに、片手の 3 本の指が完全に失われているか、少なくとも足
の中足骨が切断されているか、1 つの手足の 10 点または 2 つの手足の 15 点が失われている
ことが最小障がい基準となる。ワールドローイングのウェブサイト、Eligible Impairment Types and 
Medical Diagnostic Requirements を参照）。 

iii. 視覚障がいのある競技者については、承認された VI クラシファイヤ―により評価された最小障
がいは B3 のクラス分けされていることである。 

d. アスリート評価プロセス 
i. 視覚障がいのある競技者は、IBSA が承認した VI クラシファイヤ―で構成される国際クラス分け

パネルによって評価される。 
ii. 身体障がいのある競技者は、ワールドローイングのクラス分けパネルによって評価される（上記

3)a)参照）。クラス分けパネルは、競技者の医学的・技術的評価を行い、競技者がパラローイン
グへの参加資格を有する永久的な障がいを持っているかどうかを確認し、もしそうであれば、競
技者のスポーツクラスとスポーツクラスステータスを決定する。 

iii. 本規則は、メディカルテクニカルアセスメントを実施するための特定の手段を規定する。これら
の手段は、ワールドローイングクラス分けマニュアルに記載されており、ワールドローイングパラロ
ーイング委員会によって随時修正および／または更新されることがある。 
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iv. The Classification Panel may conduct an on-water Observation Assessment before 
allocating a final Sport Class and Sport Class Status. Observation of the on-water 
assessment follows the principles of the technical assessment. It complements the 
technical assessment by providing the Classification Panel an opportunity to observe 
the athlete in an on-water sport situation where they are able to demonstrate their 
functional ability in the boat. 

v. If an athlete is required to undertake Observation in Competition Assessment, 
the Classification Panel will specify to the athlete what is to be observed and 
why, how this is to take place and by whom. 

e. Suspension of Athlete Evaluation – A Classification Panel, in consultation with 
the Chief Classifier, may suspend Athlete Evaluation if it cannot allocate a Sport 
Class to the Athlete, including, but not limited to, in one or more of the following 
circumstances: 
i. A failure on the part of the athlete to comply with any part of the relevant Classification 

Regulations; 
ii. A failure on the part of the athlete to provide any medical information that is 

reasonably required by the Classification Panel; 
iii. The Classification Panel believes that the use (or non-use) of any medication and/or 

medical procedures/device/implant disclosed by the athlete will affect the ability to 
conduct Athlete Evaluation in a fair manner;  

iv. The athlete has a Health Condition that may limit or prohibit complying with requests 
by the Classification Panel during Athlete Evaluation, which the Classification Panel 
considers will affect its ability to conduct Athlete Evaluation in a fair manner. This may 
include the athlete’s inability to demonstrate abilities because of pain; 

v. An athlete is unable to communicate effectively with the Classification Panel; 
vi. In the reasonable opinion of the Classification Panel the athlete is physically or 

mentally unable to comply with the instructions of the Classification Panel; 
vii. The athlete refuses to comply with any reasonable instructions given by any 

Classification Personnel to such an extent that Athlete Evaluation cannot be 
conducted in a fair manner; and/or 

viii. The athlete’s representation of their abilities is inconsistent with any information 
available to the Classification Panel to such an extent that Athlete Evaluation cannot 
be conducted in a fair manner. 

f. Sport Class 
i. Para Rowing Sport Classes are: 

1) PR3-PI;  
2) PR3-PI and eligible for the PR3Mix2x;  
3) PR3-PI and not eligible for the PR3Mix2x;  
4) PR3-B1;  
5) PR3-B2;  
6) PR3-B3;  
7) PR2;  
8) PR1; and  
9) Not Eligible (NE).  
The Eligibility Requirements for each Sport Class are set out at Regulation 
9). 

iv.クラス分けパネルは、最終的なスポーツクラスとスポーツクラスステータスを割り当て
る前に水上観察評価を行う場合がある。水上での観察評価は、技術評価の原則に
従って実施され、技術評価を補完する。これによりクラス分けパネルは、競技者が水
上の競技状況で、ボートに乗った状態で機能的能力を発揮することができるか否かを
判断することができる。 

v. 競技者が競技観察評価を受けなくてはならない場合、クラス分けパネルは競技者に
評価の目的と理由、実施方法と評価担当者を説明する。 

e. アスリート評価の中断 - クラス分けパネルは、競技者にスポーツクラスを割り当てること
ができない場合、チーフクラシファイヤ―と協議の上、アスリート評価を中断止することが
できるが、これには以下の 1 つ以上の状況が含まれる。 
i. 競技者が、関連するクラス分け規約のいずれかの部分を順守しなかった場合。 
ii. 競技者が、クラス分けパネルが合理的に要求する医療情報を提供しなかった場合。 
iii. クラス分けパネルは、競技者が開示した薬物および／または医療処置／装置／イン

プラントの使用（または不使用）が、公正な方法でアスリート評価を実施する能力に影
響を与えると考えている。 

iv. 競技者は、アスリート評価中にクラス分けパネルの要請に応じることを制限または禁
止する可能性のある身体状態を有しており、クラス分けパネルは、これが公正な方法
でアスリート評価を実施する能力に影響を与えると考える。これには、競技者が痛み
のために能力を発揮できないことが含まれる場合がある。 

v.競技者がクラス分けパネルと効果的なコミュニケーションをとることができない場合。 
vi.競技者が身体的または精神的にクラス分けパネルの指示に従うことができないとクラ

ス分けパネルが合理的に判断した場合。 
vii.競技者が、クラス分け従事者によるいかなる正当な指示にも従わず、公正なアスリー

ト評価の実施が不可能な場合。 
viii.競技者が示す能力が、アスリート評価が公正な方法で実施できないほど、クラス分け

パネルが入手可能な情報と一致しない場合。 
f.スポーツクラス 

i.パラローイングのスポーツクラスは 
1)PR3-PI 
2)PR3-PI で、PR3Mix2x 出場可 
3)PR3-PI で、PR3Mix2x 出場可  
4)PR3-B1 
5)PR3-B2 
6)PR3-B3; 
7)PR2 
8)PR1 
9)不適格（NE）。 
各スポーツクラスの適格要件は、規定 9）に記載されている。 
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ii. The means by which a Sport Class is allocated is described in the World Rowing Para 
Rowing Classifiers Manual. A Sport Class will be allocated to an athlete following 
completion of the Athlete Evaluation. 

iii. Sport Class: Not Eligible (NE)  
1) An athlete who does not have a health condition that leads to an Eligible 

Impairment or has an impairment that does not meet the minimum impairment 
criteria must be allocated a Sport Class of Not Eligible.  

2) The Sport Class Not Eligible does not infer that the Athlete does not have an 
impairment. 

3) If a World Rowing International Classification Panel allocates an athlete a Sport 
Class of Not Eligible, the athlete shall undergo Athlete Evaluation by a second 
International Classification Panel either immediately or as soon as practical 
thereafter. If the second Classification Panel confirms that the athlete’s Sport Class 
is NE, the athlete will not be eligible to compete and will have no further right to 
Protest.  

4) Pending any such second assessment the athlete will be allocated a Sport Class 
Not Eligible and Sport Class Status Review (R) and will not be permitted to 
compete. Upon being confirmed as NE by a second Classification Panel, the athlete 
will be allocated a Sport Class Status of Not Eligible Confirmed (C). 

g. Sport Class Status 
i. A Sport Class Status will be allocated to an athlete following allocation of a Sport 

Class. 
ii. Sport Class Status New (N) 
1) New status must be allocated when an athlete has not been evaluated by a World 

Rowing International Classification Panel, but who has been classified by two Trainee 
Classifiers (one Medical and one Technical), or one Trainee and one International 
Classifier, within their own member federation or region.  

2) N Status Athletes must complete an Athlete Evaluation by a World Rowing 
International Classification Panel prior to competing at an International or World 
Rowing Recognised Event. 

iii. Sport Class Status Review (R) 
1) A Classification Panel which consists of one Classifier may only designate a Sport 

Class with Sport Class Status Review.  
2) A Classification Panel with at least one of the Classifiers from the athlete’s own 

country may only designate a Sport Class with Sport Class Status Review.  
3) If under Regulation 4)f)iii)(3) the second Classification Panel finds the athlete is 

eligible, then the athlete will be allocated a Sport Class Status Review (R) until the 
next classification opportunity. 

4) An athlete will be issued a Sport Class Status Review (R) if the Classification 
Panel believes that further Athlete Evaluation will be required before an athlete 
can be allocated Sport Class Status Confirmed. This may be for a number of 
reasons, including but not limited to situations where the athlete:  

a) has only recently entered competition in Para Rowing;  
b) has a fluctuating and/or progressive Impairment/ Impairments that is/are  
permanent but not stable;  
c) is a minor.  

5) If a World Rowing International Classification Panel assigns an athlete with a 
Sport Class Status Review, it shall set a date that shall be referred to as the 
“Review 

ii.スポーツクラスが割り当てられる方法は、ワールドローイングパラローイングクラシファイヤ―マニ
ュアルに記載されている。スポーツクラスの割り当ては、アスリート評価の完了後に行われる。 

iii.スポーツクラス：不適格 (NE) 
1) 適格な障がいにつながる身体状態を持たない競技者、または最小障がいを満たさない障

がいを持つ競技者は、スポーツクラスを「NE」としなければならない。 
2) スポーツクラス「NE」は、競技者が障がいを持たないことを示すものではない。 
3)ワールドローイング国際クラス分けパネルが競技者のスポーツクラスを「NE」とした場合、当該

競技者は、直ちにまたはその後可能な限り速やかに、第 2 の国際クラス分けパネルによるア
スリート評価を受けなければならない。第二のクラス分けパネルが、競技者のスポーツクラス
を「NE」とすることを確認した場合、当該競技者は競技に参加する資格がなく、それ以上の
抗議の権利を持たない。 

4)このような二次評価が行われるまで、競技者はスポーツクラス「NE」およびスポーツクラスス
テータス「Review」（R）を割り当てられ、競技を行うことはできない。2 回目のクラス分けパネ
ルで「NE」と確認された場合、競技者にはスポーツクラスステータス「Confirm」（C）が割り当
てられる。 

g.スポーツクラスのステータス 
i.スポーツクラスのステータスは、スポーツクラスの割り当て後に競技者に割り当てられる。 
ii.スポーツクラスのステータス 新(N) 

1)ワールドローイング国際クラス分けパネルによる評価を受けていない競技者が、所属する連
盟や地域内で 2 人のトレーニークラシファイヤ―（メディカルクラシファイヤ―とテクニカルクラ
シファイヤ―）、または 1 人のトレーニークラシファイヤ―と 1 人の国際クラシファイヤ―によ
ってクラス分けされた場合、新たなステータスが割り当てられなければならない。 

2) N ステータスの競技者は、国際大会またはワールドローイング公認大会に出場する前に、ワ
ールドローイング国際クラス分けパネルによるアスリート評価を受けなければならない。 

iii.スポーツクラスステータス（R） 
1) クラス分けパネルが 1 名のクラシファイヤ―で構成される場合、スポーツクラス指定では、

必ずスポーツクラスステータス Review（R）を指定しなくてはならない。 
2)競技者の母国から少なくとも 1 名のクラシファイヤ―が参加しているクラス分けパネルは、ス

ポーツクラス指定では、必ずスポーツクラスステータスレビュー（R）を指定しなくてはならな
い。 

3)規定 4)f)iii)(3)に基づき、第 2 回クラス分けパネルが競技者に資格があると判断した場合、
その競技者は次のクラス分け機会までスポーツクラスステータスレビュー(R)が割り当てられ
る。 

4)競技者がスポーツクラスのステータスを確定する前に、さらなるアスリート評価が必要である
とクラス分けパネルが判断した場合、競技者にスポーツクラスステータスレビュー（R）が発行
される。これは、次のような状況を含むがこれに限定されない様々な理由によるものである。 
a)競技者が最近になってパラローイング競技に参加した。 
b) 競技者が、変動および／または進行性の障がい／恒久的であるが安定していない障が

いを有する。 
c) 競技者が未成年である。 

5)ワールドローイング国際クラス分けパネルがスポーツクラスステータスレビューを競技者に割
り当てた場合、「再評価有効日付」と呼ばれる日付を設定しなければならない。 
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Date”. This date shall depend on the characteristics of the individual case but must 
be clearly indicated in the Classification Panel decision. The reason for review shall 
also be documented.  

6) Prior to the Review Date, the athlete:  
a) Shall not be required to attend Athlete Evaluation;  
b) Shall retain the Sport Class assigned to that athlete, with Sport Class Status 

Review, and be permitted to compete accordingly.  
7) A Review Date may only be set by a World Rowing International Classification 

Panel. An athlete with Sport Class Status Review is required to complete Athlete 
Evaluation at the first opportunity after the Review Date. The athlete shall not be 
eligible to compete again in that Sport Class after the Review Date unless they 
have completed the required Athlete Evaluation. 

iv. Sport Class Status Confirmed (C) – Sport Class Status Confirmed (C) is assigned to 
an athlete who has been evaluated by a World Rowing International Classification 
Panel and the International Classification Panel has determined that the athlete’s 
Sport Class will not change. An athlete with a C Sport Class Status must undergo 
Athlete Evaluation if a Protest is made by World Rowing or in the event of a change in 
the relevant Rules or Regulations. 

h. Medical Review 
i. A change in the nature or degree of an athlete’s Impairment may mean that a review is needed to 

ensure that any Sport Class allocated to that athlete is correct. This review is referred to as 
‘Medical Review’. A Medical Review is commenced by way of a ‘Medical Review Request’. 

ii. An athlete’s member federation shall request a Medical Review of an athlete if it believes that, as 
a result of a medical intervention (for example, surgery or other treatment), or progression of their 
disability, that their Impairment and Activity Limitations are no longer consistent with the athlete’s 
Sport Class or Sport Class Status (better or worse). 

iii. The Medical Review Request must be made to the CAP via classification@worldrowing.com. It 
must include an explanation of how and to what extent the athlete’s relevant impairment has 
changed and why the member federation believes that the athlete’s Sport Class may no longer be 
accurate. All relevant supporting documentation must be uploaded by the member federation to 
the World Rowing Pre-Classification Portal. 

iv. The CAP must decide whether or not the Medical Review Request will be upheld as soon as is 
practicable following receipt of the Medical Review Request. The CAP may seek assistance from 
qualified Medical Classifiers or an EAC if needed. 

v. If the Medical Review Request is upheld, the athlete’s Sport Class Status will be amended to 
Review (R) pending the outcome of evaluation by a Classification Panel. 

i. Notification of Athlete Evaluation 
i. Following completion of the Medical and Technical Assessment by a Classification 

Panel, the athlete will be allocated a Sport Class and Sport Class Status and advised 
orally of the outcome at the completion of the evaluation. 

ii. The Sport Class and Sport Class Status allocated to the athlete following completion 
of the Athlete Evaluation at a Competition will be notified to the member federation 
representative for the athlete and a copy of the classification documentation will be 
provided before the end of competition. 

iii. The results of Athlete Evaluations undertaken at a Competition will be published on 
the event notice board prior to competition commencing. 

日付」とする。この日付は、個々のケースの特性によって異なるが、クラシフィケーションパネ
ルの決定に明確に示されていなければならない。また、レビューの理由も文書化しなければ
ならない。 

6)レビュー日より前に、競技者は 
a)アスリート評価への参加は必須ではない。 
b)その競技者に割り当てられたスポーツクラス、スポーツクラスステータスレビューを保持す

るため、それに応じて競技を行うことが認められる。 
7)レビュー日は、ワールドローイング国際クラス分けパネルによってのみ設定される。スポーツク

ラスのステータスレビューの競技者は、レビュー日後の最初の機会に、アスリート評価を完了
することが求められる。当該競技者は、必要とされるアスリート評価を完了しない限り、レビュ
ー日以降、当該スポーツクラスにおいて再び競技する資格を有しないものとする。 

iv. スポーツクラスステータス確定(C) – スポーツクラスステータス確定(C)は、ワールドローイング
国際クラス分けパネルによって評価され、国際クラス分けパネルがその競技者のスポーツクラ
スを今後変更しないと決定した競技者に割り当てられる。スポーツクラスステータスが C である
競技者は、ワールドローイングによって抗議がなされた場合、または関連する規則・ 規定が変
更された場合には、アスリート評価を受けなければならない。 

h. メディカルレビュー 
i. 競技者の障がいの性質や程度に変化があった場合、その競技者に割り当てられたスポーツク

ラスが正しいかどうかを確認するための見直しが必要になることがある。この見直しは「メディカ
ルレビュー」と呼ばれる。メディカルレビューは、「メディカルレビュー申請」によって開始される。 

ii. 競技者の加盟国協会は、医学的治療（例えば、手術やその他の治療）の結果、または障がい
の進行により、障がいおよび活動制限が競技者のスポーツクラスまたはスポーツクラスステータ
スと一致しなくなった（良くも悪くも）と考える場合、競技者のメディカルレビューを要求するものと
する。 

iii. メディカルレビューの申請は、classification@worldrowing.com を通じて CAP に提出すること。この
要請には、競技者の関連する障がいがどのように、またどの程度変化したのか、そして加盟国
協会が競技者のスポーツクラスがもはや正確ではないと考える理由についての説明が含まれ
なければならない。すべての関連書類は、加盟国協会がワールドローイングプレクラシフィケー
ションポータルにアップロードしなければならない。 

iv.CAP は、メディカルレビュー申請の受領後、実務上可能な限り速やかに、メディカルレビュー申
請を支持するか否かを決定しなければならない。CAP は、必要に応じて、資格のあるメディカル
クラシファイヤ―または EAC に支援を求めることができる。 

v. メディカルレビュー申請が支持された場合、競技者のスポーツクラスのステータスは、クラス分
けパネルによる評価の結果が出るまでレビュー（R）に修正される。 

i.アスリート評価の通知 
i. クラス分けパネルによる医学・技術評価の完了後、競技者はスポーツクラスとスポーツクラスス

テータスを割り当てられ、評価完了時に口頭で結果を通知される。 
ii.大会におけるアスリート評価の完了後に競技者に割り当てられたスポーツクラスおよびスポーツ

クラスステータスは、競技者を担当する加盟国協会の代表者に通知され、大会の終了前にク
ラス分け文書のコピーが提供される。 

iii.大会において実施されたアスリート評価の結果は、競技開始前に大会掲示板に掲載される。 
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iv. The Classification Master List will also be published on www. worldrowing.com as 
soon as possible following the Competition. 

j. Intentional Misrepresentation 
i. Athletes must not intentionally misrepresent their skills and/ or abilities and/or the 

degree or nature of Eligible Impairment to a Classification Panel. If athletes attempt to 
deceive the Classification Panel during the course of Athlete Evaluation, they are guilty 
of Intentional Misrepresentation. 

ii. Any athlete who intentionally misrepresents their skills and/or abilities and/or the 
degree or nature of their Eligible Impairment by any other act or omission is guilty of 
Intentional Misrepresentation. 

iii. Intentional Misrepresentation includes misrepresentation away from Athlete 
Evaluation, including misrepresentation after allocation of a Sport Class such as a 
failure to make a medical notification as to a change in impairment that an athlete or 
athlete Support Personnel knows does or may affect a Sport Class. It also includes 
actions prior to evaluation, such as deliberately tiring the body as in a coordination 
impairment, or failure to take prescribed medication. 

iv. Any athlete or athlete Support Personnel, who knowingly assists, covers up or 
disrupts the evaluation process with the intention of deceiving or misleading the 
Classification Panel, or is in any other way involved in any other type of complicity 
involving Intentional Misrepresentation is guilty of Intentional Misrepresentation. 

v. If World Rowing commences disciplinary proceedings against an athlete or athlete 
Support Personnel in respect of Intentional Misrepresentation (and/or complicity 
involving Intentional Misrepresentation), the Executive Committee may, at or after the 
time of notification of such proceedings, impose a provisional suspension on the 
person or persons concerned. 

vi. An athlete or athlete Support Personnel who is subject to a provisional suspension 
may not, during the period of provisional suspension, participate in any capacity in any 
competition, event or other activity organised, convened, authorised or recognised by 
World Rowing and its member federations. 

vii. An athlete or athlete Support Personnel who receives notice of a provisional 
suspension may apply to the Executive Committee for any provisional suspension to 
be lifted on the basis that facts exist that make it clearly unfair, in all of the 
circumstances, for a provisional suspension to be imposed. 

viii. If the Executive Committee imposes a provisional suspension it should ensure there 
can be an expedited hearing no later than 14 days after the date of application by the 
athlete or athlete Support Personnel for such a hearing. 

ix. The consequences that will be applied to an athlete or athlete Support Personnel who 
is found to have been guilty of Intentional Misrepresentation and/or complicity 
involving Intentional Misrepresentation shall be one or more of the following: 
1) Disqualification from all events at the Competition at which the Intentional 

Misrepresentation occurred; or 2) Not eligible for Athlete Evaluation or participation 
in any Competition, event or other activity organised, convened, authorised or 
recognised by World Rowing and its member federations for a specified period of 
48 months. 

x. The consequences that will be applied to an athlete or athlete Support Personnel who 
is found to have been guilty of Intentional Misrepresentation and/or complicity 
involving Intentional Misrepresentation on more than one occasion is up to a lifetime 
period of being not eligible for Athlete Evaluation or participation in any Competition, 
event or 

iv. 同様に、クラス分けマスターリストは、大会終了後、速やかに www.worldrowing.com に掲載さ
れる。 

j. 故意の不実告知 
i. 競技者は、自らの技術および／または能力、および／または適格な障がいの程度もしくは性質

につい て、クラス分けパネルに対して故意に虚偽の陳述をしてはならない。競技者が、アスリー
ト評価の過程において、クラス分けパネルを欺こうとした場合、故意の不実告知とみなされる。 

ii.その他の作為または不作為により、自分の技能および／または能力、および／または
自分の適格な障がいの程度や性質を故意に不正確に伝えた競技者は、故意の不実
告知とみなされる。 

iii. 故意の不実告知には、アスリート評価以外での不実告知も含まれる。例えばスポーツ
クラスの割り当て後、競技者の障がいが変化した場合、それがスポーツクラスに影響
を及ぼす、または及ぼし得ることを競技者または競技者サポートスタッフが知っていた
にも関わらず通知しなかった場合も含まれる。また、協調障がいと見せかけるために
わざと身体を疲弊させたり、わざと処方薬を服用しないなど、アスリート評価前の行動
も該当する。 

iv. 競技者またはサポートスタッフが、クラス分けパネルを欺く、または誤解を招く目的で、
故意に加担または隠ぺいした、または評価工程を妨害した場合、またはいかなる形で
も故意の不実告知に関わるその他共謀に関与した場合、故意の不実告知とみなされ
る。 

v. 故意の不実告知（および／または故意の不実告知に関わる共謀）に関してワールドローイングが
競技者またはサポートスタッフに対する懲罰措置の手続きをとる場合、常任理事会はかかる手
続きの通知時または通知後に、関係当時者に暫定出場停止処分を科すことがある。 

vi. 暫定出場停止処分を科せられた競技者または競技者サポートスタッフは、暫定出場
停止処分の期間中はいかなる権利をもってしても、ワールドローイングとその加盟国協
会が主催、招集、公認するいかなる大会、試合、その他いかなる活動にも参加するこ
とはできない。 

vii.暫定出場停止処分の通知を受領した競技者または競技者サポートスタッフは、あら
ゆる状況に鑑みても、明らかに暫定出場停止処分は公正でないとする事実がある場
合、常任理事会に対して暫定出場停止処分の撤回を申し立てることができる。 

viii.常任理事会が暫定出場停止処分を科した場合、競技者またはサポートスタッフから
緊急聴聞会の申請があった日から 14 日以内に、かかる聴聞会が行われるよう手配
すること。 

ix. 故意の不実告知をした、および／または故意の不実告知に関わる共謀に関与したと
みなされた競技者または競技者サポートスタッフには、以下の 1 つ以上の処罰が適
用される。 
1) 故意の不実告知があった大会での、すべての試合で失格 または 
2) アスリート評価、またはワールドローイングおよび加盟国協会が主催、招集、公認す

るいかなる大会、試合、その他活動への 48 か月間の参加禁止。 
x. 故意の不実告知、および／または故意の不実告知に関わる共謀に２回以上関与し

たとみなされた競技者または競技者サポートスタッフには、アスリート評価、 
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other activity organised, convened, authorised or recognised by World Rowing and its 
member federations. 

xi. If an athlete or athlete Support Personnel is subject to disciplinary proceedings by 
another International Sports Body in respect of Intentional Misrepresentation which 
results in the imposition of a penalty, then that penalty shall also be recognised by 
World Rowing and shall be applied as if the Intentional Misrepresentation had 
occurred under these Regulations. 

xii. Any consequences to be applied to crews or member federations, which include an 
athlete or athlete Support Personnel who is found to have been guilty of Intentional 
Misrepresentation and/or complicity involving Intentional Misrepresentation, will be at 
World Rowing’s discretion. 

k. Publication of Penalties – World Rowing will disclose on its website details of 
penalties imposed upon athletes and athlete Support Personnel found in breach 
of these Regulations and Bye-Laws. 

5. Protests 
a. The term “Protest” in these Regulations refers to a process by which the 

outcome of Athlete Evaluation may be challenged. 
i. A Protest may be made in respect of the allocation of a Sport Class to an Athlete. No 

Protest may be made in respect of the designation of an Athlete’s Sport Class Status. 
ii. An accepted Protest will result in Athlete Evaluation being conducted by a 

Classification Panel, which will be referred to as a “Protest Panel”. 
iii. A Protest for a VI classification should be communicated to the Chief Classifier and 

through consultation with the IBSA classification panel may be accepted or declined. If 
another IBSA classification panel is available at the same event the panel can be 
appointed as the Protest Panel. If another panel is not available then the protest will 
be referred to the next available opportunity for VI classification. 

iv. Protests shall be resolved in a manner that minimizes the impact on 
competition participation, competition schedules and results. 

b. Parties Permitted to Make a Protest  
Protests may only be made by the following parties:  
i. A member federation;  
ii. World Rowing. 

c. Member Federation Protests 
i. A member federation may make a Protest on behalf of an athlete. 
ii. A member federation Protest must be made at a Competition, or at a non-

competition venue as provided for in these Regulations. 
iii. The member federation making the Protest is responsible for ensuring that all Protest 

procedure requirements are complied with. 
iv. A member federation may not make a Protest in respect of the Sport Class of 

any athlete who is under the jurisdiction of another member federation. If a 
member federation believes there are grounds for a Protest in respect of the 
Sport Class allocated to such an athlete it may request World Rowing to 
make a Protest while providing evidence for the reason for this request. Such 
requests must be submitted in writing by the member federation to 
classification@worldrowing.com and must include the evidence for the 
reason for this request. 

またはワールドローイングおよび加盟国協会が主催、招集、公認するいかなる大会、試合、そ
の他活動への参加が、最長で永久的に禁止される。 

xi.競技者または競技者サポートスタッフが、故意の不実告知に関して他の国際競技団
体から懲罰処分をうけ、その結果として処罰が科された場合、その処罰はワールドロ
ーイングも公認し、本規定の下で行われた故意の不実告知に対する処罰とみなされ
るものとする。 

xii.故意の不実告知および故意の不実告知に関わる共謀をしたとみなされた競技者ま
たは競技者サポートスタッフなど、所属メンバーまたは加盟国協会に科された処罰は
いかなるものも、ワールドローイングの裁量に委ねられる。 

k.罰則の公示 -ワールドローイングは、本規則および細則に違反したことが判明した競技者
および競技者サポートスタッフに科せられた罰則の詳細をウェブサイトで公表する。 

5.抗議 
a.本規則における「抗議」という用語は、アスリート評価の結果に異議を唱えるプロセスを意

味する。 
i.抗議は、競技者へのスポーツクラスの割り当てに関して行うことができる。競技者のスポーツクラ

スステータスの指定に関しては、抗議を行うことはできない。 
ii.抗議が受理された場合、クラス分けパネルによるアスリート評価が行われる。以下これを「抗議

パネル」という。 
iii.VI クラス分けに対する抗議は、チーフクラシファイヤ―に伝えられ、IBSA クラス分けパネルとの

協議を経て、受け入れられるか否かが決定されるべきである。同じイベントで他の IBSA クラス分
けパネルが利用可能な場合、そのパネルを抗議パネルとして任命することができる。他のパネ
ルが利用できない場合、抗議は VI クラスの次の利用可能な機会に委ねられることになる。 

iv.抗議は、大会参加、大会スケジュール、結果への影響を最小限に抑える方法で解決するもの
とする。 

b.抗議を行うことができる当事者 
抗議は、以下の当事者のみが行うことができる。 
i.加盟国協会 
ii.ワールドローイング 

c.加盟国協会の抗議活動 
i.加盟国協会は、競技者に代わって抗議を行うことができる。 
ii.加盟国協会の抗議は、大会会場または本規則に規定された大会外会場で行われな

ければならない。 
iii.抗議を行う加盟国協会は、抗議手順のすべての要件が遵守されていることを確認す

る責任がある。 
iv.加盟国協会は、他の加盟国協会の管轄下にある競技者のスポーツクラスに関して抗

議を行うことはできない。加盟国協会が、そのような競技者に割り当てられたスポーツ
クラスに関して抗議の根拠があると考える場合には、その理由を示す証拠を提出した
上で、ワールドローイングに抗議を要請することができる。このような要請は、加盟国協
会が書面で classification@worldrowing.com に提出しなければならず、この要請の
理由となる証拠を含まなければならない。 
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d. Member Federation Protest Procedure 
i. Protests must be submitted in English on a World Rowing Classification Protest Form 

(available on the World Rowing website). The information and documentation to be 
submitted with the Protest Form must include the following: 
1) The name and member federation of the athlete whose Sport Class is being 

protested;  
2) Details of the Protested Decision and/or a copy of the Protested Decision;  
3) A reasoned explanation for the Protest, including why the member federation 

believes the Protested Decision is flawed; 
4) All documents and other evidence to be offered in support of the Protest;  
5) the signature of the member federation representative; and  
6) A fee of one hundred (100) Euros or equivalent. 

ii. The Protest Form, supporting explanation and documentation, and fee, must be 
submitted to the Chief Classifier for the relevant Competition within two (2) hours of 
the Classification Panel’s decision regarding the Sport Class being published. Upon 
receipt of the Protest Form and the information and/ or documentation specified 
above, the Chief Classifier shall conduct a review of the Protest to determine if there is 
a valid reason for a Protest and if all the necessary information is included. 

iii. If it appears to the Chief Classifier that the Protest is not supported by evidence 
and/or otherwise does not comply with the relevant Protest procedures, the Chief 
Classifier shall decline the Protest and notify all relevant parties. In such cases, the 
Chief Classifier shall provide a verbal explanation as soon as possible and a written 
explanation to the member federation as soon as is practicable. World Rowing will 
retain the Protest fee. 

iv. If the Chief Classifier declines a Protest, the member federation may resubmit the 
Protest if it is able to remedy the deficiencies identified by the Chief Classifier. The 
time frame for re-submitting a Protest shall be 2 hours from the time the member 
federation is notified of the decision. If the member federation is unable to provide the 
additional documentation within the time frame, they must request an extension of 
time, submitting in writing the reason for the delay, and the expected time frame 
required to remedy the deficiencies. The Chief Classifier will verbally and in writing 
approve the request if a reasonable explanation is provided. 

v. If it appears to the Chief Classifier that the Protest is supported by evidence and 
complies with the relevant Protest procedures the Protest must be accepted. 

vi. If the Protest is accepted: 
1) The athlete’s Protested Sport Class shall remain unchanged pending the outcome 

of the Protest and the athlete’s Protested Sport Class Status shall be retained or 
amended as or to Sport Class Status Review (R) as appropriate;  

2) The Chief Classifier shall appoint a Protest Panel to resolve the Protest as soon as 
is reasonably possible, which must be, if practicable, at the Competition at which 
the Protest was made. If the Protest occurs outside of an event, the Classification 
Coordinator shall make every attempt to resolve the Protest as soon as is 
reasonably possible, which may be at the next Competition. 

3) The members of the Protest Panel should have had no direct involvement in the 
evaluation that led to the most recent allocation of the Athlete’s Sport Class, unless 
that evaluation took place more than twelve (12) months prior to the Protest being 
submitted. 

d. 加盟国協会の抗議手順 
i. 抗議は、英語でワールドローイングクラシフィケーション抗議書（ワールドローイングのウェブサイト

から入手可能）に記入して提出しなければならない。抗議書と一緒に提出する情報や書類に
は、以下のものが含まれていなければならない。 
1) スポーツクラスの抗議を受けた競技者の名前と加盟国協会。 
2) 抗議の対象となった判定の詳細および/または抗議された判定のコピー。 
3) 抗議の対象となった判定に欠陥があると加盟国協会が考える理由を含む、抗議の理由を説

明する。 
4) 抗議を支持するために提供されるすべての文書およびその他の証拠。 
5) 加盟国協会代表者の署名、および 
6) 100 ユーロまたはその相当額の手数料。 

ii.抗議書、補足説明や書類、手数料は、スポーツクラスに関するクラス分けパネルの決定が公表
されてから 2 時間以内に、該当する大会のチーフクラシファイヤ―に提出しなければならない。
チーフクラシファイヤ―は、抗議書および上記の情報・書類を受領した後、抗議の正当な理由
があるかどうか、また必要な情報がすべて含まれているかどうかを判断するために、抗議書の
審査を行うものとする。 

iii. 抗議が証拠によって裏付けられていない、あるいは関連する抗議手順に従っていないとチーフ
クラシファイヤ―が判断した場合、チーフクラシファイヤ―は抗議を拒否し、すべての関連当事
者に通知しなければならない。このような場合、クラシファイヤ―は可能な限り早く口頭で説明
し、可能な限り早く書面で加盟国協会に説明しなければならない。ワールドローイングは抗議料
を徴収する。 

iv. チーフクラシファイヤ―が抗議を拒否した場合、加盟国協会は、チーフクラシファイヤ―によっ
て指摘された不備を修復することができれば、抗議を再提出することができる。抗議を再提出
するための時間枠は、加盟国協会にその決定が通知された時点から 2 時間とする。加盟国協
会が期限内に追加書類を提出できない場合、加盟国協会は、遅延の理由と不備を修正する
ために必要な予想期間を書面で提出し、期限の延長を申請しなければならない。合理的な理
由が提示された場合、チーフクラシファイヤ―は口頭および書面でその要求を承認する。 

v. 抗議が証拠によって裏付けられており、関連する抗議手順に準拠しているとチーフクラシファイ
ヤ―が判断した場合、抗議は受理されなければならない。 

vi. 抗議が受け入れられた場合 
1) 抗議の対象となった競技者のスポーツクラスは、抗議の結果が出るまで変更されないものと

し、抗議の対象となった競技者のスポーツクラスのステータスは、場合に応じて、レビュー
（R）のまま変更されない、またはレビュー（R）に修正される。 

2) チーフクラシファイヤ―は、異議申し立てを合理的に可能な限り早く解決するため
に、抗議パネルを任命しなければならない。抗議が大会外で発生した場合、クラス
分けコーディネーターは、次の大会で可能な限り早急に抗議を解決するように努め
なければならない。 

3) 抗議パネルのメンバーは、競技者に割り当てられた直近のスポーツクラスの評価に
は直接関与していないこと。ただし、直近の評価が抗議申し立ての 12 カ月以上前
に行われた場合はこの限りではない。 
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vii. The Chief Classifier will notify all relevant parties of the time and date for the Athlete 
Evaluation that will be conducted by the Protest Panel. 

e. World Rowing Protests 
i. World Rowing may make a Protest in respect of the Sport Class of any athlete under 

its jurisdiction at any time. 
ii. World Rowing may make a Protest regarding the Sport Class of an athlete if it has 

good reason to believe that the athlete’s ability to execute the specific tasks and 
activities fundamental to rowing are not consistent with the Sport Class that has been 
allocated to the athlete. 

f. World Rowing Protest Procedure 
i. The CAP will advise the relevant member federation at the earliest possible opportunity 

that a Protest is being made. 
ii. The CAP will provide the member federation with a reasoned explanation as to why 

the Protest has been made and the basis on which the CAP believes that the Protest 
is justified. 

iii. If World Rowing makes a Protest:  
1) The athlete’s Protested Sport Class shall remain unchanged pending the outcome 

of the Protest but the athlete’s Protested Sport Class Status shall be retained or 
amended as or to Sport Class Status Review (R) as appropriate;  

2) A Protest Panel must be appointed to resolve the Protest as soon as is reasonably 
possible. 

iv. A Chief Classifier may make a Protest for and on behalf of World Rowing if it is in the 
interests of fairness to athletes to do so. 

g. Resolving a Protest: the Protest Panel 
i. A Protest Panel must be appointed by the Chief Classifier in a manner consistent with 

the provisions in these Regulations relating to the appointment of a Classification 
Panel (see Regulation 3)). 

ii. A Protest Panel must not include any person who:  
1) was a member of the Classification Panel that made the Protested Decision; or 2) 

has been a member of a Classification Panel that has conducted any Athlete 
Evaluation in respect of the athlete with the Protested Decision within a period of 
twelve (12) months prior to the date of the Protested Decision, save that the 
member federation may agree to a Protest Panel comprising such a person. 

iii. The Chief Classifier will supply all documentation submitted with the Protest Form to 
the Protest Panel. The Chief Classifier will notify all relevant parties of the time and 
date for the relevant components of Athlete Evaluation that will be conducted by the 
Protest Panel. 

iv. The Protest Panel will conduct the relevant components of Athlete Evaluation. The 
Protest Panel may make enquiries of the Classification Panel that made the Protested 
Decision and of the Chief Classifier if such enquiries will enable the Protest Panel to 
complete Athlete Evaluation in a fair and transparent manner. 

v. The Protest Panel may seek additional medical, sport, or scientific expertise in 
reviewing an Athlete’s Sport Class, when deemed necessary, to assist with the 
decision. 

vi. The Protest Panel will (if able to do so) allocate a Sport Class and designate a Sport 
Class Status. All relevant parties shall be notified of the Protest Panel’s decision as 
quickly as possible following Athlete Evaluation. World Rowing will retain the Protest 
fee unless the Protest is upheld. 

vii.チーフクラシファイヤ―は、抗議パネルが実施するアスリート評価の日時をすべての関係者に
通知する。 

e.ワールドローイングの抗議 
i.ワールドローイングは、その管轄下にある競技者のスポーツクラスに関して、いつでも抗議を行うこ

とができる。 
ii. ワールドローイングは、ローイング特有の特定の動きや運動を行う競技者の能力が、実際に割り

当てられたスポーツクラスと一致しないと信じるに足る正当な理由がある場合、その競技者のス
ポーツクラスに対して抗議を申し立てることができる。 

f. ワールドローイングの抗議手順 
i. CAP は可能な限り早い機会に、抗議が行われていることを関連する加盟国協会に通知する。 
ii. CAP は、抗議が行われた理由と、CAP が抗議が正当であると考える根拠について、理由を示し

た説明を加盟国協会に提供する。 
iii. ワールドローイングが提訴を行った場合 

1) 抗議の対象となった競技者のスポーツクラスは、抗議の結果を待つ間はそのまま変更され
ないものとする。ただし、抗議の対象となった競技者のスポーツクラスのステータスは適宜、
レビュー（R）のまま、またはレビュー（R）に修正されるものとする。 

2) 適切な範囲で可能な限り早急に抗議を解決するために、抗議パネルが任命されなければな
らない。 

iv.チーフクラシファイヤ―は、競技者の公平を期すために必要な場合は、ワールドローイングを代
表して抗議を行うことができる。 

g. 抗議の解決：抗議パネル 
i.抗議パネルは、クラス分けパネルの任命に関する本規則の規定（規定 3）を参照）に沿った方法

で、チーフクラシファイヤ―が任命しなければならない。 
ii. 抗議パネルには、以下の者が含まれていてはならない。 

1)抗議の対象となった判定を行ったクラス分けパネルのメンバー 
2) 抗議の対象となった判定がなされた日からさかのぼって 12 か月間に、抗議の対象となった

競技者のアスリート評価を行ったことのあるクラス分けパネルのメンバー。ただし、かかる人物
を抗議パネルに任命することに加盟国協会が同意した場合は除く。 

iii. チーフクラシファイヤ―は、抗議書とともに提出されたすべての文書を抗議パネルに提供する。
チーフクラシファイヤ―は、すべての関係者に対し、抗議パネルが実施するアスリート評価に関
連する部分の日時を通知する。 

iv.抗議パネルは、アスリート評価の関連部分を実施する。抗議パネルは、抗議された判定を行っ
たクラス分けパネルおよびチーフクラシファイヤ―に対して、当該質問を行うことにより、抗議パ
ネルが公正かつ透明性のある方法でアスリート評価を完了することができる場合には、質問を
行うことができる。 

v. 抗議パネルは、必要と判断した場合、競技者のスポーツクラスの審査において、判断を助ける
ために、医学、スポーツ、または科学の専門家を追加で求めることができる。 

vi. 抗議パネルは、（それが可能な場合）スポーツクラスを割り当て、スポーツクラスステ
ータスを指定する。すべての関係者は、アスリート評価後、可能な限り速やかに抗議
パネルの決定を通知される。ワールドローイングは、抗議が支持されない限り、抗議料
を保持する。 
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vii. The decision of the Protest Panel is final and is not subject to any further 
member federation Protest. 

h. Provisions Where No Protest Panel is Available 
i. If a Protest is made at a Competition but there is no opportunity for the Protest 

to be resolved at that Competition, then: 
1) The athlete with a Protested Decision will be permitted to compete within the Sport 

Class that is the subject of the Protest, pending the resolution of the Protest;  
2) All reasonable steps will be taken to ensure that the Protest is resolved at the 

earliest opportunity. 
i. Outcomes of Protest  

i. If a Protest results in the Sport Class of an athlete being changed to a Sport 
Class with less impairment (a more functional Sport Class), then any results 
of that athlete and the crew of that athlete, and any prizes won, since the 
effective date of the change of Sport Class resulting from the Protest shall be 
cancelled and forfeited respectively.  

ii. If medal placings are affected, the medals shall be re-awarded as necessary 
in accordance with the decision.  

iii. The Executive Committee may decide to backdate such effective date in 
cases of Intentional Misrepresentation. 

vii.抗議パネルの決定は最終的なものであり、他の加盟国協会の抗議の対象とはならな
い。 

h. 抗議パネルを設置できない場合の条項 
i. ある大会で抗議がなされたが、その大会で抗議を解決する機会がない場合。 

1)抗議の対象となった判定を受けた競技者は、抗議の解決がなされるまでは、抗議
の対象となったスポーツクラスでの競技を許可される。 

2) 抗議が最も早い機会に解決されるよう、あらゆる合理的な手段が講じられる。 
i. 抗議の結果 

i. 抗議により、ある競技者のスポーツクラスが、より障がいの軽いスポーツクラス（より機
能的なスポーツクラス）に変更された場合、抗議によるスポーツクラスの変更が有効
となった日以降の当該競技者および当該競技者のクルーの成績、および獲得した賞
品は、それぞれ取り消され、没収されるものとする。 

ii.メダルの順位に影響が出た場合は、決定に基づき必要に応じてメダルを再授与する。 
iii.常任理事会は、故意の不実告知があった場合、当該発効日を遡ることを決定するこ

とができる。 

6. Appeals 
a. General Provisions and Definitions 

i. If a member federation believes that World Rowing, in the course of applying its 
Classification Regulations has made an unfair decision, it may apply by way of an 
Appeal to have that decision set aside. 

ii. A decision will be considered unfair if it has been made in contravention of the 
procedures set out in these Classification Regulations and there is some manifest 
unfairness associated with the decision such that it must be set aside. 

iii. An Appeal must be made and resolved in accordance with these Regulations. 
iv. The Executive Committee shall designate an Appeal Body for the hearing and 

resolution of Appeals. The Appeal Body shall have the power to either rule that the 
relevant decision must be upheld, or to set the decision aside. The Appeal Body shall 
have no power to amend any decision and in particular has no power to amend a 
Sport Class or Sport Class Status. 

v. The Appeal Body must comprise at least three people with the appropriate skills and 
experience to objectively hear the appeal and who were not involved in any way with 
any of the procedures that are the subject of the Appeal. 

vi. The Appeal Body may decline to rule on an Appeal if it appears that other available 
remedies, including but not limited to Protest procedures, have not been exhausted. 

b. Appeal Process 
i. A member federation may make an Appeal by submitting a Notice of Appeal to 

classification@worldrowing.com.  
ii. A Notice of Appeal must: 

1) be made within fifteen (15) days of the decision being appealed;  
2) identify the decision being appealed, by attaching copy of the decision (if written) or 

briefly summarising it;  
3) specify the grounds for the Appeal; 

6.上訴 
a.一般規定および定義 

i.加盟国協会が、ワールドローイングがクラス分け規約を適用する過程で、不当な決定を下したと
考える場合、その決定を覆すために上訴を行うことができる。 

ii.このクラス分け規約に定められた手続きに反して決定がなされ、その決定に明らかな不公正さが
あり、その決定を覆さなければならない場合、その決定は不公正とみなされる。 

iii.上訴は、本規則に従って行われ、解決されなければならない。 
iv.常任理事会は、上訴の聴聞および解決のために、不服審査機関を指定するものとする。不服

審査機関は、関連する決定を支持するか、決定を無効にするかのいずれかの権限を有する。
不服審査機関は、決定を修正する権限はなく、特にスポーツクラスやスポーツクラスステータ
スを修正する権限はないものとする。 

v. 不服審査機関は、上訴を客観的に審理するのに適切なスキルと経験を持ち、上訴の対象とな
った手続きに一切関与していない少なくとも 3 名の人物で構成されなければならない。 

vi. 不服審査機関は、抗議手続きを含むがこれに限定されない他の利用可能な救済手段が尽く
されていないと思われる場合、上訴に対する裁定を拒否することができる。 

b. 上訴プロセス 
i. 加盟国協会は、classification@worldrowing.com に上訴通知書を提出することにより、上訴す

ることができる。 
ii. 上訴通知書は必ず、 

1) は、上訴の対象となる決定から 15 日以内に提出すること。 
2) 上訴を行った決定について、決定書のコピー（書面の場合）を添付するか、簡単に要約する

こと。 
3) 上訴の理由を明示すること。 

  



296 

4) identify all documents, evidence and witnesses to be put forward in support of the 
Appeal;  

5) be submitted with any fee specified by the Executive Committee. 
iii. Upon receipt of a Notice of Appeal, if the party bringing the Appeal has complied with 

all relevant Appeal procedures and exhausted all other available remedies, World 
Rowing shall refer the Appeal to the Appeal Body for resolution. 

iv. Appeal proceedings are confidential. The parties and the Appeal Body shall not 
disclose facts or other information relating to the dispute or the proceedings to any 
person save to the extent necessary to prosecute or defend the Appeal. 

c. Appeal Decision 
i. As soon as is practicable following the conclusion of the hearing, the Appeal Body 

must issue a written decision regarding the Appeal. The Appeal Body shall either 
affirm the decision appealed from or set aside the decision. The Appeal Body shall 
have no further power in respect of its decision. 

ii. If the Appeal Body sets aside a decision it may, if appropriate, make recommendations 
as to the steps to be taken by World Rowing in light of that decision. 

iii. The Appeal Body decision shall be provided to all parties. In the case of Appeals 
made during a Competition, the outcome of the Appeal shall be communicated to the 
Competition organising committee. 

iv. The decision of the Appeal Body is final and is not subject to any further appeal. 
d. Outcomes of Appeal – If an Appeal results in the Sport Class of an athlete being 

changed to a Sport Class with less impairment (a more functional Sport Class), then any 
results of that athlete and the crew of that athlete, and any prizes won, since the effective 
date of the change of Sport Class resulting from the Appeal shall be cancelled and 
forfeited respectively. If medal placings are affected, the medals shall be re-awarded as 
necessary in accordance with the decision. The Executive Committee may decide to 
backdate such effective date in cases of Intentional Misrepresentation. 

4)上訴の裏付けとして提出されるすべての文書、証拠、証人を特定すること。 
5)常任理事会が指定する手数料を添えて提出すること。 

iii.上訴通知書を受け取った際、上訴を行う当事者が、関連するすべての上訴手続きを遵守し、
他のすべての利用可能な救済手段を尽くした場合、ワールドローイングは、解決のために上訴
を不服審査機関に委ねるものとする。 

iv.上訴手続きは機密事項とする。当事者および不服審査機関は、上訴の起訴または弁護に必要
な範囲を除き、紛争または手続に関連する事実またはその他の情報を何人にも開示しないも
のとする。 

c.上訴の決定 
i.聴聞の終了後、できるだけ早く、不服審査機関は上訴に関する書面による決定を行わ

なければならない。不服審査機関は、上訴のあった決定を支持するか、または決定
を無効にするものとする。不服審査機関は、その決定に関して、それ以上の権限を持
たない。 

ii. 不服審査機関が決定を覆す場合、適切であれば、その決定に照らしてワールドローイ
ングが取るべき措置について勧告を行うことができる。 

iii. 不服審査機関の決定は、すべての当事者に提供されなければならない。大会中に
行われた上訴の場合、上訴の結果は、大会組織委員会に通知されなければならな
い。 

iv. 不服審査機関の決定は最終的なものであり、さらなる上訴の対象とはならない。 
d.上訴結果 – 上訴の結果、競技者のスポーツクラスが、より障がいの軽いスポーツクラス（より機能

的なスポーツクラス）に変更された場合、上訴によるスポーツクラス変更の発効日以降の当該競
技者および当該競技者のクルーの成績、および獲得した賞品は、それぞれ取り消され、没収され
るものとする。メダルの順位に影響がある場合は、決定に基づき必要に応じてメダルを再授与す
る。常任理事会は、故意の不実告知があった場合、その発効日を遡ることを決定することができ
る。 

7. Ad Hoc Provisions Relating to Protests and Appeals 
a. The IPC may issue special ad hoc provisions to supplement these Regulations to 

operate during the Paralympic Games or other competitions. World Rowing may also 
issue special ad hoc provisions to these Regulations to operate during specified 
Competitions under their own jurisdiction. 

7.提訴と上訴に関する特例条項 
a.IPC は、パラリンピックまたはその他の大会において運用するために、本規則を補完する

特例条項を発令することができる。また、ワールドローイングは、自らの管轄下にある特
定の大会で運用するために、本規則に特例条項を設けることができる。 

8. Glossary 
Adaptive Equipment: Implements and apparatus adapted to the special needs of Athletes, 
and used by Athletes during Competition to facilitate participation and/or to achieve results. 

8.用語集 
アダプティブ・イクイップメント：競技者の特別なニーズに適合された器具および装置であって、競技

への参加を容易にし、および／または結果を達成するために競技者が競技中に使用するものをいう。 
Appeal: The means by which to resolve a complaint that a decision has been made 
in contravention of the procedures in these Regulations resulting in some manifest 
unfairness during the Classification process. 

上訴：本規則の手続きに反して決定がなされたために、クラス分けの過程で明らかな不公平
が生じたという苦情を解決するための手段。 

Athlete: For purposes of Classification, any person who participates in rowing at the 
international level or national level (as defined in the World Rowing Rules of Racing) 
and any additional person who participates in rowing at a lower level if designated by 
the person’s National Federation. 

競技者：はクラス分け上、国際レベルまたは国内レベル（ワールドローイング競漕規則に定義
されている）でローイング競技に参加している者、およびその者の国際連盟が指定した場合は
それ以下のレベルでローイング競技に参加している追加の者。 

Athlete Evaluation: The process by which an Athlete is assessed in accordance with these 
Classification Regulations in order that an Athlete may be allocated a Sport Class and Sport 
Class Status. 

アスリート評価：競技者がスポーツクラスおよびスポーツクラスステータスを割り当てられるた
めに、本クラス分け規則に従って競技者が評価されるプロセスをいう。 
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Athlete Support Personnel: Any coach, trainer, manager, interpreter, agent, team staff, official, 
medical or para-medical personnel working with or treating Athletes participating in or preparing 
for training and/or Competition. 

競技者サポートスタッフ：コーチ、トレーナー、マネジャー、通訳、エージェント、チームスタッフ、オフィシ

ャル、医療関係者またはパラメディカル関係者であって、トレーニングおよび／または大会に参加または

準備している競技者に協力または治療を行う者をいう。 
BAC: The IPC Board of Appeal of Classification. BAC：IPC Board of Appeal of Classification の略。 
Chief Classifier: A Classifier appointed by the CAP to direct, administer, co-ordinate and implement 
Classification matters for a specific Competition according to these Classification Regulations. 

チーフクラシファイヤ―：CAP によって任命され、本クラス分け規約に従って特定の大会のクラス分けに

関する事項を指揮、管理、調整、実施するクラシファイヤ―。 
Classification: Grouping Athletes into Sport Classes according to how much their Impairment affects 
fundamental activities in each specific sport or discipline. This is also referred to as Athlete Classification. 

クラス分け：障がいが各スポーツや種目の基本的な活動にどの程度影響するかによって、競技者をス

ポーツクラスにクラス分けすること。これは、競技者のクラス分けとも呼ばれる。 
Classification Advisory Panel (CAP): A group of experienced International Classifiers appointed by 
the World Rowing Executive Committee who shall be responsible for providing medical and technical 
expertise for the purpose of directing, informing and guiding World Rowing classification matters. 

クラス分け諮問委員会（CAP）：ワールドローイング常任理事会によって任命された経験豊富な国際クラシファイヤ―
のグループで、ワールドローイングのクラス分けに関する事項を指示、情報提供、指導する目的で、医学的、技術的
な専門知識を提供する責任を負うものとする。 

Classification Coordinator: A person appointed by World Rowing to be responsible for the 
administration, coordination and implementation of Classification matters for World Rowing. 

クラス分けコーディネーター：ワールドローイングによって任命され、ワールドローイングのクラス分けに関

する事項の管理、調整、実施を担当する人。 
Classification Data: Personal Information and/or sensitive Personal Information provided by an Athlete 
and/or a member federation and/or any other person to a Classification Organisation in connection with 
Classification. 

クラス分けデータ：クラス分けに関連して、競技者および／または加盟国協会および／またはその他の

人がクラス分け組織に提供した個人情報および／または機微な個人情報をいう。 

Classification Intelligence: Information obtained and used by an International Sport 
Federation in relation to Classification. 

クラス分け情報：クラス分けに関連して国際スポーツ連盟が入手し、使用する情報。 

Classification Master List: A list made available by the CAP that identifies Athletes who have 
been allocated a Sport Class and designated a Sport Class Status. 

クラス分けマスターリスト：スポーツクラスを割り当てられ、スポーツクラスのステータスを指定された競

技者を特定するために、CAP が提供するリスト。 
Classification Not Completed: the designation applied to an Athlete who has commenced 
but not completed Athlete Evaluation. 

クラス分け未完了：アスリート評価を開始したが完了していない競技者に適用される呼称。 

Classification Organisation: Any organisation that conducts the process of Athlete 
Evaluation and allocates Sport Classes and/or holds Classification Data. 

クラス分け組織：アスリート評価のプロセスを実施し、スポーツクラスを割り当て、および／またはクラス

分けデータを保有するすべての組織をいう。 
Classification Panel: A group of Classifiers, appointed to determine Sport Class and Sport 
Class Status in accordance with these Classification Regulations. 

クラス分けパネル：このクラス分け規約に従ってスポーツクラスとスポーツクラスステータスを決定する

ために任命されたクラシファイヤ―のグループ。 
Classification Personnel: Persons, including Classifiers, acting with the authority of a Classification 
Organisation in relation to Athlete Evaluation, for example administrative officers. 

クラス分け従事者：アスリート評価に関連して、クラス分け組織の権限に基づいて行動する者（クラシフ

ァイヤ―を含む）、例えば、管理責任者など。 
Classification Rule: Also referred to as Classification Rules and Regulations. The policies, 
procedures, protocols and descriptions adopted by World Rowing in connection with Athlete Evaluation. 

クラス分け規則：クラシフィケーション規則、規約とも呼ばれる。アスリート評価に関連してワールドローイ

ング採用した方針、手順、プロトコル、および記述をいう。 
Classification System: The framework used by World Rowing to develop and designate 
Sport Classes for Para Rowing. 

クラス分けシステム：ワールドローイングがパラローイングのスポーツクラスを開発·指定するための枠組

み。 
Classifier: A person certified as an official by the CAP to evaluate Athletes as a member of a 
Classification Panel. 

クラシファイヤ―：クラス分けパネルのメンバーとして競技者を評価するために、CAPから役員として認定

された者。 
Classifier Certification: The processes by which the CAP must assess that a Classifier has met the 
specific Classifier Competencies required to obtain and maintain certification or licensure. 

クラシファイヤ―認定：CAP が、認証または免許の取得·維持に必要な特定の「クラシファイヤ―コンピテ

ンシー」をクラシファイヤ―が満たしていることを評価するためのプロセス。 
Classifier Competencies: The qualifications and abilities that the CAP deems necessary for 
a Classifier to be competent to conduct Athlete Evaluation for the sport of rowing. 

クラシファイヤ―の技能：CAP が、ローイングというスポーツにおいてアスリート評価を実施する能力があ
ると判断したクラシファイヤ―が満たしていることを評価するためのプロセス。 

Classifier Code of Conduct: The behavioural and ethical standards for Classifiers specified 
by the IPC and by World Rowing. 

クラシファイヤ―の行動規範:IPC およびワールドローイングが定めるクラシファイヤ―の行動·倫理基準。 

Code: The Athlete Classification Code 2015 together with the International Standards for: 
Athlete Evaluation; Eligible Impairments; Protests and Appeals; Classifier Personnel and 
Training; and Classification Data Protection. 

規程：競技者クラス分け規程 2015 年版とアスリート評価のための国際基準、出場要件を満たす障が
いのための国際基準、抗議と上訴のための国際基準、クラス分け従事者および研修のための国際基
準、クラス分けデータの保護のための国際基準を合わせたもの。 
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Competition: A series of individual events conducted together under one organising body. 
Where such competition relates to rowing, it shall have the same meaning as ‘rowing regatta’ 
as defined in Rule 1 of the World Rowing Rules of Racing. (see also World Rowing 
Recognised Competition) 
Competition Venue: Venues dedicated to the Competition by the organising committee. 
Compliance: The implementation of rules, regulations, policies and processes that adhere to the text, 

spirit and intent of the Code as defined by the IPC. Where terms such as (but not limited to) ‘comply’, 

‘conform’ and ‘in accordance’ are used in the Code they shall have the same meaning as ‘Compliance.’ 
Diagnostic Information: Medical records and/or any other documentation that enables the 
assessment of the existence or otherwise of an Eligible Impairment or Underlying Health 
Condition. 
Education: The delivery of higher knowledge and practical skills specified by the CAP to 
preserve and/or advance knowledge and skills as a Rowing Classifier. 
Eligible Impairment: An Impairment designated as being a prerequisite for competing in Para 
Rowing, as detailed in these Classification Rules and Regulations. 
Eligibility Assessment Committee (EAC): An ad hoc body formed to assess the existence 
or otherwise of an Eligible Impairment. 
Entry Criteria: Standards set by the CAP relating to the expertise or experience levels of 
persons who wish to be Classifiers. This may be, for example, former Athletes or coaches, 
sports scientists, physical educators and medical professionals, all of whom have the 
qualifications and abilities relevant to conduct all, or specific parts of, Athlete Evaluation. 
Entry-level Education: the basic knowledge and practical skills specified by the CAP to begin 
as a Classifier in the sport of rowing. 
Evaluation Session: the session an Athlete is required to attend for a Classification Panel to 
assess that Athlete’s compliance with the Minimum Impairment Criteria for a sport; and 
allocation of a Sport Class and Sport Class Status depending on the extent to which that 
Athlete is able to execute the specific tasks and activities fundamental to that sport. An 
Evaluation Session may include Observation in Competition. 
Event: A single race, match, game or singular sport contest. 
First Appearance: The first time an Athlete competes in an Event during a Competition in a 
particular Sport Class. 
Fixed Review Date: A date set by a Classification Panel prior to which an Athlete designated 
with a Sport Class Status Review with a Fixed Review Date will not be required to attend an 
Evaluation Session save pursuant to a Medical Review Request and/or Protest. 
Health Condition: A pathology, acute or chronic disease, disorder, injury or trauma. 
Impairment: A Physical, Vision or Intellectual Impairment. 
Intellectual Impairment: A limitation in intellectual functioning and adaptive behaviour as 
expressed in conceptual, social and practical adaptive skills that originates before the age of 
eighteen (18). 
Intentional Misrepresentation: A deliberate attempt (either by fact or omission) to mislead 
an International Sport Federation or National Body as to the existence or extent of skills 
and/or abilities relevant to a Para sport and/or the degree or nature of Eligible Impairment 
during Athlete Evaluation and/or at any other point after the allocation of a Sport Class. 
International Competitions: A Competition where the IPC, an International Sport Federation 
or a Major Competition Organisation is the governing body for the Competition and/or 
appoints the technical officials for the Competition. Where such competition relates to rowing, 
International Competition shall have the same meaning as International Regatta as defined in 
Rule 6 of the World Rowing Rules of Racing. 

大会：1 つの組織体の下で一緒一連の個別大会。当該競技がローイングに関するものである場合には、

ワールドローイング規則第 1 条に定義されている「ローイングの大会」と同じ意味を持つものとする。ワー
ルドローイング公認大会も参照。 
大会競技場：組織委員会が競技専用に用意した会場。 
コンプライアンス：IPC が定義した規則の本文、精神、意図を遵守した規則、規制、方針、プロセスの実
施。「遵守」、「適合」、「準拠」などの用語が当規範で使用されている場合（ただし、これらに限定されな
い）、それらは「コンプライアンス」と同じ意味をもつ。 
診断情報：医療記録およびその他の文書で、適格な障がいまたは基礎となる身体状態の有無の評価
を可能にするもの。 
教育：パラローイングクラシファイヤ―としての知識と技術を維持・向上させるために、CAP が指定する高
度な知識と実践的なスキルを提供すること。 
出場要件を満たす障がい：パラローイングの競技に参加するための条件として、本クラス分け規則およ
び規約に記載されている障がいのこと。 
適格性評価委員会(EAC)：出場要件を満たす障がいの有無を評価するために設立された臨時組織。 
応募基準：クラシファイヤ―になることを希望する者の専門知識または経験レベルに関連して CAP が設定する基

準。例えば、元競技者またはコーチ、スポーツ科学者、身体教育者および医療専門家であって、アスリート評価のす
べてまたは特定の部分を実施するために必要な資格や能力を有する者をいう。 

エントリーレベル教育：ローイング競技のクラシファイヤ―として活動を開始するために、CAP が定めた基
本知識と実践的スキルのこと。 

評価セッション：競技者が参加することを要求されるセッションであり、クラス分けパネルは、 
競技者がスポーツに関する最小障がい基準を遵守しているかどうかを評価し、競技者がその
スポーツの基本的なタスクおよび活動を遂行することができる程度に応じて、スポーツクラス
およびスポーツクラスの地位を割り当てるためのものである。評価セッションは、競技における
観察を含むことができる。 
イベント：単一のレース、試合、ゲーム、または単一のスポーツコンテスト。 
初回出場：特定のスポーツクラスの大会において、競技者が初めて競技に参加することをい
う。 
固定レビュー日：固定レビュー日が指定された競技者が、その日までは評価セッションに参加
しなくてもよいと、クラス分けパネルが設定した日付。ただし、メディカルレビュー申請および／
または抗議があった場合は除く。 
身体状態：病状、急性または慢性の病気、障がい、怪我、外傷など。 
障がい：身体障がい、視覚障がい、または知的障がい。 
知的障がい：18 歳以前に生じた、概念的、社会的、実用的な適応能力に表れる知的機能
および適応行動の制限。 
故意の不実告知：アスリート評価中および／またはスポーツクラスの割り当て後の他の時点
で、パラスポーツに関連する技能および／または能力の存在もしくは程度、および／または適格な障

がいの程度もしくは性質に関して、国際スポーツ連盟または NF を誤認させる意図的な試み（事実また
は不作為のいずれか）をいう。 
国際大会：IPC、国際スポーツ連盟、または主要競技団体が大会の管理団体であり、かつ／または大
会の技術役員を任命する大会をいう。当該大会がローイングに関するものである場合、国際大会は、ワ
ールドローイング競漕規則の第 6 条に定義される国際レガッタと同じ意味を持つ。 
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International Sport Federation: A sport federation recognised by the IPC as the sole 
worldwide representative of a sport for Athletes with an Impairment that has been granted the 
status as a Para sport by the IPC. The IPC and the International Organisations of Sports for 
the Disabled act as an International Sport Federation for certain sports. 
International Standards: A document complementing the Code and providing additional 
technical and operational requirements for Classification. 
IPC: International Paralympic Committee. 
Maintaining Certification: The advanced training, education and practice necessary for 
continued competency as a Classifier. 
Major Competition Organiser: An organisation that functions as the ruling body for an 
International Competition. 
Medical Diagnostics Form: a form that a National Body or National Paralympic Committee 
must submit in order for an Athlete to undergo Athlete Evaluation, identifying the Athlete’s 
Health Condition if so required. 
Medical Review: The process to identify if a change in the nature or degree of an Athlete’s 
Impairment means that some or all of the components of Athlete Evaluation are required to be 
undertaken in order to ensure that any Sport Class allocated to that Athlete is correct. 
Medical Review Request: A request made by a National Body or National Paralympic 
Committee for Medical Review, made on behalf of an Athlete. 
Models of Best Practice: An ad hoc guidance document prepared by the IPC to assist in the 
implementation of the Code and International Standards. 
National Body: Refers to the national member of an International Sport Federation (member 
federation). 
National Laws: The national data protection and privacy laws, regulations and policies 
applicable to a Classification Organisation. 
National Paralympic Committees: The national member of the IPC who is the sole 
representative of Athletes with an Impairment in that country or territory. These are the 
national members of the IPC. 
National Protest: A Protest made by a National Body or a National Paralympic Committee in 
respect of an Athlete under its jurisdiction. 
Non-Competition Venue: Any place or location (outside of a Competition) designated by 
Para Rowing as being a place or location where Athlete Evaluation is made available to 
Athletes in order that they may be allocated a Sport Class and designated with a Sport Class 
Status. 
Observation in Competition: The observation of an Athlete in a Competition by a 
Classification Panel so that the Classification Panel can complete its determination as to the 
extent to which an Eligible Impairment affects that Athlete’s ability to execute the specific 
tasks and activities fundamental to the sport. 
Paralympic Games: Umbrella term for both Paralympic Games and Paralympic Winter 
Games. 
Permanent: The term Permanent as used in the Code and Standards describes an 
Impairment that is unlikely to be resolved meaning the principal effects are lifelong. 
Personal Information: Any information that refers to, or relates directly to, an Athlete. 
Physical Impairment: an Impairment that affects an Athlete’s biomechanical execution of 
sporting activities, comprising Ataxia, Athetosis, Hypertonia, Impaired Muscle Power, Impaired 
Passive Range of Movement, Limb Deficiency, Leg Length Difference and Short Stature. 
Process/Processing: The collection, recording, storage, use or disclosure of Personal 
Information and/or sensitive Personal Information. 

国際競技連盟：IPC によってパラスポーツとしての地位を与えられた障がい者スポーツの世界
的な唯一の代表者として認められた競技連盟。IPC と国際障がい別スポーツ組織は、特定の
競技のための国際競技連盟としての機能を果たす。 
国際基準：規程を補完する文書で、クラス分けに関する追加の技術的・運用的要件を提供
するもの。 
IPC：国際パラリンピック委員会（International Paralympic Committee）。 
継続認定:クラシファイヤ―としての能力を維持するために必要な高度なトレーニング、教育、
実践。 
主要大会主催者：国際大会の運営組織として機能する組織。 
医療文書：NF または NPC が、競技者がアスリート評価を受けるために提出しなければならな
い書類であり、必要に応じて競技者の身体状態を特定するもの。 
メディカルレビュー：競技者の障がいの性質または程度の変化により、当該競技者に割り当て
られたスポーツクラスが適切であるかどうかを確実するために、アスリート評価の一部または
すべての構成要素の実施が必要となるか否かを確認するプロセスをいう。 
メディカルレビューリクエスト：NF または NPC が、競技者に代わって行う、医学的審査のため
の要請をいう。 
ベストプラクティスのモデル：規程と国際基準の実施を支援するために IPC が作成した特別な
手引き書。 
国内競技団体（NF）：国際スポーツ連盟の国内メンバー（加盟国協会）を指す。 
国内法：クラス分け機関組織に適用される国内のデータ保護およびプライバシーに関する法律、規制お
よび方針。 
各国パラリンピック委員会（NPC）：IPC に加盟し、その国または領域内の障がい者アスリートを単独で代
表する組織。IPC の加盟国。 

国による抗議：NF または NPC が、その管轄下にある競技者に関して起こす抗議のこと。 
大会外会場：競技者がスポーツクラスを割り当てられ、スポーツクラスステータスを指定されるために、
競技者に対してアスリート評価が行われる場所として、パラローイングによって指定された（大会の以外
の）あらゆる場所をいう。 

大会における観察：出場件を満たす障がいが、競技の基本的な特定の動きや運動を行う競
技者の能力にどの程度影響を及ぼすかクラス分けパネルが判定を下すことができるよう、クラ
ス分けパネルが大会での競技者を観察すること。 
パラリンピック：パラリンピックとパラリンピック冬季ゲームを総称したもの。 
恒久：規程と基準で使用されている「恒久」という言葉は、主要な影響が一生続くという意味
で、解消される可能性が低い障がいをいう。 
個人情報：競技者を指す、または競技者に直接関係するあらゆる情報。 
身体障がい：スポーツ活動の生体力学的遂行に影響を与える障がいであり、運動失調、アテ
トーゼ、緊張亢進、筋力障がい、可動域障がい、四肢欠損、脚長差、低身長などがある。 
処理：個人情報および／または機密個人情報の収集、記録、保管、使用、または開示のこ
と。 
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Protested Athlete: An Athlete whose Sport Class is being challenged in accordance with 
these Regulations. 
Protested Decision: The Sport Class decision being challenged. 
Protest Documents: The information provided in and together with the Protest Form and the 
Protest Fee. 
Protest Fee: The fee prescribed by World Rowing, payable by the National Body or National 
Paralympic Committee when submitting a Protest. 
Protest Form: The form on which a National Protest must be submitted. 
Protest: The procedure by which a reasoned objection to an Athlete’s Sport Class is 
submitted and subsequently resolved. 
Protest Panel: A Classification Panel appointed by the Chief Classifier to conduct an 
Evaluation Session as a result of a Protest. 
Re-certification: The process by which the CAP must assess that a Classifier has maintained 
specific Classifier Competencies and re-certifies the Classifier for a further specified period. 
Recognised Competition: a Competition that is sanctioned or approved by World Rowing at 
which Para Rowing events take place and/or at which classification is available. 
Research Purposes: Research into matters pertaining to the development of sports within 
the Paralympic Movement, including the impact of Impairment on the fundamental activities in 
each specific sport and the impact of assistive technology on such activities. 
Signatories: Any organisation that accepts the Code and commits to implement it and the 
International Standards by way of its Classification Rules. 
Sport Class: A category for Competition defined by World Rowing by reference to the extent 
to which an Athlete can perform the specific tasks and activities required by a sport. 
Sport Class Status: A designation applied to a Sport Class to indicate the extent to which an 
Athlete may be required to undertake Athlete Evaluation and/or be subject to a Protest. 
Team Sport: a sport in which substitution of players is permitted during a Competition. 
Tracking Code Observation Assessment (OA): a designation given to an Athlete that 
replaces the Athlete’s Sport Class Status until Observation in Competition has been 
completed. 
Underlying Health Condition: a Health Condition that may lead to an Eligible Impairment. 
Vision Impairment: an Impairment of the eye structure, optical nerves or optical pathways, or 
visual cortex of the central brain that adversely affects an Athlete’s vision. 
World Rowing Para Rowing Classifiers Manual: The purpose of this Manual is to guide 
Pararowing International Classifiers in the proper completion of the classification process for 
all rowers with a physical disability. 

抗議対象となる競技者：本規則に従ってスポーツクラスが問われている競技者をいう。 
抗議対象となる判定：スポーツクラスの判定に異議があること。 
抗議資料：抗議料とあわせて提出される抗議書に記載された情報を指す。 
抗議料：ワールドローイングが定める料金で、抗議を提出する際に NF または NPC が支払うもの。 

抗議書：ナショナルプロテストを提出するための用紙。 
抗議：競技者のスポーツクラスに対する理由のある異議申し立てが提出され、その後解決さ
れる手続きをいう。 
抗議パネル：抗議の結果、評価セッションを実施するためにチーフクラシファイヤ―によって
任命されたクラス分けパネル。 
再認定：クラシファイヤ―が特定の技能を一定期間保持しているか、CAP に評価が義務付け
られているプロセス。 
公認大会：パラローイング競技が行われ、かつ／またはクラス分けが可能なワールドローイン
グの公認または承認を受けた大会。 
研究目的：パラリンピックムーブメントにおけるスポーツの発展に関わる事項の研究。各スポー
ツの基本的な活動に対する障がいの影響、およびそのような活動に対する支援技術の影響
を含む。 
加盟国：規程を受け入れ、そのクラス分け規則によって規程と国際基準を実施することを約束した組織。 

スポーツクラス：大会のために、競技に必要な特定の動きや運動を競技者が行うことのできる範囲に応
じて、ワールドローイングが定めたカテゴリー。 
スポーツクラスステータス：スポーツクラスに適用される呼称であり、競技者がアスリート評価を受けるこ
とを要求される可能性および／または抗議の対象となる可能性の程度を示す。 
チームスポーツ：競技中に競技者の交代が認められているスポーツ。 
追跡コード観察評価（OA）：大会での観察評価が完了するまでの間、スポーツクラススポーツクラスステ
ータスの代わりに競技者に与えられる指定。 
基礎となる身体状態：出場要件を満たす障がいにつながる可能性のある身体状態。 
視覚障がい：眼の構造、視神経しくは視覚経路又は中脳の視覚野の障がいであって、競技者の視力に
悪影響を及ぼすもの。 
ワールドローイングパラローイングクラシファイヤ―マニュアル :このマニュアルの目的は、パラローイング
の国際クラシファイヤ―が、身体に障がいのあるすべての漕手のためのクラス分けプロセスを適切に行う
ための指針となること。 

9. Sport Classes and Eligibility Requirements for each Sport Class 
a. PR3 (Includes PR3-PI (eligible for the PR3Mix2x, Not eligible for the PR3Mix2x), PR3-

B1, PR3-B2, PR3-B3) 
i. Rowers with an eligible impairment who have functional use of their legs, trunk and 

arms for rowing, and who can utilise the sliding seat to propel the boat will be assigned 
to the PR3 class after being evaluated by a World Rowing Classification Panel.  

ii. PR3 class rowers must have an eligible impairment and meet at least one of the 
following definitions of the minimum impairment criteria: 
1) PR3-PI Physical Impairment – The minimum impairment criteria is:  

a) a full loss of three fingers on one hand; or  
b) at least a trans metatarsal amputation of the foot; or 

9.スポーツクラスと各スポーツクラスの要件 

a.PR3（PR3-PI（PR3Mix2x の対象、PR3Mix2x 出場不可）、PR3-B1、PR3- B2、PR3-B3

を含む。） 
i.足、体幹、腕の機能的な使用が可能で、スライディングシートを利用してボートを推進することが

できる、出場要件を満たす障がいを持つ競技者は、ワールドローイングクラス分けパネルの評価

を経て、PR3 クラスに割り当てられる。 

ii.PR3 クラスの漕手は、出場要件を満たす障がいを持ち、以下の最小障がい基準の定義のうち少

なくとも 1 つを満たす必要がある。 

1)PR3-PI 身体的障がい – 最小限の障がい基準は 

a)片手の 3 本の指を完全に失った場合。 

b)少なくとも足の中足骨を切断したもの 
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c) the loss of ten points on one limb; or  
d) fifteen points across two limbs when assessed using the Functional 

Classification Test as set out in the Classification Application Form for 
Physical Disabilities. **For the PR3 Mix2x boat class, rowers must have 
a minimum impairment of a loss of at least 20 points in one limb when 
assessed using the Functional Classification Test as set out in the 
Classification Application Form for Physical Disabilities. 

2) PR3-B1, PR3-B2, PR3-B3 Visual impairment – Prior to any World Rowing 
event at which they wish to compete, a rower with visual impairment must 
have been classified by a VI Classification Panel and be issued a Sport 
Class in one of the following B3 (PR3-B3), B2 (PR3-B2) or B1 (PR3-B1) 
classes. Refer to http://www.ibsa.es.  

b. PR2 
i. PR2 rowers demonstrate rowing-specific impairment primarily affecting the leg 

drive. PR2 rowers demonstrate significant limitations in the ability to use the 
sliding seat to propel the boat and therefore, use fixed-seat to compete in 
para-rowing. 

c. PR1 
i. PR1 rowers will demonstrate rowing-specific impairment affecting both the 

trunk swing and leg drive. PR1 rowers demonstrate significant limitations in 
the ability to use the sliding seat to propel the boat and therefore, use fixed-
seat to compete in para-rowing. Additionally, PR1 rowers demonstrate 
significant impairment in the ability to generate force through trunk swing 
rotating about the hips. 

d. NE (Not Eligible) 
This sport class is issued to rowers who have undergone the World Rowing 
Classification Process and have not met the minimum Eligible Impairment to be 
eligible to compete as a para rower. 

10. Rowing Outside of Assigned Sport Class 
Rowers may compete in a more functional sport class than their assigned sport 
class, but not a less functional sport class. For example, a rower classified as PR2 
may compete in PR3 events, but may not compete in PR1 events. 

c) ひとつの四肢で 10 点の減点 
b) 身体障がい者のためのクラス分け申請書に記載されている機能的クラス分けテ

ストを用いて評価した場合、2 本の手足で 15 ポイントの欠損があること。**PR3 
Mix2x 出場可艇種では、身体障がい者のためのクラス分け申請書に記載されて
いる機能クラス分けテストを用いて評価したときに、最低でもひとつの四肢に 20
点以上の欠損があることが必要。 

2)PR3-B1, PR3-B2, PR3-B3 視覚障がい-出場を希望するワールドローイング大会
に先立ち、視覚障がいのある漕手は VI クラシフィケーションパネルによってクラス分
けされ、以下の B3（PR3-B3）、B2（PR3-B2）、B1（PR3-B1）のいずれかのスポー
ツクラスが発行されていなければならない。http://www. ibsa.es.を参照のこと。 

b.PR2 
i. PR2 漕手は、主にレッグドライブに影響するローイング特有の障がいを示す。PR2 漕手

は、スライディングシートを使用してボートを推進する能力に大きな制限があるため、
固定シートを使用してパラローイングに出場する。 

c.PR1 
i.PR1漕手は、体幹のスイングとレッグドライブの両方に影響するローイング特有の障がい

を示す。PR1 漕手は、スライディングシートを使ってボートを推進する能力に大きな制
限があるため、パラローイングでは固定シートを使用する。また、PR1 の競技者は、腰
を中心に回転する胴体スイングで力を生み出す能力に大きな障がいがある。 

d. NE (不適格) 
このスポーツクラスは、ワールドローイングのクラス分けプロセスを経て、パラ漕手として
競技に参加するための最小の適格障がいを満たしていない漕手に発行される。 

10.割り当てられたスポーツクラスの範囲外のローイング 
漕手は、割り当てられたスポーツクラスよりも機能的なスポーツクラスで競技することはで
きるが、機能的でないスポーツクラスでは競技できない。例えば、PR2 にクラス分けされた
漕手は、PR3 の競技に参加することはできるが、PR1 の競技に参加することはできない。 
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APPENDIX R16 
WORLD ROWING MASTERS REGATTA REGULATIONS – EVENT 
REGULATIONS AND/OR DEPARTURES FROM THE WORLD ROWING RULES 
OF RACING 
1. Application 

These Regulations apply to the World Rowing Masters Regatta together with and 
not in exclusion of the Rules of Racing and related Bye-Laws. 

2. Competition in World Rowing Masters Regatta (Rule 6) 
At a World Rowing Masters Regatta, all crews shall enter and compete in the 
name of a club, or as a composite crew comprising members of two or more 
clubs. Only clubs recognised by their member federation may enter and compete. 

3. Coxswains (Rule 21) 
The rules for coxswains shall apply to World Rowing Masters Regattas crews 
except as provided in this Regulation.  
A coxswain is not included in the calculation of the age of the crew. 
At a World Rowing Masters Regatta, coxswains are not required to be weighed 
before their race but are subject to random checks, or selection, by the President 
of the Jury or a delegate, for weighing immediately after disembarking after their 
race. If a coxswain, together with any deadweight required to be carried by the 
coxswain in the boat during the race, is found to weigh less than the minimum 
weight required by these Rules when checked immediately after the race, the 
crew shall be excluded from that event. 

4. Masters Age Sub-Categories (Rule 20) 
Rowers may compete in Masters rowing events from the beginning of the year 
during which they attain the age of 27. The age of the rowers in a Masters rowing 
event shall be that which they attain during the year of the event. Masters rowing 
events and events at the World Rowing Masters Regatta shall be held in the 
following crew age sub-categories: 
A. Minimum age: 27 years  
B. Average age: 36 years or more  
C. Average age: 43 years or more  
D. Average age: 50 years or more  
E. Average age: 55 years or more  
F. Average age: 60 years or more  
G. Average age: 65 years or more  
H. Average age: 70 years or more  
I. Average age: 75 years or more  
J. Average age: 80 years or more  
K. Average age: 83 years or more  
L. Average age: 86 years or more 
M. Average age: 89 years or more  
Age sub-categories do not apply to coxswains of Masters crews. 
Every Masters rower must be in a position to prove their age by presentation of an 
official document (passport or identity card). 

附則 R16  
世界マスターズレガッタ 大会規則および/またはワールドローイング競漕規則からの変更 
1. 適用 

この規制は、ワールドローイング競漕規則および関連する細則を除外することなく世界マス
ターズレガッタに適用する。 

2.世界マスターズ選手権への出場（規則第 6 条） 
世界マスターズレガッタでは、すべてのクルーはクラブ名で、または 2 つ以上のクラブのメン
バーからなる複合クルーとしてエントリーし、競技することができる。加盟している協会が認
めたクラブのみがエントリーし、競技することができる。 

3.コックス（規則 21 条） 
コックスには、この規定に定められている場合を除き世界マスターズレガッタのクルーに適用
される条項が適用される。 
コックスの年齢はクルーの平均年齢算定には含まれない。 
世界マスターズレガッタではコックスの事前計量は必要ではない。しかし、レース終了後の上
陸直後に審判長またはその代理によって任意に指定され計量された際に、デッドウエイトを
含む重量が規定重量を下回った場合、当該大会から除外される。 

4. マスターズ年齢区分（規則 20 条） 
漕手は 27 歳に到達する年の始めからマスターズ大会に出漕できる。マスターズ大会におけ
る漕手の年齢はその大会の年にその粗酒が到達する年齢とする。世界マスターズレガッタ
は以下のクルーの年齢カテゴリーにて実施される。 
A. 最低年齢:27 歳 
B. 平均年齢:36 歳以上 
C. 平均年齢:43 歳以上 
D. 平均年齢:50 歳以上 
E. 平均年齢:55 歳以上 
F. 平均年齢:60 歳以上 
G. 平均年齢:65 歳以上 
H. 平均年齢:70 歳以上 
I. 平均年齢:75 歳以上 
J. 平均年齢:80 歳以上 
K. 平均年齢:83 歳以上 
L. 平均年齢:86 歳以上 
M. 平均年齢:89 歳以上 

年齢カテゴリーはマスターズクルーのコックスには適用されない。すべてのマスターズ漕手
は、公式文書（パスポートまたは ID カード）を提示して年齢を証明しなければならない。 
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5. Mixed Masters Events 
Mixed crew events may be held at World Rowing Masters Regattas in which half 
of the crew, excluding the coxswain, shall be women and half shall be men. 

6. Boat Classes 
The World Rowing Masters Regatta offers racing in the following boat classes: 

5.混合マスターズ種目 
世界マスターズレガッタでは、コックスを除くクルーの半数を女性、半数を男性とする混合
クルー競技を行うことができる。 

6.艇種 
世界マスターズレガッタでは、以下の艇種が行われる。 

 
7. Number of Lanes 

For a World Rowing Masters Regatta, races may be held on up to eight lanes. 
8. Rowers Clothing and Blade Colours (Rule 39) 

At a World Rowing Masters Regatta, members of the same crew shall compete wearing 
uniform clothing (racing shirt and shorts or equivalent and any additional garments). The 
regulation regarding uniform clothing will not be enforced in mixed crews. Crews may race 
with blades which are not of uniform colour within the crew. 

9. Crew Changes after the Entry Deadline and up to one hour before the First Heat (Rule 48) 
In the case of Masters crews, a substitute shall not be permitted if the age of the 
replacement rower would result in the lowering of the average age of the crew by more 
than one year or would change the age category of the crew concerned. 

10. Progression System (Rule 57) 
At a World Rowing Masters Regatta, there will be a final for events where the number of 
entries is the same or fewer than the number of available racing lanes. Where the number 
of entries in an event exceeds the number of available racing lanes, the entry will be 
divided into two or more races accordingly with each race being a final. The Draw for these 
finals shall be made in accordance with Regulation 11. 

11. The Draw (Rule 59) 
Where an event is divided into two or more finals, the allocation of crews to each such final 
shall be the responsibility of the Masters Rowing Commission or its delegated 
representatives. 

12. Damage while in the Start Zone 
At a World Rowing Masters Regatta, if a crew, while still in the start zone, sustains damage 
to its boat or equipment, then a member of the crew shall raise an arm to indicate that there 
is a problem. The Starter or Umpire shall stop the race. The Umpire shall decide, after 
having examined the damage, whether the claim was justified, after consulting (if 
necessary) with the President of the Jury. The Masters Rowing Commission may establish, 
if announced in advance of the regatta, a uniform time limit within which a crew that 
sustains damage must complete repairs and be ready to start, or else withdraw from the 
race. For the purpose of this Regulation, a crew is still in the start zone if the bow of its boat 
has not yet crossed the 100 metres line. 

13. Conduct of Races 
At a World Rowing Masters Regatta, zonal umpiring shall be used, in order to allow races 
to be run at short intervals. Normally, no motor boats shall follow the races, and the number 
of such boats on the water shall be the minimum required for the safety and efficient 
operation of the regatta and maintenance of the course. At the discretion of the Masters 
Rowing Commission, an Umpire’s launch may be used to follow races. 

7.レーン数 
世界マスターズレガッタでは、最大 8 レーンでレースを行うことができる。 

8.漕手の服装とブレードカラー（規則第 39 条） 
世界マスターズレガッタでは、同じクルーのメンバーは統一された服装（レースシャツとショーツまたは
同等のもの、および追加の衣服）を着用して競技しなければならない。混成クルーには、統一された
服装に関する規定は適用されない。 
クルーは、クルー内で色が統一されていないブレードを使用してレースを行うことができる。 

9.エントリー締切後、最初の予選 1 時間前までのクルーの変更（規則第 48 条） 
マスターズクルーの場合、交代する漕手の年齢がクルーの平均年齢を 1 歳以上下げることになる
か、当該クルーの年齢区分を変更することになる場合は、交代を認めない。 

10.勝ち上がりシステム（規則第 57 条） 
世界マスターズレガッタでは、エントリー数が利用可能なレースレーン数と同じかそれ以下の大会では
決勝が行われる。エントリー数が利用可能なレースレーンの数を超える場合、エントリーは適宜 2 つ
以上のレースに分けられ、各レースが決勝となる。これらの決勝戦の抽選は、規則第 11 条に基づい
て行われる。 

11.ドロー（規則第 59 条） 
1 つの競技が 2 つ以上の決勝戦に分かれている場合、各決勝戦へのクルーの割り当ては、マスター
ズローイング委員会またはその委任された代表者が責任を負うものとする。 

12. 発艇水域でのダメージ 
世界マスターズレガッタでは、発艇水域にいるクルーがボートや装備にダメージを受けた場合、クルー
のメンバーは腕を上げて問題があることを示さなければならない。発艇員または主審はレースを停止
しなければならない。主審は、損害を調査した後、（必要に応じて）審判長と協議した上で、クレーム
が正当なものかどうかを決定する。マスターズローイング委員会は、大会に先立って発表された場
合、損害を被ったクルーが修理を完了してスタートできるようにしなければならず、さもなければレース
から撤退しなければならない一律の制限時間を設定することができる。本規則の目的上、艇首が
100m ラインを越えていない場合、クルーはまだ発艇水域にいる。 

13.レースの実施 
世界マスターズレガッタでは、短い間隔でレースを行うために、ゾーン審判を使用しなければならな
い。通常、モーターボートはレースについてこないものとし、水上にいるそのようなボートの数は、レガッ
タの安全で効率的な運営とコースの維持に必要な最小限のものとする。マスターズローイング委員会
の判断により、レースのフォローに主審艇がレースを追跡することができる。 
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14. Titles, Prizes and Cups 
Medals will be awarded to the winners of each final. The design of the medals 
shall be subject to the approval of the Masters Rowing Commission. 

14.タイトル、賞品、カップ 
メダルは各決勝の勝者に授与される。メダルのデザインはマスターズローイング委員会の
承認を得るものとする。 

15. Exceptional Cases (Rule 86) 
Should it be necessary to take decisions in exceptional cases (e.g., postponement 
of a racing session), the Chair of the Masters Rowing Commission, in consultation 
with the President of the Jury and the Chair of the Organising Committee shall 
make such decisions. 

15.例外規程（規則第 86 条） 
例外的に決定を下す必要がある場合（例：レースセッションの延期）、マスターズローイング
委員会委員長は、審判長および組織委員会の委員長と協議の上、そのような決定を下す
ものとする。 

16. Interpretation of Regulations (Article 9) 
Under the delegated authority of the Executive Committee, the Masters Rowing 
Commission shall adjudicate on all cases not covered by the Rules of Racing, 
Bye-Laws and Regulations, as well as on disputes which may arise during a 
World Rowing Masters Regatta. The decision of the Masters Rowing Commission 
shall be final. 

16.規則の解釈（規則第 9 条） 
マスターズローイング委員会は、常任理事会の委任された権限のもと、競漕規則、細則、
規則でカバーされていないすべてのケース、および世界マスターズレガッタ中に発生する
可能性のある紛争について裁定を行う。マスターズローイング委員会の決定は最終的なも
のとする。 

17. Health and Fitness (Bye‑Law to Rule 14) 
a. Each rower in a Masters rowing event shall be responsible for their own health 

and fitness and swimming ability (Rule 14), including being able to swim 50 
metres and keep their head above water unassisted for three minutes.  

b. It is strongly recommended that rowers competing in the World Rowing Masters 
Regatta undergo the Pre-competition Health Screening detailed in Bye-Law to 
Rule 14 2) a). 

17.健康とフィットネス（規則第 14 条（細則）） 
a.マスターズローイングイベントに参加する各漕手は、自分自身の健康とフィットネス、そし

て 50m を泳ぎ、3 分間無抵抗で頭を上げていられることを含む水泳能力（規則第 14
条）に責任を持つ。 

b.世界マスターズレガッタに出場する漕手は、規則第 14 条の細則 2) a)に詳述されている
大会前の健康診断を受けることが強く推奨される。 

18. Anti-doping (Rule 85) 
Any rower at the World Rowing Masters Regatta selected to undergo an In-
Competition anti-doping test and who is using a prohibited substance or a 
prohibited method for therapeutic reasons must note the prohibited substance or 
method on the doping control form during the testing process.  
An application for a retroactive Therapeutic Use Exemption (TUE) must then be 
made by the Rower to World Rowing within 14 days of the test. The TUE 
application must be entered by the rower into the WADA Anti-Doping 
Administration & Management System (ADAMS). 

18.アンチドーピング（規則第 85 条） 
世界マスターズレガッタで大会中のアンチドーピング検査を受けることになった漕手で、治
療上の理由から禁止物質または禁止方法を使用している者は、検査の過程でドーピングコ
ントロールフォームに禁止物質または禁止方法を記載しなければならない。遡及的な治療
使用特例(TUE)の申請は、検査後 14 日以内に、漕手がワールドローイングに行わなけれ
ばならない。TUE 申請書は、競技者によって WADA アンチドーピング管理システム
(ADAMS)に入力されなければならない。 
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APPENDIX R17 
WORLD ROWING TOURS REGULATIONS – EVENT REGULATIONS AND/OR 
DEPARTURES FROM THE WORLD ROWING RULES OF RACING 
1. Definition – A World Rowing Tour is a multi-day non-competitive rowing 

activity approved by the World rowing Council under the provisions of these 
Regulations. 

2. Eligibility 
Rowers from all member federations shall be entitled to apply to participate in World 
Rowing Tours. 
3. Candidates for Participation in Tours 
Applications of candidates for participation shall be filed with their member 
federation and subsequently submitted by the member federation to the World 
Rowing Rowing for All Commission for final selection of participants. 
4. Safety and Health of Rowers (Rule 14) 

Every participant in a World Rowing Tour shall: 
a. be personally responsible to ensure that they have a state of health and fitness 

necessary for rowing the distances proposed by the Organising Committee.  
b. be capable of swimming a distance of at least 300 m in the type of clothing 

likely to be worn at the tour concerned. 
c. possess sufficient experience, ability and technique, both rowing and sculling, 

to safely participate in the Tour and to handle risk situations on their own and, in 
general, not depend on the help of others. 

d. comply with any age limits established by the organising committee 
e. carry in the boat a personal flotation device as required or approved by the 

organising committee. 
5. Insurance (Rule 11) 

a. Each participant of a World Rowing Tour shall ensure that they have adequate 
and appropriate insurance cover in place for at least the duration of the event 
and the period of travel to and from.  

b. For the purpose of this Regulation, “adequate and appropriate insurance cover” 
shall include cover for: 
i. General (third party) liability – sufficient for the countries visited; 
ii. Travel and medical expenses - sufficient for the country being visited and to 

include repatriation to the home country; and 
iii. Property – for boats, other rowing related equipment and personal effects of 

significant value not covered by the travel insurance.  
c. All individuals participating at a World Rowing Tour shall, upon being requested 

by World Rowing to do so, provide documentation to World Rowing that 
confirms that they hold the various insurance coverage required by this 
Regulation. 

附則 R17 
ワールドローイングツアー規定 大会規則およびワールドローイング競漕規則からの変更 
1.定義 -ワールドローイングツアーとは、本規則の規定に基づき、ワールドローイング理事会に

よって承認された複数日にわたる非競技ローイング活動である。 
2.参加資格 

全加盟国協会の漕手は、ワールドローイングツアーへの参加を申請する権利を有する。 
3.ツアーの参加候補者 

参加候補者の申請書は加盟国協会に提出され、その後、参加者の最終選考のために加
盟国協会から普及委員会に提出されるものとする。 

4.漕手の安全と健康（規則第 14 条） 
ワールドローイングツアーに参加するすべての参加者は、以下のとおりとする。 
a.組織委員会が提案する距離を漕ぐのに必要な健康状態とフィットネスを確保することに

個人的に責任を持つ。 
b.当該ツアーで着用する可能性のある服装で、少なくとも 300m の距離を泳ぐことができる

こと。 
c.ツアーに安全に参加し、危険な状況を自分で処理し、通常は他人の助けに頼らないため

に、ローイングおよびスカルの両方で十分な経験、能力、技術を有していること。 
d.組織委員会が定めた年齢制限に従うこと。 
e.組織委員会が要求または承認した個人用浮揚器具をボートに搭載すること。 

5.保険（規則第 11 条） 
a.ワールドローイングツアーの各参加者は、少なくともイベントの開催期間および往復の移動

期間中、十分かつ適切な保険に加入していることを保証するものとする。 
b.本規則の目的上、「十分かつ適切な保険カバー」には以下のカバーが含まれるものとす

る。 
i.一般(第三者)賠償責任 - 訪問した国で十分。 
ii.旅費および医療費 - 訪問先の国で十分な額であり、本国への送還も含まれる。 
iii.財産 - 海外旅行保険でカバーされていないボート、その他のボート関連機器、重要な

価値のある身の回り品。 
c. ワールドローイングツアーに参加するすべての個人は、ワールドローイングから要請があっ

た場合、本規則で要求される各種保険に加入していることを確認する書類をワールドロ
ーイングに提出するものとする。 
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APPENDIX R18 
COASTAL ROWING COMPETITION REGULATIONS – EVENT REGULATIONS AND/OR 
DEPARTURES FROM THE WORLD ROWING RULES OF RACING 
Preamble 

a. Rules applying to International Regattas shall apply to international Coastal 
Rowing regattas and rules applying to World Championship regattas shall apply 
to World Rowing Coastal Championship regattas except as provided in these 
Regulations, which are approved by the World Rowing Council as Departures 
from the Rules. 

b. These Regulations apply to Coastal Rowing in both the Endurance and Beach 
Sprints formats. Appendix R19 details departures from these Regulations 
specific to Beach Sprints. 

1. Rowing, Boats, Regattas (Rule 1) 
A Coastal Rowing regatta is a regatta in which all rowers use Coastal Rowing boats as 
defined in these Regulations and where the competition course is on the open sea or on a 
large inland body of water and in accordance with these Regulations. 

2. Application (Rule 2) 
These Regulations apply to International Regattas for Coastal Rowing and the World 
Rowing Coastal Championships together with and not in exclusion of the World Rowing 
Rules of Racing. 

3. Right to Participate (Rule 11) 
The World Rowing Coastal Championships are open only to club crews nominated by their 
member federations. 

4. Eligibility (Rule 12) 
To compete in a World Rowing Coastal Championship regatta, a rower shall be a member 
of a club recognised by the member federation. 

5. Safety and Health of Rowers (Rule 14) 
a. Each rower at Coastal rowing events shall ensure that: 

i. they have a state of health and fitness which allows them to compete at a 
level commensurate with the competition level of the particular event; and 

ii. they have a basic swimming ability, including being able to swim 50 m and 
keep their head above water unassisted for three minutes. 

b. For the World Rowing Coastal Championships, it is strongly recommended that 
rowers undergo a pre-competition health screening detailed in Bye-Law to Rule 
14 2) a). 

c. These requirements are in addition to the safety provisions in Regulation 19. 
6. Age Categories (Rule 17) 

The following age categories for rowers are recognised by World Rowing for Coastal 
Rowing: 
a. Seniors 
b. Under 19 

7. Additional Categories (Rule 18) 
Except for the age categories, World Rowing does not recognise any additional categories 
for Coastal Rowing. 

附則 R18 
コースタル規定 大会規則および／またはワールドローイング競漕規則からの変更 
序文 

a.国際大会に適用される規則は、国際コースタルの大会に適用され、世界選手権大会に
適用される規則は、本規定に記載されている場合を除き、ワールドローイング理事会が
規則からの変更として承認したものを除き、ワールドローイングコースタル選手権大会に
適用される。 

b.この規則は、エンデュランスとビーチスプリントの両方の形式のコースタルローイングに適
用される。附則 R19 には、ビーチスプリントに特有の本規則からの例外事項が記載され
ている。 

1.ローイング、ボート、レガッタ（規則第 1 条） 
コースタルローイングの大会とは、すべての漕手が本規定に記載されたコースタルローイン
グのボートを使用し、競技コースが外洋または内陸の大きな水域で、本規則に則って行わ
れる大会である。 

2.適用（規則第 2 条） 
この規則は、世界コースタル選手権と共に、ワールドローイング競漕規則を除外することな
く、国際コースタルローイングレガッタに適用される。 

3.参加する権利（規則第 11 条） 
世界コースタル選手権は、加盟国協会が推薦するクラブクルーのみが参加できる。 

4.参加資格（規則第 12 条） 
世界コースタル選手権レガッタに出場するためには、漕手は加盟国協会が認定するクラブ
の会員でなければならない。 

5.漕手の安全と健康（規則第 14 条） 
a.コースタルローイングイベントの各漕手は、以下のことを確認するものとする。 

i.特定のイベントの競技レベルに見合ったレベルで競技を行うことができる健康状態およびフィット
ネスを有していること。 

ii.50m の距離を泳ぎ、3 分間頭を上げていられることなど、基本的な水泳能力を有すること。 
b.世界コースタル選手権では、規則第 14 条 2) a)の細則に記載されている競技前の健康診断を受

けることが強く推奨されている。 
c. これらの要求事項は、規則第 19 条の安全規定に加えて行われる。 

6.年齢別カテゴリー（規則第 17 条） 
ワールドローイングでは、コースタルローイングのために以下の年齢カテゴリーが認める。 
a. シニア 
b. アンダー19 

7.追加カテゴリー（規則第 18 条） 
年齢カテゴリーを除き、ワールドローイングはコースタルローイングの追加カテゴリーを認めて
いない。 

 

  



309 

8. Coxswains (Rule 21) 
The minimum weights of coxswains shall also apply to Coastal Rowing. 

9. Boat Classes (Rule 24) 
The following boat classes are recognised by World Rowing for Coastal Rowing: 
a. Solo (C1x) 
b. Double Sculls (C2x) 
c. Coxed Quadruple Sculls (C4x+) 
d. Coxed Four (C4+) 

10. World Rowing Coastal Championships Event Programme (Rule 25) 
World Rowing Coastal Championships are held in the following events: 
a. Men (M) C1x, C2x, C4x+ 
b. Women (W) C1x, C2x, C4x+ 
c. Mixed (Mix) C2x 

11. Mixed Coastal Events 
Mixed crew events may be held at Coastal Rowing regattas in which half of the crew, 
excluding the coxswain, shall be women and half shall be men. 

8.コックス（規則第 21 条） 
コックスの最低体重は、コースタルローイングにも適用されるものとする。 

9.艇種（規則第 24 条） 
ワールドローイングが認めているコースタルローイングの艇種は以下の通り。 
a.ソロ(C1x) 
b.ダブルスカル（C2x 
c.舵手つきクォドルプルスカル（C4x+） 
d.舵手付きフォア(C4+) 

10.世界コースタル選手権の実施種目（規則第 25 条） 
世界コースタル選手権は以下の種目で開催される。 

a.男性（M） C1x、C2x、C4x+ 
b.女子(W) C1x、C2x、C4x＋ 
c.ミックス（混合） C2x 

11.混合種目 
コースタルローイングの大会では、コックスを除くクルーの半数を女性、半数を男性とする混合クル
ー競技を行うことができる。 

12. Construction of Coastal Rowing Boats (Rule 28) 
a. Coastal Rowing boats used in international Coastal Rowing regattas and World Rowing 

Coastal Championships must meet the following three measurement requirements: 
i. Maximum permitted length over all; 
ii. Minimum permitted weight of boat; 
iii. Minimum permitted width of the boat measured at the following two locations, all 

measurements taken externally at the station of maximum overall beam: 
1) width overall (point 1); 
2) width at the Secondary Beam Measurement Point which shall be located at the 

specified height from the deepest point of the boat at that station (point 2). 
The maximum permitted length and minimum permitted weights are as follows: 

12.コースタルローイング競漕艇の構造（規則第 28 条） 
a.コースタルローイングの国際大会や世界コースタル選手権で使用されるコースタルローイングの艇

は、以下の 3 つの測定条件を満たさなければならない。 
i.すべてにおいて最大の許容長さ。 
ii.ボートの最小許容重量 
iii.艇の最小許容幅は以下の 2 箇所で測定され、すべての測定は最大全幅のステーションで外部

から行われる。 
1)全幅（第一部位 1）。 
2)艇の最深部から規定された高さである第二艇幅測定部位における幅。最大許容長さと最小

許容重量は以下の通り。 
最大許容長さと最小許容重量は以下の通り。 

 

 

 
*The minimum weight of the C4+, C4x+ will remain at 140kg until 1 January 2022, at which point it 
would be reduced to 130kg.  
There is no minimum length for Coastal Rowing boats.The minimum permitted widths are as 
follows: 

C4+、C4x+の最低重量は、2022 年 1 月 1 日まで 140kg のままで、その後 130kg に
引き下げられる。コースタル競漕艇には最小の長さはない。最小許容幅は以下の通り。 

 
 

 

  

 第一部位 第二部位  

艇種 全体幅（L1） 
ボートの最深部からの測

定点の高さ 
測定ポイントでの幅 

C1x 0.75 m 0.19 m 0.55 m 
C2x 1.0 m 0.23 m 0.70 m 

C4+, C4x+ 1.3 m 0.30 m 0.90 m 

 

 最大長(m) 最小重量(kg) 

C1x 6.00 35 
C2x 7.50 60 

C4+, C4x+ 10.70 130* 

 



310 

 
In Coastal Rowing boats, all rowers must be seated in line over the axis of the boat and all coxed 
boats shall be designed so that the coxswain is required to sit upright to the stern of the rowers. 
In addition to the flotation requirements referred to in Appendix R2 Bye-Law to Rule 28 and in the 
“Minimum Guidelines for the Safe Practice of Rowing”, Coastal Rowing boats should be constructed 
with three (3) watertight compartments. These compartments may have watertight hatches or ports 
for access to these areas. 
Boats must be designed and constructed so that the hulls are self-bailing; self-bailing shall mean 
that water in the boat will automatically be removed through hull bailers by the forward movement of 
the boat, or by a cockpit floor properly pitched aft to an open transom. 

b. Traditional Coastal Rowing Boats of Different Design - The organising committee of an 
international Coastal Rowing regatta may establish separate events for Coastal Rowing 
boats of different traditional designs or may allow such boats to compete in races 
together with boats of other designs, and at the discretion of the organising committee 
may or may not categorise each design individually for the purpose of the competition. 

c. Requirements for Coastal Rowing Boats and Equipment - All boats must meet the safety 
requirements set down by World Rowing and any additional requirements set down by 
any national, regional and/ or local authority for participation in the particular Coastal 
Rowing regatta. In particular: 
i. Boats must meet the minimum flotation standards set down by World Rowing, either 

with the required watertight compartments or built-in flotation utilising bags or tanks. 
(At an international Coastal Rowing regatta where the organising committee accepts 
entries from traditional Coastal Rowing boats exceptions to the World Rowing 
Flotation Guidelines may be made by the organising committee for a class of boats if 
the boats meet all other safety requirements.) 

ii. Boats must carry a life jacket for every crew member, of a type which meets 
recognised international standards. Coxswains must wear a life jacket at all times in 
the boat; 

iii. Boats must have a towing eye fitted with a 15 m buoyant line. Both the towing eye 
and the line shall be of sufficient strength to allow safe towing of the swamped boat 
with crew members on board in strong wind and sea conditions. The loose end of the 
line must be within hand reach of a rower for the purpose of throwing to a rescue boat 
if required; 

iv. Any ballast must be fixed securely to the structure of the boat;v. During Coastal Rowing races, for 
safety reasons each boat shall be permitted to carry such radio or telecommunication equipment 
as permitted or required by the organising committee or by other maritime authorities for such 
events; 

d. Boat Numbers 
i. All boats participating in an international Coastal Rowing regatta must be registered 

with the organising committee before going on the water, whether for training or 
competition, and shall be allocated a boat number. 

ii. Each boat must display its boat number on both sides of the bow in the manner 
described below for the purpose of identification and safety. 

iii. Registration is the responsibility of the member federation or the club in whose name 
the crew is entered, and the crew concerned. Any crew failing to register their boat in 
accordance with these Regulations or failing to properly display the boat number at all 
times at a regatta may be sanctioned. 

iv. The individual numbers and/or letters making up the boat number on the boat shall 
each be a minimum of 20 cm high and shall be in contrasting colour to the 
background. 

コースタル競漕艇では、すべての漕手は艇の中心線上に並んで座らなければならず、すべての舵
手付き艇は、コックスが船尾の漕手に向かって直立して座るように設計されなければならない。 
規則第 28 条の附則 R2 および「ローイングの安全な実践のための最小ガイドライン」で言及されて
いる浮力要件に加えて、コースタル競漕艇は 3 つの水密区画を持つ構造にすべきである。これら
の区画には、これらのエリアにアクセスするための水密性の高いハッチや門があってもよい。艇は
船腹が自動排水となるように設計され製造されなくてはならない。 
自動排水とは、艇の前進する動きによって、あるいは規則的に振動している舵手席から、船尾の
排水口を通して自動的に排出されることを意味する。 

b.異なるデザインの伝統的なコースタル競漕艇 - 国際コースタルローイングの大会組織委員会は、
異なる伝統的なデザインのコースタル競漕艇のために別個の大会を設けることができ、あるいはそ
のような艇を他のデザインの艇と一緒にレースに出場させることができ、組織委員会の裁量により、
大会の目的のために各デザインを個別に分類することもできるし、分類しないこともできる。 

c.コースタル競漕艇と装備 - すべての艇は、ワールドローイングが定めた安全要件と、特定のコース
タルローイングの大会に参加するために、国、地域、あるいは地方自治体が定めた追加要件を満
たさなければならない。 
i.艇は、必要な水密区画を備えているか、バッグやタンクを利用した内蔵式の浮力を備えているか

のいずれかで、ワールドローイングが定めた最低浮力基準を満たさなければならない。(組織委
員会が伝統的なコースタルローイングのボートからのエントリーを受け付ける国際コースタルロー
イングの大会では、組織委員会は、艇が他のすべての安全要件を満たしている場合には、ワー
ルドローイングフローテーションガイドラインの例外を艇種に適用することができる。) 

ii.艇は、国際的に認められた基準を満たしたライフジャケットをクルー全員に携行しなければならな
い。コックスは、艇の中で常にライフジャケットを着用しなければならない。 

iii.艇には、15m の浮力糸を取り付けた牽引フックがなければならない。牽引フックとラインの両方
は、強い風と海の状況下で、クルーが乗ったまま浸水した艇を安全に曳くことができるよう、十分
な強度を持っていなければならない。ラインの緩い方の端は、必要に応じてレスキューボートに
投げられるように、漕手の手の届く範囲になければならない。 

iv.バラストは、艇の構造体にしっかりと固定されていなければならない。 
v.コースタルローイングのレース中、安全上の理由から、各艇は、組織委員会または他の海事当

局によって許可または要求された無線または電気通信機器を携行することができるものとす
る。 

d. 艇の番号 
i. コースタルローイングの国際大会に参加するすべての艇は、トレーニングのためであれ、競技の

ためであれ、水上に出る前に組織委員会に登録し、艇番号を割り当てられなければならない。 
ii. 各艇は、識別と安全のために、下記の方法で艇首の両側に艇番号を表示しなければならな

い。 
iii. 登録は、クルーの名前が登録されている加盟国協会またはクラブ、および当該クルーの責任で

ある。本規定に従って艇を登録しないクルー、あるいは大会で常に艇番号を適切に表示しない
クルーは罰則を受けることがある。 

iv. 艇上の艇番号を構成する個々の数字や文字は、それぞれ高さ 20cm 以上で、背景と対照的な
色でなければならない。 
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v. At a World Rowing Coastal Championships, the boat numbers shall be allocated by 
the organising committee. 

e. Crew Racing Numbers 
i. At races where crews are using shared pool boats each competing crew will be 

required to display a crew racing number in addition to a boat number. 
ii. At a World Rowing Coastal Championships all crews are required to display a crew 

racing number which will be the country code and national federation rank [example: 
FRA09]. 

iii. The individual numbers and/or letters making up the crew racing number on the boat 
shall each be a minimum of 15 cm high and shall be in contrasting colour to the 
background. 

iv. For races with beach finishes which require one or more crew members to exit the 
boat and cross the finish line on foot, every crew member crossing the finish line must 
clearly display their crew number on their person in a manner visible to the finish 
judges. 

v.世界コースタル選手権では、艇番号は組織委員会が割り当てるものとする。 
e.クルー番号 

i.クルーが共有プールボートを使用するレースでは、各競技クルーは艇番号に加えてク
ルー番号を表示する必要がある。 

ii.世界コースタル選手権では、すべてのクルーは、国コードと各国協会のランクであるク
ルー番号を表示する必要がある（例：FRA09）。 

iii.艇上のクルー番号を構成する個々の数字や文字は、それぞれ高さ 15cm 以上で、背
景と対照的な色でなければならない。 

iv.ビーチフィニッシュのレースで、1 人以上のクルーが艇から降りて徒歩でフィニッシュラ
インを通過する必要がある場合、フィニッシュラインを通過するすべてのクルーは、判
定員から見えるように、クルー番号を身につけて明確に表示しなければならない。 

13. Race Course Characteristics (Rule 31) 
a. The Race Course 

i. The race course for international Coastal Rowing regattas shall provide, as far as 
possible, fair and equal racing conditions for all crews. This shall require sufficient 
width of the start line to allow all the crews in each race to start at the same time. 

ii. Wherever possible, the organising committee shall design the course so that the 
action of the race and competing boats can be seen by spectators on shore. In 
designing the course, the organising committee shall take advantage of wind and 
wave direction, coastal features and beaches. This may include beach starts or 
finishes. 

iii. The length of course shall be as provided in Regulation 14. 
iv. The course may be straight, rectangular, triangular or point to point or of such other 

shape as may be suited to the location. 
v. For safety purposes the layout of the course shall not allow boats to be travelling in 

opposite directions in the same water. 
vi. The course may be covered more than once. In principle there should be no turning 

marker closer than one kilometre (1 km) from the start if the required angle of the turn 
at that marker is greater than 45 degrees. 

vii. Where an event has separate preliminary heats, the courses used for the respective 
heats may be different from one heat to the next but must be of the same racing 
distance and the racing conditions of each course on the day must be similar. 

b. Course Markers 
i. A plan of the course(s) showing the location of all course markers together with their 

description and their GPS position must be included in the Notice of Regatta and also 
in the instructions issued to all crews upon arrival at the regatta. The plan shall also be 
displayed at the Control Commission. 

ii. For safety purposes, wherever buoys are used to mark the turning points, the 
organising committee should, wherever possible, use inflatable marker-type buoys 
rather than existing solid moorage buoys and beacons. 

iii. The organising committee shall take all necessary precautions in setting out the 
course markers and the course to avoid any risks of boats grounding in shallow 
waters, including by clearly marking such areas and placing warning buoys in the 
appropriate locations. 

13.レースコースの特性（規則第 31 条） 
a.レースコース 

i.コースタルローイングの国際大会のレースコースは、可能な限りすべてのクルーに公平かつ平等
なレース条件を提供しなければならない。そのためには、各レースのすべてのクルーが同時に
スタートできるような十分な幅の発艇線が必要である。 

ii.可能な限り、組織委員会は、レースの様子や競技艇が岸辺の観客から見えるようにコースを設
計しなければならない。コースを設計する際には、組織委員会は風と波の方向、海岸の特徴と
ビーチを利用しなければならない。これにはビーチでのスタートやフィニッシュが含まれることもあ
る。 

iii. コースの長さは、規定 14 に定めるとおりとする。 
iv. コースは、直線、長方形、三角形、点から点へ、あるいは場所に応じてその他の形状にすること

ができる。 
v. 安全のために、コースのレイアウトは、同じ水域でボートが逆方向に走行することを許さない。 
vi. コースは 1 回以上使用されることもある。原則として、スタート地点から 1km 以内には、その地

点でのターンの必要角度が 45 度以上である場合、ターンマーカーを設置してはならない。 
vii.予備予選がある場合、それぞれの予選で使用されるコースは予選ごとに異なっていてもよい

が、レース距離は同じでなければならず、また当日の各コースのレースコンディションは同じでな
ければならない。 

b. コースマーカー 
i. すべてのコースマーカーの位置を示すコースレイアウト図は、その説明と GPS 位置とともにレガ

ッタ通知に含まれなければならず、また大会到着時にすべてのクルーに発行される指示にも含
まれなければならない。コースレイアウト図は監視にも掲示されなければならない。 

ii. 安全のため、ターニングポイントの目印としてブイを使用する場合、組織委員会は可
能な限り、既存の固体の係留ブイや水路標識ではなく、膨張式のマーカータイプのブ
イを使用すべきである。 

iii. 組織委員会は、コースマーカーやコースを設定する際には、浅瀬に着水するボートの
危険性を回避するために、そのような場所を明確に表示し、適切な場所に警告ブイを
設置するなど、必要なすべての予防措置を講じなければならない。 
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iv. Prior to the Crew Captain’s Meeting the Race Director, President of the Jury and a 
representative of the Rowing For All Commission shall agree on which turning marks 
shall be designated a ‘key turning marker’. A key turning marker is a point of increased 
risk of severe interference between crews due to factors such as, for example and not 
limited to, the angle of the turn and/or its proximity to the start. 

c. Start and Finish Lines 
i. The start line and finish line shall be visually marked by the alignment of two landmarks 

or buoys. 
ii. The orientation of the start or finish line shall in principle be perpendicular to the route 

to be taken to or from the next or previous turning point respectively. 
iii. For all races, except for races against the clock, the start line shall be wide enough to 

allow all rowers in the race to align and start at the same time. 
iv. The finish line may either be on the water, or if such an option is possible, on the 

beach. Where a beach finish is provided, the finish shall be a finish line, a flag or a 
button situated at a designated point on the beach and a crew shall have finished the 
race when a member of the crew has crossed the line, touched the flag or pressed a 
button as required. 

iv.クルーキャプテンミーティングの前に、レースディレクター、審判長、および普及委員会の代表
者は、どのターニングマークを「キーターニングマーカー」に指定するかについて合意しなければ
ならない。キーターニングマーカーとは、例えば、ターンの角度やスタートへの近さなどの要因に
より、クルー間の激しい妨害のリスクが高まる地点のことである。 

c.発艇線＆フィニッシュライン 
i.発艇線とフィニッシュラインは、2 つのランドマークまたはブイの配置によって視覚的に示されるも
のとする。 

ii.発艇線やフィニッシュラインの方向は、原則として、次の折り返し点まで、また、前の折
り返し点からの経路に直角でなければならない。 

iii.タイムレースを除くすべてのレースにおいて、発艇線は、レースに参加するすべてのク
ルーが同時に整列して発艇できるように十分な幅がなければならない。 

iv. フィニッシュラインは、水上でもよいし、そのような選択肢が可能であれば、ビーチでもよい。ビー
チフィニッシュが設けられている場合、フィニッシュはビーチの指定された地点に設置されたフィ
ニッシュライン、旗、またはボタンでなければならず、クルーの誰かが必要に応じてラインを通過し
たり、旗に触れたり、ボタンを押したりした時点で、クルーはレースを終了するものとする。 

14. Racing Distance (Rule 32) 
a. International Coastal Rowing regattas - In principle there is no specified racing distance 

and this may vary from regatta to regatta. However, the length of the course in each case 
shall be shown in the World Rowing International Regatta Calendar (Rule 10) and shall 
be notified to all participants in the Notice of Regatta. The racing distance may be 
changed by the President of the Jury in the case of adverse weather conditions, in 
consultation with the organising committee. 

b. World Rowing Coastal Championships - In principle the racing distance shall be between 
6 km and 8 km and shall be the same for men and women. The distance may vary 
depending on factors relating to the individual venue for the Championships taking into 
account safety, favourable weather conditions, progression to finals, positioning of course 
markers, spectator visibility and start and finish facilities. 
In adverse weather conditions the distance may be changed by the President of the Jury, 
in consultation with the Race Director and the organising committee. 

14.レース距離（規則第 32 条） 
a.国際コースタルローイングの大会 - 原則として指定されたレース距離はなく、大会ごとに

異なることを認めている。ただし、それぞれの場合のコースの長さは、ワールドローイング
国際レガッタカレンダー（規則第 10 条）に示され、レガッタ通知ですべての参加者に通
知されるものとする。レース距離は、悪天候の場合には、審判長が組織委員会と協議し
て変更することができる。 

b.世界コースタル選手権- 原則として、レース距離は 6km から 8km とし、男女とも同じ距
離とする。距離は、安全性、好ましい気象条件、決勝戦への進出、コースマーカーの位
置、観客の視界、スタート・フィニッシュ施設などを考慮した上で、選手権の各会場に関
する要因によって変わることがある。 
悪天候の場合は、審判長がレースディレクターおよび組織委員会と協議の上、距離を
変更することができる。 

15. Number of Lanes (Rule 33) 
Coastal Rowing regattas shall normally be raced without limit to the number of crews in 
each race. This will be subject to the dimensions of the start line, the length of the course 
and all safety considerations, including weather conditions and provision of safety boats. 
There shall be no delineated lanes. Where there is a limit on the width of the start line, the 
organising committee shall indicate in the Notice of Regatta and in the information to crews 
the maximum number of boats which can be accommodated on the start line at one time in 
any race. 

15.レーンの数（規則第 33 条） 
コースタルローイングの大会は、通常、各レースに参加するクルーの数に制限はない。これ
は、発艇線の大きさ、コースの長さ、そして天候や救命艇の用意など、すべての安全上の
考慮事項に従うものとする。境界線のあるレーンは存在しない。発艇線の幅に制限がある
場合、組織委員会は、レガッタ通知およびクルーへの情報に、いかなるレースにおいても一
度に発艇線上に収容可能な最大艇数を示さなければならない。 

16. President of the Jury (Rule 37) 
The President of the Jury shall allot duties to each member of the Jury and shall supervise 
their activities. The President of the Jury shall take the Chair at Jury meetings and ensure 
proper co-ordination with the organising committee and especially the Race Director. 

16.審判長（規則第 37 条） 
審判長は、審判員に各々の任務を与え、その業務を統括する。審判長は、審判員会議で
議長を務め、組織委員会、特にレースディレクターとの適切な調整を行う。 

17. The Jury (Rule 37) 
a. The Jury shall be responsible for ensuring that the competition is run in 

accordance with these Rules of Racing, related Bye-Laws and Event 
Regulations. 
The Jury shall consist of Umpires carrying out the following duties: 

17.審判員（規則第 37 条） 
a.審判員は、本競漕規則、関連する細則、大会規則に則って競技が行われることに責任

を負う。 
審判員は、以下の任務を遂行する人員で構成される。 
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i. President of the Jury; 
ii. Starter; 
iii. Judge at the Start 
iv. Race Umpire; 
v. Key Turning Mark Umpires; 
vi. Penalty Umpire; 
vii. Judges at the Finish, one of whom shall be the Senior Judge; 
viii. Members of the Control Commission, one of whom shall be the responsible 

member. 
b. In races that have a large number of crews, two Race Umpires can be used. One shall 

be appointed the senior Race Umpire 
c. The President of the Jury, the Starter, the Judge at the Start, the Race Umpire(s), the 

Key Turning Mark Umpires, the Penalty Umpire, Senior Judge at the Finish and the 
responsible member of the Control Commission shall each hold an International 
Umpire’s licence. The Jury shall be supported in its work by other officials holding a 
national umpire licence. 

i.審判長 
ii.発艇員 
iii.線審 
iv.主審 
v.キーターニングマーク審判 
vi.ペナルティ審判 
vii.判定員、そのうち 1 名は主席判定員 
viii.監視員、そのうち 1 名は主席監視員 

b.クルーの数が多いレースでは、主審を 2 人配置してもよい。そのうち、1 人が主審で、もう一人は副
審となる。 

c.審判長、発艇員、線審、主審、キーターニングマーク審判、ペナルティ審判、主席判定員、主席監
視員は、それぞれ国際審判員の資格を保有しなければならない。審判員は、国内審判の資格を
保有する他の役員によって、その作業をサポートされる。 

18. Commercial Publicity, Sponsorship, Advertising, and Identifications (Bye-laws to Rule 38) 
a. Identification on the racing shirt or equivalent 

i. For World Rowing Coastal Championships and other designated World Rowing 
Coastal Rowing events (World Rowing Events), World Rowing may require rowers to 
wear special clothing with the World Rowing identifications. This may take the form of 
a specially made T-shirt or bib, to be provided by World Rowing, which shall be worn 
under or over the rowers’ racing shirt. For this purpose, for all World Rowing Events, 
the racing shirt shall be the “singlet” or “sleeveless-shirt” style. 

ii. Each crew member shall also display on their racing shirt or equivalent the three-letter 
country code and their family name (in Romanised text) in the following manner and 
format: 

18.商業的宣伝、スポンサーシップ、広告および識別（規則第 38 条（細則）） 
a.レースシャツに表示される広告、またはそれと同等のもの 

i.世界コースタル選手権やその他の指定されたワールドローイングコースタルイベント(ワールドローイ
ング大会)では、ワールドローイングは漕手にワールドローイングのロゴが入った特別なウェアの着
用を要求することができる。これは、ワールドローイングが提供する特製の T シャツやビブスの形を
とることがあり、漕手のレースシャツの下または上に着用しなければならない。この目的のために、
すべてのワールドローイング大会において、レースシャツは上下つながったワンピースタイプ、いわ
ゆるローイングスーツまたはノースリーブシャツスタイルでなければならない。 

ii.また、各クルーは、レースシャツまたはそれと同等のものに、3 文字の国コードと姓名（ローマ字表
記）を以下の方法と形式で表示しなければならない。 

 

 

b. Identifications on the boat 
i. The following general provisions shall apply:  

1) Member federation or club sponsor identifications may appear on the boat as specified below, 
except in those areas reserved for the boat number and crew identification number and the 
World Rowing/organising committee identifications and manufacturer’s symbol.  

2) Pool boats - At World Rowing Events, crews using boats provided by the organising 
committee (“pool boats”) will not have the right to place any advertising or identifications on the 
boat. 

ii. For World Rowing Events, the following identifications should be positioned on each side of the 
boat as measured from the bow of the boat: 

b.ボートの識別情報 
i.以下の一般規定が適用される。 

1)加盟国協会やクラブのスポンサーは、ボート番号やクルーの識別番号、ワールドローイング／
組織委員会の識別番号やメーカーのシンボルマークのために確保されたエリアを除き、以下
のように艇に表示することができる。 

2)プールボート - ワールドローイング大会において、組織委員会が提供する艇（「プールボー
ト」）を使用するクルーには、艇に広告や識別情報を掲載する権利はない。 

ii.ワールドローイング大会では、艇首から測って、以下の ID を艇の両サイドに配置する必要がある。 

  

レースシャツ フォント 高さ 幅 文字 例 

前面：姓名 Arial 50mm 120-150mm 大文字 GARCIA 

前面：国コード Arial 50mm 60-100mm 大文字 MEX 

背面：国コード Arial 100mm 150mm 大文字 MEX 
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1) 

 

 

2) The total area (cm2) and length (cm) allowed on each side of the boat for the 
Manufacturer symbol and World Rowing/organising committee sponsor 
Identifications are 

 

2)メーカーシンボルとワールドローイング/組織委員会スポンサー表示のために艇の両側に許さ
れる総面積（cm2）と長さ（cm）は以下の通り。 

 
3) For the World Rowing Coastal Championships, the World Rowing/organising committee area 

is reserved for use by World Rowing under these Regulations. When this space is not being 
used by World Rowing it may be used by the organising committee, but only with the specific 
prior agreement of World Rowing. 

4) For international Coastal Rowing regattas, the World Rowing/organising committee space is 
reserved for the sponsor of the organising committee. 

5) In addition to the symbol of the Manufacturer, the Identification of the Manufacturer may 
appear once on each side of the boat, except in those areas otherwise reserved as detailed in 
this Regulation. Each Manufacturer Identification may be no more than 100 sq cm in area. 

c. Identifications on boat identification numbers 
i. For international Coastal Rowing regattas, the identification of an organising committee sponsor 

may appear once either above or below the boat number and the lettering may be no more than 
10 cm in height. 

ii. For World Rowing Events, the identification of a World Rowing sponsor may appear once either 
above or below the boat number and the lettering may be no more than 10 cm in height. 

d. Other Identifications – Other than the Identifications in section 18) b) above, the only 
other Identifications allowed shall be those described in Appendix R6 - Bye-Law to Rule 
35 – Commercial Publicity, Sponsorship, Advertising and Identifications. 

e. Sculling Oars and Sweep Oars 
i. Pool Oars – At the World Rowing Coastal Championships and other designated World Rowing 

Coastal Rowing events, crews using sculling or sweep oars provided by the organising committee 
(“pool oars”) will not have the right to use the advertising space on the oars allotted to member 
federations or clubs. This right will be retained by the organising committee. 

ii. Blade Colours – Only the member federation colours as registered with World Rowing, the Club 
colours as registered with the member federations or ‘pool oar’ colour as registered with World 
Rowing may appear on the blades. 

3)世界コースタル選手権では、ワールドローイング／組織委員会エリアは、本規則に基づいてワールドロー
イングが使用するために予約される。このスペースがワールドローイングによって使用されていないとき
は、組織委員会が使用することができるが、ワールドローイングの特別な事前の同意を得た場合に限る。 

4)コースタルローイングの国際大会は、ワールドローイング／組織委員会のスペースが組織委員会のスポ
ンサーのために確保される。 

5)メーカーのシンボルに加えて、メーカーの識別情報は、本規則で規定されている領域を除いて、艇の両

側面に 1 回ずつ表示することができる。各メーカーの識別表示の面積は、100 ㎠以下とする。 

c.艇の識別番号に関する識別 
i.コースタルローイングの国際大会では、組織委員会のスポンサーの識別情報をボートナンバーの

上下に 1 回ずつ表示することができ、そのレタリングの高さは 10cm 以下とする。 
ii.ワールドローイングの大会では、ワールドローイングのスポンサーの表示は、ボート番号の上か下

のどちらかに 1 回だけ表示することができ、そのレタリングの高さは 10cm 以下とする。 
d.その他の識別情報 - 上記 18) b)項の識別情報以外に許可される識別情報は、規則第 35 条の

細則附則 R6 -商業的宣伝、スポンサーシップ、広告および識別情報に記載されているもののみ。 
e.スカルオールとスイープオール 

i.プールオール - 世界コースタル選手権およびその他の指定された世界コースタルローイングの
大会において、組織委員会が提供するスカルオールまたはスウィープオール（「プールオー
ル」）を使用するクルーは、加盟国協会またはクラブに割り当てられたオールの広告スペースを
使用する権利を持たない。この権利は組織委員会が保持する。 

ii. ブレードカラー - ブレードに表示できるのは、ワールドローイングに登録されている加盟国協会の
カラー、加盟国協会のカラー、加盟協会に登録されているクラブカラー、またはワールドローイン
グに登録されている「プールオール」のカラーのみである。 

  

 C1x C2x C4x+ 

メーカー記号 50cm2 50cm2 50cm2 

ワールドローイング/ 

組織委員会スポンサー 
1200cm2 1200cm2 1600cm2 

 80cm 80cm 100cm 

 C1x C2x C4x+ 

メーカー記号 0-15cm 0-15cm 0-15cm 

ボートID 15-80cm 15-110cm 15-110cm 

クルーID 80-150cm 110-210cm 110-210cm 

ワールドローイング/ 

組織委員会スポンサー 155-255cm 215-315cm 215-335cm 
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19. Safety – General Principles (Rule 50) 
The following provisions are in addition to the requirements of Regulation 5. 

a. Race Director 
The organising committee shall appoint a Race Director who is very familiar with local 
water conditions and who has experience of Coastal Rowing events. The Race Director 
shall be responsible for all communications with the local maritime authority and shall 
ensure that all safety requirements, including rescue services, are in place before the 
start of races and that all local maritime rules and regulations are met. The Race Director 
shall cooperate closely with the President of the Jury and shall participate in any 
decisions in case of adverse weather conditions. In any case where the Race Director 
and the President of the Jury are not in agreement on an issue regarding safety, the 
decision of the President of the Jury shall prevail. 

b. Crew Captains’ Meeting 
Before the start of the competition, a meeting shall be convened by the organising 
committee at which all team managers, coxswains and crew captains must participate. 
At this meeting, participants will be provided with all information reasonably required for 
the safe running of the event (including local maritime rules, tidal movements, currents, 
specific topography, known dangers, safety rules and sanctions which can be applied 
under these Regulations). If deemed necessary, the coxswains, and the crew captains, 
may be invited to view the course from a motor launch of the organising committee. 

c. Rowers’ Obligations 
i. General obligations 

All rowers and coxswains must: 
1) Be familiar with and respect local maritime rules in addition to the World Rowing 

Rules of Racing, Bye-laws and Regulations; 
2) Wear appropriate life jackets or have an individual life jacket on board within easy 

and convenient reach for their personal use at all times when on the water.  
Coxswains shall wear a life jacket at all times when on the water; 

3) Know what to do in the event of their boat swamping or capsizing and if their boat 
requires to be towed. 

ii. Crew Captain’s obligations 
According to international maritime law, all sea-going vessels must have one person 
responsible for safety and navigation. In Coastal Rowing, this will be one member of 
the crew who will be designated the “Crew Captain”. The designated Crew Captain for 
every boat shall be notified to the organising committee in writing at the time of the 
crew’s registration and before the crew goes on the water for the first time, whether for 
training or for racing. Such notification is the responsibility of the member federation or 
the club in whose name the crew is entered, and the crew concerned. Any crew for 
which a Crew Captain has not been notified shall not be permitted on the water. The 
Crew Captain shall be responsible to: 
1) Before every outing: 

a) Assess the risks and the ability of the crew to cope with the prevailing and 
forecast conditions; 

b) Be familiar with the current and expected weather conditions; 
c) Register the outing with the Control Commission, showing the date and time of 

the outing, the estimated length of the outing and the route to be taken; 
d) Check the condition of the boat and the safety equipment on board. 

19.安全 一般原則 (規則第 50 条） 
以下の規定は、規定 5 の要件に加えて、以下のとおりです。 

a.レースディレクター 
組織委員会は、現地の水域事情に精通し、コースタルローイング競技の経験を有するレースディ
レクターを任命するものとする。レースディレクターは、地元の海事当局とのすべてのコミュニケー
ションに責任を持ち、救助サービスを含むすべての安全要件がレース開始前に整備され、地元の
海事規則がすべて満たされていることを確認するものとする。レースディレクターは、審判長と緊密
に協力し、悪天候の場合にはいかなる決定にも参加しなければならない。安全に関する問題につ
いてレースディレクターと審査委員長の意見が一致しない場合には、審査委員長の決定が優先さ
れるものとする。 

b.クルーキャプテンズミーティング 
大会開始前には、組織委員会が会議を招集し、チームマネジャー、舵手、クルーキャプ
テンの全員が参加しなければならない。このミーティングでは、参加者は大会を安全に
運営するために合理的に必要なすべての情報（地元の海事規則、潮の動き、潮流、特
定の地形、既知の危険性、安全規則、本規則に基づいて適用できる罰則措置を含む）
を提供される。必要と判断された場合、舵手とクルーキャプテンは、組織委員会のモー
ターランチからコースを見てもらうことができる。 

c.漕手の義務 
i.一般的な義務 

すべての漕手とコックスは 
1)ワールドローイング競規則および細則に加えて、現地の海事規則に精通し、これを尊重す

る。 
2)水上では常に、適切なライフジャケットを着用するか、または個人用のライフジャケットを手の

届くところに置いておく。舵手は、水上では常にライフジャケットを着用しなければならない。 
3)艇が落ちたり転覆したりした場合の対処法や、ボートの牽引が必要になった場合の対処法を

知っている。 

ii.クルーキャプテンの義務 
国際海事法によれば、すべての海上船舶には、安全と航行に責任を持つ人が一人いなければ
なりません。コースタルローイングでは、この責任者はクルーの一人であり、「クルーキャプテン」
に指定される。各艇の指定されたクルーキャプテンは、クルーの登録時に、またクルーがトレー
ニングやレースのために初めて海に出る前に、書面で組織委員会に通知されなければならな
い。このような通知は、クルーの名前が登録されている加盟国協会またはクラブ、および当該ク
ルーの責任である。クルーキャプテンが通知されていないクルーは、水上に出ることを許可され
ない。クルーキャプテンは、以下の責任を負うものとする。 

1)水上に出艇する前 
a)リスクを評価し、一般的な予測される条件に対処するためのクルーの能力を評

価する。 
b)現在および予想される気象条件に精通していること。 
c)出艇の日時と予定航行距離、ルートを示して、監視で出艇届けに記入すること。 
d)艇の状態や船内の安全設備を確認する。 
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2) During the outing: 
a) Ensure that the crew respects all navigational, safety and traffic rules; 
b) Require that all members of the crew wear their life jackets as 

necessary; 
c) Make necessary decisions for the safety of the crew if the weather 

deteriorates; 
d) Monitor any changes in the weather or water conditions which might 

affect the safety of the crew. 
3) After the outing: 

a) Inform the Control Commission of the return of the crew; 
b) Complete the register to indicate the crew’s return; 
c) Inform the Control Commission of any incidents or safety issues; 
d) Record and report to the organising committee any damage to a pool boat 

d. Special Coastal Rowing Safety Considerations 
i. General Rules of Circulation 
Rowing at sea outside of channels and ports requires special attention to 
weather conditions, tides, water currents and general maritime traffic. Rowers 
and coxswains must familiarise themselves with general international maritime 
navigation rules as well as the specific conditions of the area. Safety measures 
and local rules must be vigorously applied by the organising committee and 
the Jury and must be strictly observed by the crews. 

ii. Important rules for rowing at sea 
Rowing boats must not hinder the passage of: 
1) Boats that can only navigate safely in a narrow channel or access lane; 
2) Boats with mechanical propulsion in a traffic lane; 
3) Ships with heavy cargo. 

iii. Avoiding collisions 
When two rowing boats are on a potential collision course, both boats should 
move to starboard to give way to the other boat. For clarification, “starboard” 
means the lefthand side of the rowers as they are seated in the boat 
(bowside). 

e. Shelters 
Shelters are ports and bays where boats can easily find refuge in adverse weather conditions and 
where the crew members can be safely disembarked. Such shelters must be made known by the 
organising committee to all crews as part of the information to crews. Shelters may be very 
dependent on the tidal, wind and current conditions. Depending on the conditions, an area 
may be considered a shelter at a certain time of day only, and may be dangerous and 
inaccessible at other times. Whatever the route followed by the rowers, they must be 
aware of all the possibilities of access to the shelters in accordance with the navigational 
limits imposed on their boat. 

f. Capsizing 
Crews should regularly practice their capsize drill and familiarise themselves with all the 
steps to ensure the safety of the crew in case of capsize. 

g. Any member of the Jury may prohibit any crew from going on the water if they consider 
that crew constitutes a danger to themselves or other crews on the water. In the event of 
a dispute, the President of the Jury shall determine the issue. 

2) 出艇中 
a) クルーがすべての航海規則、安全規則、航行規則を尊重し、守らせること。 
b) 必要に応じてクルー全員にライフジャケットの着用を求める。 
c) 天候が悪化した場合、クルーの安全のために必要な判断を行う。 
d) クルーの安全に影響を与える可能性のある天候や水の状態の変化を注視す

る。 
3) 帰艇後 

a) 監視にクルーの帰還を報告すること。 
b) 監視でクルーの帰還届に記入すること。 
c) 発生した事象や安全上の問題があれば、これらを監視に報告する。 
d) 配艇を受けている場合、監視に艇の損傷を記録し、報告する。 

d. コースタルローイングの安全に関する特別な注意事項 
i. 周知すべき一般的規則 

水路や港以外の海域でボートを漕ぐには、天候、潮汐、水流、一般的な海上交通に
特別な注意を払う必要があります。漕手とコックスは、一般的な国際海上交通規則と
その地域特有の状況に精通していなければならない。組織委員会と審判員は、安全
対策と地域の規則を積極的に適用し、クルーはこれを厳守しなければならない。 

ii. 海でボートを漕ぐときの重要な規則 
競漕艇は通行の妨げになってはならない。 
1) 狭い水路や接続レーンでしか安全に航行できない船。 
2) 航行レーン内の動力船。 
3) 重い貨物を積んだ船。 

iii. 衝突の回避 
2 つのコースタル艇が衝突する可能性がある航路上にいる場合、両方の艇は、相手
の艇に進路を譲るために、右舷側へ移動しなければならない。明確にするために、
「右舷」とはボートに座っている漕手の左側（バウサイド）を意味する。 

e. 避難場所 
避難場所は、悪天候の際にボートが容易に避難できる港や湾のことで、クルーが安全に
下船できる場所のことである。このような避難場所は、組織委員会がクルーへの情報提
供の一環として、すべてのクルーに知らされなければならない。 
避難場所は、潮汐、風、潮流の状況に大きく左右されることがある。条件によっては、特定の時間

帯にのみ避難場所とみなされ、それ以外の時間帯には危険で立ち入ることができない場合もあ
る。クルーは、いかなる経路をたどった場合でも、自分たちの艇に航行上の制限が生じ
たときに、避難所へ退避するあらゆる可能性を認識していなければならない。 

f. 転覆 
クルーは、定期的に転覆時の訓練を行い、クルーの安全を確保するためのすべての手
順を熟知しておかなければならない。 

g. 審判員は、クルーが自分自身や水上の他のクルーに危険を及ぼすと判断した場合、そ
のクルーの水上への出航を禁止することができる。疑義がある場合は、審判長が決定する。 
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20. World Rowing Progression System (Rule 57) 
The organising committee shall stipulate the maximum number of crews which can be 
accommodated on the Start line at one time in accordance with Regulation 15. Should the 
number of crews taking part in an event exceed the number of positions available on the 
Start line, a system of heats shall be adopted. In such case, the number of crews 
progressing to the next round from each heat shall be the number of available places on 
the Start line divided by the number of heats which are required. 
The number of crews in each heat shall be as equal as possible and in principle the same 
number of crews from each heat shall progress to the next round. 
If an event has fewer entries than there are places on the Start line, there shall be a direct 
final with no preliminary races for that event. 
The organising committee in the case of international Coastal Rowing regattas, and World 
Rowing in the case of World Rowing Events, may place a limit on the number of boats in 
each heat and /or the number of boats to progress to the final. In principle the minimum 
number of boats in the final should be eight (8) in any one event and the maximum will be 
equal to the number of available boats or space available. Such information shall be 
included in the Notice of Regatta and shall be included in all information given to crews 
before the regatta. 

20.ワールドローイング勝ち上がりシステム（規則第 57 条） 
組織委員会は、規定 15 に従って、一度に発艇できるクルーの最大数を規定する。ある種
目に参加するクルーの数が、発艇できるクルー数を超える場合は、予選が行われる。この
場合、各予選から次のラウンドに進むクルーの数は、発艇できる数を必要な予選レース数
で割った数とする。 
各予選のクルー数は可能な限り均等にし、原則として各予選から同数のクルーが次のラウ
ンドに進むものとする。 
ある種目において、一度に発艇できる数よりもエントリー数が少ない場合、その種目は予選
レースを行わず、直接、決勝を行う。 
コースタルローイングの国際大会の場合は組織委員会が、ワールドローイングの場合はワ
ールドローイングが、各予選の艇数や決勝に進出する艇数に制限を設けることができる。
原則として、決勝に進出する艇数の最小値は 1 つのイベントで 8 艇とし、最大値は利用可
能な艇数または利用可能なスペースに等しいものとする。このような情報は、レガッタ通知
に含まれ、大会前にクルーに与えられるすべての情報に含まれなければならない。 

21. The Draw and Determining the Lanes (Rules 59 and 60) 
Where a system of preliminary heats is required, a Draw, supervised by the Jury, shall 
allocate crews to heats. 

a. Floating Starts - There shall be no lanes allocated for floating starts. 
b. Beach Starts - For beach starts where the line of the start is not perpendicular to the first 

turning marker, crews’ starting positions will be allocated as follows: 
i. Preliminary round - 

1) Where there is no seeding the allocation shall be by random draw, supervised by 
the Jury. 

2) If there is seeding of crews, the higher seeded crews shall, in the first round of the event only, 
be allocated starting positions at the end nearest to the first turning marker. 

ii. Where there has been a preliminary round the positions for subsequent rounds shall 
be allocated based on the ranking of crews in the previous round with the higher-
ranking crews at the end nearest to the first turning marker. 

21.抽選とレーンの決定（規則第 59 条、第 60 条） 
予備予選が行われる場合は、抽選は審判が監視のもとで、クルーにその組み合わせが割り
当てられる。 

a.水上スタートの場合 -レーンは割り当てられない。 
b.ビーチスタートの場合 - 発艇線が最初のターニングマーカーに直角ではないビーチスタ

ートの場合、クルーのスタート位置は以下のように割り当てられる。 
i.予選ラウンド 

1)シードがない場合、割り当ては審判員監督のもと、無作為抽選が行われる。 
2)クルーのシードがある場合、上位シードのクルーは、最初のラウンドに限り、最初のタ

ーニングマーカーに最も近い側でのスタート位置が割り当てられる。 
ii.予選ラウンドがあった場合、それ以降のラウンドの順位は、前のラウンドでのクルーの順
位に基づいて、より上位のクルーが最初のターニングマーカーに近い側に配置される。 

22. Adverse Weather Conditions (Rule 63) 
The President of the Jury, in consultation with the Race Director and the organising 
committee, shall take all decisions on any delay, postponement or cancellation of races, or 
of changes to the course, resulting from adverse weather conditions or other matters 
relating to the safety of rowers and officials on the water or the fairness of the course. 
This may include reducing the maximum number of boats in races. If the number of boats 
in a race is reduced under this Regulation, the President of the Jury may use the ranking in 
the preliminary heats to seed the races or, if there have been no preliminary heats, the 
crew ranking issued by the member federation shall be used. 

22.悪天候条件（規則第 63 条） 
審判長は、レースディレクターおよび組織委員会と協議の上、悪天候によるレースの遅
延、延期、中止、またはコースの変更、あるいは水上の漕手や関係者の安全やコースの公
平性に関するその他の事項について、すべての決定を下すものとする。 
これには、レースの最大艇数を減らすことも含まれる。本規則に基づいてレースの艇数が
削減された場合、審判長は、予選の順位をレースのシードに使用することができる。また、
予選が行われていない場合は、加盟国協会が発行するクルーランキングを使用するもの
とする。 

23. At the Start (Rule 66) 
There shall be no start zone in Coastal Rowing events. Crews are responsible for 
their own equipment if there is damage. Crews must be in the vicinity of the start 
line two minutes before the designated start time. 
The Starter may start the race without reference to absentees. 

23.発艇時（規則第 66 条） 
コースタルのイベントでは、発艇水域はないものとする。損傷があった場合、クルーは自分
の装備に責任を持つ。クルーは指定されたスタート時刻の 2 分前には発艇線付近にいな
ければならない。 
発艇員は不在のクルーに関わらず、発艇することができる。 
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24. The Starting Procedure (Rule 67) 
a. The Start (floating) 

Each boat shall be at liberty to find its own position on the Start line but it is the 
responsibility of each crew to ensure that it does not interfere with other boats. Where 
such interference occurs or is going to occur, each crew must take appropriate avoiding 
action, but shall follow the instruction of the Starter or Umpire whenever such 
instructions are given. 
The Starter may be assisted by other umpires under the authority of the Starter. The 
position of the Starter shall in principle be approximately 50-100 meters behind the line 
of the Start and shall be such that the Starter has a clear view of all boats and the 
starting signals are clearly visible to all crews on the Start line. 
There shall be a Judge at the Start who shall be positioned exactly on the line of the 
Start in a position to clearly see all boats on the start line. 
The Judge at the Start shall be responsible to identify any boats which are on the 
courseside of the Start Line at the time the start signal is given. They shall immediately 
notify the Starter and Umpires of their decision in this regard and the offending crews 
shall be notified in accordance with Regulation 25. 
The starting procedure shall be as follows: 
i. It shall be the responsibility of each crew to ensure that no part of their boat is on the 

course-side of the Start Line at the time the start signal is given and the Judge at the 
Start shall not give any instructions to crews in this regard prior to the start signal 
being given. Crews in the Start area shall at all times closely follow the instructions of 
the Starter or Umpire. Any crew not following such instructions may be penalised. After 
giving the 3-minute, 2-minute and 1-minute signals respectively as provided in this 
Regulation, the Starter may start the race at the given time without reference to the 
position of any crew. 

ii. Three minutes before the start, the Starter shall simultaneously: 
1) Hoist three balls in the air (each ball shall be red with a white cross on it, be clearly 

visible from the Start line and shall be not smaller than 50cm in diameter); and 
2) Sound 3 clear, short blasts with a hooter. 

iii. All boats shall remain within the vicinity of the start line. At the expiry of the 3 minutes 
the start can be given even if some boats have not reached the start position. 

iv. Each crew shall be responsible to be aware of the time remaining before the start. It is 
the responsibility of crews to be close to the start line at the start time of the race and 
not to cause a false start. There will be no instructions given to crews concerning 
alignment unless the Judge at the Start considers that too many boats are over the 
start line and that the race cannot be started in a safe or fair manner. 

v. Two minutes before the start time, the Starter shall simultaneously: 
1) Drop one of the three raised balls; and 
2) Sound two clear, short blasts with the hooter. 

vi. One minute before the start, the Starter shall simultaneously: 
1) Drop one of the two remaining balls; and 
2) Sound one clear, short blast with the hooter. 

vii. At the Start time, the Starter shall give the signal to start by simultaneously: 
1) Dropping the one remaining ball; and 
2) Sound one long blast with the hooter. 

24.発艇手順（規則第 67 条） 

a.発艇（水上） 
各艇は、発艇線上の自分の位置を自由に決めることができるが、他の艇を妨げないよう
にすることは各クルーの責任である。妨害が発生した場合、あるいは発生しそうな場合、
各クルーは適切な回避行動を取らなければならないが、発艇員または主審の指示があ
る場合はそれに従わなければならない。 
発艇員は、その権限で他の主審が補佐することができる。発艇員の位置は、原則として発艇線の
約 50～100m 後方とし、発艇員がすべての艇を見渡せ、発艇線上のすべてのクルーからスタート
の合図がはっきりと見えるような位置とする。 
線審は、発艇合図が出された時点で、発艇線のコース側にいる艇を識別する責任がある。線審
は、この点に関する決定を直ちに発艇員と主審に通知し、違反したクルーには規則第 25 条に従
って通知しなければならない。 
発艇の手順は以下の通りとする。 
i. 発艇合図が出されたときに、艇のどの部分も発艇線のコース側にないことを確認するのは、各ク

ルーの責任であり、線審は、発艇合図が出される前に、この点についてクルーに指示を与えて
はならない。発艇エリアにいるクルーは、常に発艇員または主審の指示に忠実に従わなければ
ならない。そのような指示に従わないクルーはペナルティを受けることがある。発艇員は、本規
則に定められた 3 分、2 分、1 分の信号を出した後、どのクルーの位置にも関係なく、与えられ
た時間にレースを開始することができる。 

ii.発艇 3 分前に発艇員が同時に 
1)ボール 3 個を空中に上げる（各ボールは赤地に白の十字線が描かれたもので、発

艇線からはっきりと見えるもので、直径 50cm より小さくない大きさのものとする）、お
よび 

2)フーターを 3 回、明瞭かつ短音で鳴らす。 
iii.すべての艇は、発艇線の周辺に留まらなければならない。3 分が経過した時点で、ス

タート位置に到達していない艇があっても、発艇を行うことができる。 
iv.各クルーは、発艇までの残り時間を把握する責任がある。レースの発艇時刻に発艇線の近くに

いて、フォルススタートを起こさないようにすることは、クルーの責任である。線審が、あまりにも
多くの艇が発艇線を越えており、安全または公正な方法でレースを開始することができないと判
断した場合を除き、整列に関するクルーへの指示は行わない。 

v.発艇 2 分前に、発艇員は同時に 
1) 3 つのボールのうち 1 つを落とす。 
2)フーター2 回、明瞭かつ短音で鳴らす。 

vi.発艇 1 分前に、発艇員は同時に 
1)残りの 2 個のボールのうち 1 個を落とす。 
2)フーター1 回、明瞭かつ短音で鳴らす。 

vii.発艇時刻に、発艇員は同時に発艇合図をする。 
1)残った 1 個のボールを落とすこと。 
2)フーター1 回、長音で鳴らす。 
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viii. The ball should be lowered exactly 3 minutes after the beginning of the starting 
sequence. The official start of the race will be considered the moment the single ball 
starts to be lowered.  

Summary table of starting sequence (floating) 

viii.ボールは、発艇手順の開始から正確に 3 分後に下げられる。正式な発艇は、合図のボールが
下げられ始めた瞬間とする。 

発艇手順概略図（海上） 

 
ix. Should the Judge at the Start consider that many crews are on the course-side of the Start line at 

the designated start time, or if many crews are late to the Start through reasons beyond their 
control, it is the sole responsibility of the Starter to decide whether to delay the Start. Alternatively, 
the Starter may start the race on time and if appropriate may award penalties as provided in 
these Rules, Bye-Laws and Regulations. 

b. The Start (Beach Start) 
i. The boats shall be lined up on the beach near the water’s edge. If under Regulation 21 the 

starting position of boats has been allocated, the boats shall line up and start in accordance with 
those positions. 

ii. Boat Handlers - There shall be up to two boat handlers per boat. The boat handlers shall, in 
principle, be provided by the teams and are recognised as official support crew members. The 
role of the boat handler is to support the departure and arrival of the crew from and to the beach. 
The boat handlers for each crew should wear matched uniforms or a bib that comply with the 
Rules in respect of Identifications, and are clearly distinguishable from the crew. In rougher 
conditions and at the discretion of the President of the Jury the number of boat handlers may be 
increased. Boat handlers may not board the boat at any time but may assist the crew in any other way, 
including rudder fixing, etc. When the boat returns to the beach the boat handlers may “catch” the boat 
to slow its progress when it reaches the beach and a crew member disembarks to run to the finish line. 
The boat handlers shall comply with any instructions of the race officials and shall at all times be subject 
to the Rules of Racing. The boat handlers will support the crews in holding the best pointing for the boat 
for the crew members to board and depart. The boat handlers must not board the boat or move in to any 
position where the typical water surface is above their shoulders when standing on the sea bed. 

iii. When the Starter directs the crews to put their boats on the water (24.3.3 below), they shall hold 
their boats approximately 8m apart at the edge of the water. In a normal beach start, all crew 
members shall be holding their boat standing in the water next to their boats and can only start to 
board their boat after the start signal has been given. 

iv. The Starter shall then order the crews to get ready and bring their boats into line. The Judge at 
the Start shall be the sole judge of whether the boats are in line. 

v. If a running start is used, one nominated crew member from each crew shall be a runner. The 
runners will start behind a set running start line located on the beach and when the start signal is 
given shall run to their boat to join the other crew members.The remaining crew members shall 
be holding their boats and standing in the water next to their boats and can only start to board 
their boat when the start signal is given. 

ix. 線審は、多くのクルーが発艇時刻に発艇線のコース側にいると判断した場合、または、発艇員が、多くのク
ルーが不可抗力で発艇に遅れると判断した場合、発艇員の裁量により、発艇を遅らせることができる。ある
いは、発艇員は定刻通りにレースを発艇させ、必要に応じて本規則に定められた罰則を与えることもできる。 

b. 発艇（ビーチスタート） 
i.艇は浜辺近くの水際に一列並べられる。規定 21 に基づき、艇の発艇位置が割り当てられた場

合は、それに従って一列に並べられ、発艇する。 
ii.ボートハンドラー - 1 艇につき 2 名までのボートハンドラーを配置する。ボートハンドラーは、原則

としてチームが用意するものとし、公式なサポートクルーとして認められる。ボートハンドラーの役割は、クル

ーのビーチへの出入りをサポートすることである。各クルーのボートハンドラーは、クルーと明確に識別できる
ルールに適合したユニフォームまたはビブスを着用しなければならない。荒れたコンディションでは、審判長
の判断により、ボートハンドラーの数を増やすことができる。ボートハンドラーは、いかなる時もボートに乗ること
はできないが、舵の固定など、その他の方法でクルーを助けることができる。ボートがビーチに到着し、クル
ーが決勝戦に向かって走るために下船する際、ボートハンドラーはボートを減速させるためにボートをキャッ
チすることができる。ボートハンドラーは、レースオフィシャルのいかなる指示にも従い、常に競漕規則に従わ
なければならない。ボートハンドラーは、クルーの乗降のためにボートの最適な位置を確保するようにサポー
トする。ボートハンドラーは、ボートに乗り込んだり、海底に立っているときには水面が肩より上になるような位
置に移動してはならない。 

iii. 発艇員がクルーにボートを水上に置くよう指示したとき（下記 24.3.3）、クルーは水面
の端で約 8m 離れてボートを保持しなければならない。通常のビーチスタートでは、す
べてのクルーは自分のボートの横の水面に立ってボートを保持し、スタートの合図があ
って初めて自分のボートに乗り始めることができる。 

iv. その後、発艇員はクルーに準備をして艇を整列させるように命令する。艇が整列して
いるかどうかは、線審のみが判断する。 

v. ランニングスタートの場合は、各クルーから指名された 1 名のクルーがランナーとなる。ランナー
は、ビーチに設置されたランニング発艇線の後ろから発艇し、スタートの合図があったら、自分
のボートまで走って他のクルーと合流する。残りのクルーは、ボートを持ち、ボートの横の水面に
立ち、発艇の合図があって初めてボートに乗り始めることができる。 

  

ボール 3 個 

（赤と白の十字線） 

ボール 2 個 

（赤と白の十字線） 

ボール 1 個 

（赤と白の十字線） 

1 個のボール 

（赤と白の十字線） 

下ろす 

発艇員が赤旗を振る 

時間 

3 分前 

2 分前 

1 分前 

発艇 

視覚による合図 音による合図 

集団のフォルススタート 

3 回の短音フータ

ー 

2 回の短音フータ

ー 

1 回の短音フータ

ー 

長音のフーター 

短音フーター 

の繰り返し 
繰り返し振る 

長音 
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vi. It is the responsibility of each crew to ensure that it does not interfere with other boats.  
Where such interference occurs or is going to occur, each crew must take appropriate avoiding 
action, but shall follow the instruction of the Starter or Umpire whenever such instructions are 
given. A crew causing interference may be penalised by the Starter or the Umpire. 

vii. The Starter may be assisted by other umpires under the authority of the Starter. The 
position of the Starter shall be such that the Starter has a clear view of the running 
start line (in case of running starts) and all boats and the starting signals are clearly 
visible to all race rowers. 
The Starter shall inform the crews when there is five minutes, four minutes and three 
minutes remaining before the start time. 
There shall be a Judge at the Start who shall be positioned in such location as to be able to 
properly carry out their responsibilities. In the case of a running start, the President of the Jury 
may allocate two Judges at the Start for this purpose. The Judge at the Start shall be responsible 
to identify any nominated runner who crosses the set running start line before the start signal is 
given (in the case of a running start) and any crew whose member(s) start to board their boat 
before the start signal is given. If the Starter is positioned on the start line, the Starter may also 
serve as a Judge at Start. 

viii. The starting procedure for beach starts shall be as follows: 
1) Crews must be at their start positions (and in the case of a running start, 

nominated runners must be at the running start line) and under the control 
of the Starter two minutes before the starting time of their race. 

2) The Starter may penalise a crew which is late to the start and may start the 
race without reference to absentees. 

3) When there is two minutes to the start, the Starter shall say “Two minutes!” Any 
time thereafter the Starter will ask the crews to place their boats on the water, by 
saying “Put the boats in the water”. Once the order to place the boats on the water 
is given, the crews are under Starter’s orders and the Starter may start the race at 
any time. 

4) At the Start time, the Starter shall be clearly visible. The Starter shall say 
“Attention!” and after a clear pause shall give the start signal by dropping in one 
downward motion the raised start flag, simultaneously sounding a hooter in one 
long blast. The official start of the race will be the moment the flag starts to drop. 

c. Delays of Start 
Where the start of any specific boat category is delayed for any reason, the 
Starter shall inform that boat category or categories of the delay. Where the 
whole race is to be delayed: 
i. In the case of a water start - the Starter shall lower all signals and begin the 3 minutes 

countdown process again in accordance with the new Start time after announcing this 
to the waiting crews. 

ii. In the case of a beach start – after ensuring that the crews are in position and ready, 
the Starter shall proceed with the Start process in accordance with the new Start time. 
Where such delay is less than two minutes and boats have already been moved to the 
water, the Starter is not required to say again “Two minutes!” but may proceed with the 
Start by announcing “Attention!” and then giving the Start signal. 

vi.他の艇を妨げないようにするのは、各クルーの責任である。そのような妨害が発生した場合、ま
たは発生しそうな場合、各クルーは適切な回避行動を取らなければならないが、発艇員または
主審の指示がある場合はそれに従わなければならない。妨害を起こしたクルーは、発艇員また
は主審によって罰せられることがある。 

vii.発艇員は、発艇員の権限の下、他の主審が補佐することができる。発艇員の位置は、発艇員
がランニング発艇線（ランニングスタートの場合）とすべてのボートをはっきりと見渡せるようにし、
スタート合図がすべてのレース漕ぎ手にはっきりと見えるようにしなければならない。 
発艇員は、時刻までの残り時間が 5 分、4 分、3 分になったらクルーに知らせる。 
スタート地点には、その責任を適切に果たすことができるような位置に審判員を配置しなければ
ならない。ランニングスタートの場合には、審判長はこの目的のために線審を 2 名配置すること
ができる。線審は、指名された走者が、発艇信号が与えられる前に設定されたランニング発艇
線を越えた場合（ランニングスタートの場合）、およびクルーが、発艇信号が与えられる前に自
分のボートに乗り込んだ場合には、そのクルーを確認する責任を負う。 
発艇員が発艇線に配置されている場合、発艇員は線審を兼ねることができる。 

viii.ビーチスタートの発艇手順は以下の通りとする。 
1)クルーはスタート 2 分前までに発艇位置（ランニングスタートの場合は指名されたランナーが

ランニング発艇線にいること）にいて、発艇員の管理下にいなければならない。 
2) 発艇員は発艇に遅れたクルーに罰則を課すことができ、またはそのクルーを待つことなく発

艇させることができる。 
3)発艇 2 分前になったら、発艇員は「トゥーミニッツ!」と言う。その後いつでも、発艇員は「プット

ザボーツインザウオーター」と言って、クルーにボートを水上に置くように指示する。艇を水に
つける命令が出された時点で、クルーは発艇員の命令下にあり、発艇員はいつでもレースを
開始することができる。 

4)発艇時刻になると、発艇員ははっきりと見えるようにしなければならない。発艇員は「アテンシ
ョン！」と言い、明瞭な間と取り、揚げた発艇旗を一気に下ろすことで発艇の合図をし、同時
にフーターを長音で 1 回鳴らす。 

レースの正式な開始は、旗が下がり始めた瞬間となる。 
c. 発艇の遅延 

何らかの理由で特定の種目の発艇が遅れる場合、発艇員はその種目の遅延を知らせなければ
ならない。レース全体が遅れる場合。 
i.水上スタートの場合、 
発艇員は、すべての合図を下げ、待機しているクルーに告知した後、新しいスタート時刻に合わ
せて、再度、3 分前の分読み手順のから開始する。 

ii.ビーチスタートの場合、 
クルーが所定の位置にいて準備ができていることを確認した後、発艇員は、新しい発艇時刻に
従って発艇手順を進めなければならない。その遅れが 2 分未満で、艇がすでに水面に移動して
いる場合、発艇員は再度「トゥーミニッツ！」と言う必要はなく、「アテンション！」とアナウンスして
から, 

スタートの合図を行い、スタートする。 

25. False Start (Rule 65) 
a. Floating Start - A crew commits a false start when any part of its crew, boat or 

equipment is on the course-side of the Start Line at the time the Start signal is 
given. 

25. フォルススタート（規則第 65 条） 
a.水上スタート  
発艇合図が出された時点で、クルー、ボート、機材の一部でも発艇線のコース側にある場
合、クルーはフォルススタートを行ったことになる。 
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b. Beach Start - A crew commits a false start if, in the case of a running start, the 
crew’s nominated runner crosses the set start line before the start signal is 
given and in all cases if any crew member starts to board their boat before the 
start signal is given. 

c. The Judge at the Start shall be the sole judge of a false start. 
d. Consequences of a False Start 

i. Individual false start 
1) Floating Start - A crew committing a false start shall be allowed to continue with the race but 

shall be awarded a time penalty as described in Regulation 31 of this Appendix. When 
conditions allow a single ball should be raised to indicate one or more crews are carrying a 
false start penalty. 

2) Beach Start - Where a false start is committed, whether by a runner or by a crew member, the 
Judge at the Start shall stop the race and notify the crew that it has committed a false start and 
shall inform the Starter accordingly. In restarting the race, the Starter shall award a 10 second 
penalty to that crew and for this purpose that crew shall be required to wait for 10 seconds 
after the start signal is given before making any move to start their race. The Starter shall 
indicate by voice and flag when the 10 seconds has elapsed and the crew may start. 

A crew causing two false starts in the same race in a Beach Start shall be excluded by the 
Starter. 

ii. Multiple false start 
If in a race the Judge at the Start indicates that a number of boats have committed a 
false start, the Starter may decide to stop the race and give the start again or may 
allow the race to continue and award penalties to all boats concerned. If they decide 
to stop the race, the Starter shall do so by hoisting a red flag and sounding repeated 
short blasts on the hooter. Where there is a mass false start caused by weather 
conditions or other external influences, but the Judge at the Start considers the start 
to have been fair, they may advise the Starter to allow the race to continue with or 
without penalties to individual crews. 

b.ビーチスタート  
ランニングスタートの場合、クルーが指名したランナーが、発艇合図が与えられる前に、発艇線を通
過した場合、またどのような場合でも、発艇合図が与えられる前に、クルーが自分のボートに乗り始
めた場合、クルーはフォルススタートを行ったことになる。 

c.線審は、フォルススタートの唯一の判断を行う。 
d.フォルススタートの結果について 

i.個別のフォルススタート 
1)水上スタート 

フォルススタートを行ったクルーは、レースを続行することができるが、附則の規定 31 に記載されている
ようにタイムペナルティを与えられる。状況が許せば、1 人または複数のクルーがフォルススタートのペナ
ルティを受けていることを示すために、1 個のボールを上げなければならない。 

2)ビーチスタート  
ランナーであれクルーであれ、フォルススタートが行われた場合、線審はレースを止め、そのクルーにフォ
ルススタートを行ったことを通知し、それに応じて発艇員に知らせなければならない。レースを再開する場
合、発艇員はそのクルーに 10 秒のペナルティを与え、そのためにそのクルーは発艇信号が与えられてか
ら 10 秒待ってからレースを開始するように要求される。発艇員は声と旗で 10 秒が経過したことを示し、
そのクルーはスタートできる。 
ビーチスタートにおいて、同じレースで 2 回のフォルススタートを起こしたクルーは、発艇員によって除外さ
れる。 

ii.複数のフォルススタート 
レース中に多数の艇がフォルススタートを行ったことを線審が示した場合、発艇員はレースを止
めて再度スタートを行うか、レースを続行して関係するすべての艇にペナルティを与えるかを決
定することができる。 
レースを中止する場合、発艇員は赤旗を掲げ、フーターを短音で繰り返し鳴らす。天候やその他の外部要因
による集団フォルススタートがあったが、線審がスタートは公正であったと判断した場合、発艇員に対して、
個々のクルーへのペナルティの有無にかかわらず、レースを続行するよう助言することができる。 

26. Responsibility of Rowers (Rule 70) 
a. All crews shall compete in accordance with the Rules of Racing. If a crew does not 

comply with the Rules, including if it impedes or interferes with another boat or gains any 
advantage thereby, it may be penalised. 

b. A crew, which for any reason does not complete the full course as designated by the 
organising committee, including not rounding all or any of the turning markers, is 
responsible to declare this to the Finish Judge or other Umpire or to the organising 
committee at the end of the race. The result of such crew shall show DNF. 

c. In the case of a Beach Finish, crews returning to the beach must make every effort to 
keep their boat under control in an upright position with all crew members in contact with 
the boat until reaching the beach. In the event the boat capsizes while returning to the 
beach, the crew is responsible to ensure that all crew members and equipment are safe, 
and such responsibility shall have priority over finishing their race. 

26.漕手の責任（規則第 70 条） 
a.すべてのクルーは、競漕規則に従って競技するものとする。クルーが規則に従わない場

合（他艇を妨害したり、それによって自己を有利にした場合を含む）は、罰則を受けるこ
とがある。 

b.何らかの理由で組織委員会により指定した全コースを漕了しなかったクルーは、すべてまたは一部
のターニングマーカーを回らなかったことも含めて、レース終了時に判定員や他の主審、または組
織委員会にその旨を申告する責任がある。この場合、クルーの結果は DNF となる。 

c.ビーチフィニッシュの場合、ビーチに戻るクルーは、ビーチに到着するまでの間、すべてのクルーが
ボートに接触した状態で、メンバーが直立姿勢で艇をコントロールするためにあらゆる努力をしなけ
ればならない。ビーチに戻る途中でボートが転覆した場合、クルーはすべてのクルーメンバーと装
備の安全を確保する責任があり、その責任はレースを終えることよりも優先される。 

27. Interference (Rule 71) 
A crew causes interference to another crew if it changes course to prevent another crew 
from passing, if it does not give way when required under these Regulations, or causes a 
severe collision with another crew through not giving way when required by these 
Regulations or in any other way. 
Objections and Protests regarding the judgment of the Jury as to whether a crew caused 
an interference and the sanctions imposed on the crew for interference will not be 
accepted. 

27.妨害（規則第 71 条） 
クルーによる妨害とは、追い越しを妨害して進路変更した場合、本規定に定められた通りに、または、
その他の方法で、コースを譲らなかった場合、または、コースを譲らなかったことが原因で重大な接
触が発生した場合をいう。 
クルーが妨害を起こしたかどうかの審判員の判断や、妨害を起こしたクルーに課せられた罰則に関
する異議・抗議は受理しない。 
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a. Severe collision - A crew causes a severe collision when one or more of the following 
occur: 
i. damage to a boat; 
ii. personal injury; 
iii. forcing another boat off the race course, to miss a turning marker or into an obstacle; or 
iv. a rower is struck by the blades of another crew. In the event of a collision which the Umpire 

deems to be a severe collision, the Umpire shall decide who is at fault and may impose a 60 
second penalty on the crew responsible. A Red Card (EXC) may be imposed in cases of a blatant 
disregard for the safety of other rowers. 

b. Rules of Giving Way 
When three or more boats are on the same line and a coxswain reasonably considers 
that there is not enough room between their boat and the others the coxswain may call 
by its boat number one of the crews and say “(Boat Number --!)” –“Attention!” – “Give 
Way!!”, and the boat called must change its course sufficiently to leave the crowded boat 
enough room or it may be penalised by the Umpire. 
No boat or boats may deliberately or otherwise cause interference to another boat which 
is on a course towards a turning marker or other course mark. 
If two or more crews co-operate to cause disadvantage to another crew or crews or to 
assist another crew or crews, all crews of the club(s) or member federation(s) involved in 
such cooperative action may be disqualified (DSQ). 

c. Overtaking 
It is the responsibility of a crew overtaking another crew to avoid a severe collision with 
the crew being overtaken; a crew which is being overtaken must not obstruct the course 
of an overtaking crew. 
If a crew being overtaken obstructs or causes a severe collision with the overtaking crew 
by changing its course or in any other manner, the Umpire may penalise the crew 
causing obstruction or severe collision by awarding a time penalty as described in 
Regulation 31 of this Appendix, or may exclude (EXC) the crew or take other appropriate 
measures under the Rules. 

d. Rounding of a Turning Marker 
At the turning markers it is the individual responsibility of every crew to avoid 
severe collisions with other crews and observe the rules of overtaking. 
Crews are responsible of their own steering. 
In order to be placed in the final ranking for the event, all crews must round all 
turning markers in the correct direction and must complete the full course as 
designated by the organising committee. Crews failing to complete the full 
course shall not be ranked and will be listed in the results as DNF. 

28. Conclusion of the Race (Rule 73) 
a. Floating finish - A crew has finished the race when the bow of its boat has 

reached the finish line between the two buoys. All crew members must start and 
finish the race. 

b. Beach Finish - A crew has finished the race when one member of the crew has 
reached the line or touched the flag or pressed the button on the beach as 
required. For beach finish races all crew members in each boat must start and 
arrive at the beach. 

c. A crew in contravention of these requirements shall not be ranked in the race 
and their result shall be shown as DNF. 

a. 重大な接触 - 以下の 1 つ以上が発生した場合、重大な接触となる。 
i.艇の損傷 
ii.クルーメンバーの負傷 
iii.他のボートをコースから押し出したり、ターニングマーカーを転回できなくする、または障害物に巻き込ませ

る。 
iv.他のクルーのブレードにより漕手がたたかれる 
重大な衝突であると主審が判断した場合、主審は誰に過失があるかを決定し、責任のあるクルーに 60 秒の
ペナルティを課すことができる。また、他のクルーの安全を著しく損なった場合には、レッドカード（除外）が課
せられることがある。 

b.コースを譲る原則 
3 隻以上のボートが同じライン上にあり、コックスが自分のボートと他のボートの間に十分なスペー
スがないと合理的に考えた場合、コックスはそのボート番号でクルーの 1 人を呼び、「（ボートナン
バー--！）」-「アテンション！」-「ギブウェィ！」と言うことができる。- 呼ばれた艇は十分に進路を
変更して、混雑している艇に十分なスペースを与えなければ、主審からペナルティを受けることが
ある。 
いかなるボートも、ターニングマーカーやその他のコースマークに向かってコースを進んでいる他の
ボートに対して、故意にあるいはその他の方法で妨害を加えてはならない。 
2 またはそれ以上のクルーが協力して他のクルーに不利益を与えたり、他のクルーを援助したりし
た場合、そのような協力行為に関与したクラブまたは加盟国協会のすべてのクルーは失格（DSQ）
となることがある。 

c.追い越し 
他のクルーを追い越すクルーは、追い越されるクルーとの重大な接触を避ける責任があり、追い
越されるクルーは、追い越されるクルーの進路を妨害してはならない。 
追い越されるクルーが、進路変更などにより、追い越すクルーの妨げになったり、重大な接触を起
こした場合、主審は、妨害行為や重大な接触を起こしたクルーに対して、本附則の規定 31 に記
載されているタイムペナルティを与えたり、除外（EXC）したり、本規則に基づいて他の適切な措置
を取ることができる。 

d.ターニングマークの回り方 
ターニングマーカーでは、他のクルーとの重大な接触を避け、追い越しのルールを守ることが各ク
ルーの責任となる。 
クルーは自分の操舵に関する責任がある。 
最終的な着順を与えられるためには、すべてのクルーはすべてのターニングマーカーを正しい方
向に回り、組織委員会が指定する全コースを漕了しなければならない。すべてのコースを漕了で
きなかったクルーは順位がつかず、競漕記録表に DNF と記載される。 

28.レースの完了（規則第 73 条） 
a.水上フィニッシュ 
艇の舳先が 2 つのブイの間のフィニッシュラインに到達した時点で、そのクルーはレースを終えたこ
とになる。クルー全員がレースをスタートし、フィニッシュしなければならない。 

b.ビーチフィニッシュ  
クルーの 1 人がラインに到達するか、必要に応じてビーチでフラッグに触れたりボタンを押したりした
時点で、クルーはレースを終えたことになる。ビーチフィニッシュレースでは、各艇の全クルーがスタ
ートし、ビーチに到着しなければならない。 

c. これらの規定に違反したクルーは、レースの着順が与えられず、その結果は DNF として表示され
る。 
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d. A race is concluded when the Umpire so indicates by raising a white flag or otherwise 
confirms the result. 

d.レースは、主審が白旗を揚げるなどして、その結果を確認したときに終了する。 

29. Dead Heats (Rule 74) 
When the order of finish between two or more crews is too close for any difference to be 
determined, then the result shall be declared a dead heat between the crews involved. If there 
is a dead-heat, the following procedure shall operate: 

a. In any preliminary round, if a dead-heat occurs between crews and if only one of the 
crews would progress into the next round, then, on the condition that sufficient boats are 
available for this purpose, all crews involved in the dead-heat shall progress to the next 
round. If there are not sufficient boats available then the President of the Jury and the 
Race Director, in the presence of the concerned Crew Captains, shall conduct a random 
draw between the crews involved in the dead heat to determine which of those crews 
shall so progress, up to the number of boats available for this purpose. 

b. In a final, if a dead-heat occurs between crews, then they shall be given equal placing in 
the final order and the next placing(s) shall be left vacant. If the tied placing is for a medal 
position then the organising committee shall provide additional medals. 

29.同着（規則第 74 条） 
2 つ以上のクルーの着順が判定できない僅差の場合、その結果は関係するクルー間の同着
と宣言される。同着が発生した場合は、以下の手順に行われる。 

a.予選ラウンドにおいて、クルー間で同着が発生し、いずれかのクルーのみが次のラウンドに進むこと
になる場合、この目的のために十分な艇が用意されていることを条件に、同着に関与したすべての
クルーが次のラウンドに進むものとする。利用可能なボートが十分にない場合、審判長とレースディ
レクターは、関係するクルーキャプテンの立会いのもと、同着となったクルーの間で無作為の抽選
を行い、この目的のために利用可能なボートの数を上限として、どのクルーが次のラウンドに進むか
を決定する。 

b. 決勝において、クルー間で同着が発生した場合は、最終的な順位は同等とし、次の順位は空席と
するものとする。同点の順位がメダルポジションの場合は、組織委員会が追加のメダルを提供す
る。 

30. Sanctions (Rule 65) 
In any case of breach of the rules, a member of the Jury may impose appropriate sanctions. 
The sanctions available are: 

a. Reprimand, which is a formal admonishment that the conduct of the rower or 
crew is in breach of the Rules and that this breach may be taken into account 
when considering an appropriate sanction for any further breach during that 
regatta. This will be an appropriate sanction where the breach does not warrant 
a high level of sanction. 

b. Time Penalty, which is a sanction awarded to a crew which is in breach of the 
Rules which requires a crew to: 
i. Complete a specified penalty loop; 
ii. Complete a specified number of penalty turns; 
iii. Spend the awarded time penalty in a designated penalty box; or 
iv. Where none of the above are available, the awarded penalty times will be 

added to the crew’s finish time. 
c. Yellow Card which is a formal warning for a breach of the Rules: 

i. A Yellow Card shall apply to the next race in which that crew competes in that 
regatta. It shall lapse only when the race is concluded and shall therefore still 
apply in the case of a postponement or a re-row of that race. 

ii. A crew awarded two Yellow Cards applying to the same race shall be 
awarded a Red Card and excluded from the event. 

d. Relegation (REL) which places a crew in the last position in a race where specifically 
provided in these Rules and Regulations; 

e. Red Card or Exclusion (EXC) which excludes the crew from all the rounds of the event in 
question. This sanction is for a serious and/or repeated breach of the Rules justifying that 
the offending crew take no further part in the event. 

f. Disqualification (DSQ) which disqualifies a rower or a crew from all events in the regatta. 
i. This sanction is for the most serious breach of the Rules justifying removal from the 

regatta. 
ii. Where a rower is disqualified, that rower shall take no further part in the regatta. 

30.罰則（規則第 65 条） 
規則違反があった場合、審判員は適切な罰則を科すことができる。課せられる罰則は以下
の通り。 

a.注 意 
規則に違反したクルーに対する正式な勧告であり、この違反はその大会において、さらな
る違反に対して適切な罰則を与える時に考慮される。 

これは、違反が重い罰則でない場合には、適切な罰則となる。 
b. タイムペナルティ 

規則違反に対して与えられる罰則で、以下のものが求められる。 
i. 指定されたペナルティループを完了させる。 
ii. 指定された数のペナルティターンを完了する。 
iii. 与えられた時間のペナルティを、指定されたペナルティボックスで過ごす。 
iv. 上記のいずれも利用できない場合、与えられたペナルティタイムはクルーのフィニッシュタイム

に加算されます。 
c.イエローカード 
規則違反に対する正式な警告。 
i. イエローカードは、そのクルーの次のラウンドに適用される。イエローカードは、レースが終了した時点で失効す

るため、そのレースが延期または再行程となった場合にも適用されるものとする。 
ii. 同一レースで 2 枚のイエローカードを受けたクルーには、レッドカードが与えられ、当該種目から除外される。 

d.最下位付置（REL） 
規定の規則に違反した場合、そのレースにおいて、最下位に付置される罰則。 

e. レッドカードまたは除外（EXC） 
当該種目の全ラウンドからクルーを除外する。 
この罰則は、重大かつ度重なる規則違反に対して与えられる罰則。 

f. 失格（DSQ） 
漕手またはクルーが、その大会のすべての種目から失格となる。 
i. その大会から除外されるに相当する極めて重大な規則違反に対する罰則。 
ii. 漕手が失格となった場合、以降、その漕手はその大会には参加できない。 
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iii. Where a rower is disqualified at a time when Rules 48 and 49 only allow substitutions in a crew 
for medical reasons, then the rower may not be replaced and the crew of that rower shall be 
excluded from all rounds of the event in question. 

iv. Where a crew is disqualified, no member of that crew shall take any further part in any event in 
the regatta 

The Jury member may also order that a crew which has been interfered with be allowed to 
proceed to the next round of an event (where such rounds are held) if they consider that but for 
the interference the crew would have so progressed of its own accord. 

iii. 漕手が失格となった場合で、規則第 48 条および規則第 49 条で健康上の理由によりクルーの
交代が認められるときには、その漕手は交代できず、その漕手のクルーは、当該種目のすべての
ラウンドから除外される。 

iv. クルーが失格となった場合、それ以降、そのクルーはその大会におけるすべての種目に参加でき
ない。また、審判員は、妨害を受けたクルーが、妨害がなければ次のラウンドに進むことができた
と判断した場合には、次のラウンド（実施される場合）に進むことを命じることができる。 

31. Time Penalties 
a. In principle a crew should serve time penalties that have been awarded to the crew 

before the crew crosses the finish line by completing penalty loops or penalty turns in the 
case of a water finish or serving the time penalty in a penalty box in the case of a beach 
finish. Where penalty loops, penalty turns or a penalty box is not provided, finish times 
shall be adjusted by adding the time penalty(s) to a crew’s finish time. Unless otherwise 
notified, the default time penalty added to a crew’s finish time shall be 60 seconds. The 
method to be used shall be notified at the Crew Captains Meeting. 

b. Where penalty loops, penalty turns or penalty box are provided, a crew crossing the 
finish line without serving the awarded time penalty(s) will be excluded (EXC). 

c. The Penalty Umpire shall centrally monitor the progression of the crews around the 
course and record in real time the penalties as awarded by the Starter, Race Umpire(s) 
and any Key Turning Mark Umpires. The Penalty Umpire may be assisted by NTOs in 
their duties. 

d. Water Finish – Penalty Loop or Penalty Turn 
i. In the event of a water finish, a penalty loop or penalty turn will be established for 

crews to serve time penalty(s). 
1) Penalty Loop – Where a penalty loop is to be used, the penalty loop will be 

established close to the finish line, ideally between the final turning buoy and the 
finish line dependant on the race course design. The Penalty Umpire will be 
positioned at the end of the loop furthest from the finish line. 

31.タイムペナルティ 
a. 原則として、クルーはフィニッシュラインに到達する前に、水上フィニッシュの場合は与えられたペ

ナルティループやペナルティターンを、ビーチフィニッシュの場合はペナルティボックスの中でタイ
ムペナルティを満了しなければならない。 ペナルティループ、ペナルティターン、またはペナルテ
ィボックスが用意されていない場合、フィニッシュタイムは、クルーのフィニッシュタイムにペナルテ
ィタイムを加算して調整される。別段の通知がない限り、クルーのフィニッシュタイムに加算される
既定のタイムペナルティは 60 秒とする。これらの方法は、クルーキャプテンミーティングで通知さ
れるものとする。 

b. ペナルティループ、ペナルティターン、ペナルティボックスが設けられている場合、与えられたタイ
ムペナルティを満了せずにフィニッシュラインに到達したクルーは除外される（EXC）。 

c. ペナルティ審判は、コース上のクルーの進行を集中的に監視し、発艇員、レース主審、およびキー
ターニングマーク審判が与えたペナルティをリアルタイムに記録する。ペナルティ審判は、NTO が
その職務を補助することができる。 

d. 水上のフィニッシュラインにおける ペナルティループ、ペナルティターン 
i. 水上のフィニッシュラインの種目では、ペナルティループまたはペナルティターンが設けられ、ク

ルーはタイムペナルティを受けることになります。 
1) ペナルティループ 

ペナルティループが使用される場合、ペナルティループはフィニッシュラインの近く、理想的には最終の
ターンブイとフィニッシュラインの間に設置される（レース・コース・デザインによる）。ペナルティ審判は、
フィニッシュラインから最も遠いループの端に位置する。 

 
2) Penalty Turn – Where a penalty turn will be utilised an area between the last turning buoy and the 

finish line and outside the race lane will be extablished for crews to do penalty turns. A crew that 
has been awarded a time penalty will need to complete a 720 degree turn for each penalty it has 
been awarded. The Penalty Umpire shall be positioned so that they can inform crews of their 
penalty before they reach the penalty turn area. 

ii. When a crew that has been awarded a penalty(s) passes the Penalty Umpire, the 
Penalty Umpire will announce to the crew the name of the crew and the number of 
penalty laps or penalty turns it must complete. The name of the crew and number of laps 
or turns will also be shown on a board which shall be visible to the crew. 

iii. The crew must then complete the number of penalty loops or penalty turns before the 
crew continues to the finish line. 

2)ペナルティターン 
ペナルティターンが採用される場合、最後のターニングブイとフィニッシュラインの間、およびレースレーンの
外側に、クルーがペナルティターンを行うためのエリアが設けられることになる。タイムペナルティを与えられ
たクルーは、与えられたペナルティごとに 720 度（２回転）の旋回を行う必要がある。ペナルティ審判は、ク
ルーがペナルティターンエリアに到達する前に、ペナルティを知らせることができるように配置しなければな
らない。 

ii.ペナルティを受けたクルーがペナルティ審判を通過する際、ペナルティ審判は、そのクルーの名
前と、そのクルーが完了しなければならないペナルティラップ数またはペナルティターン数をその
クルーにアナウンスする。クルーの名前とペナルティラップまたはターンの数は、クルーから見え
るボードにも表示される。 

iii.その後、ペナルティループまたはペナルティターンの回数をこなしてから、クルーはフィニッシュ
ラインに進む必要があります。 
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iv. In principle the Penalty Umpire will record the time the crew first passes the Penalty 
Umpire and the time when the crew returns to the course after having completed the 
penalty loops or penalty turns. 

v. A crew serving a time penalty shall not have the right of way and shall give way when 
entering and leaving the penalty loop and when returning on to the course. 

e. Beach Finish – Time Penalty Box 
i. In the event of a beach finish, a penalty box will be established on the beach between 

where the crew’s runner disembarks from the boat and the finish line. 
ii. After the runner disembarks from the boat, the Penalty Umpire will inform the runner 

that the crew has been awarded a penalty(s) and the total time that must be served in 
the penalty box by saying “Crew X, Penalty Box, 1 minute”. The crew name and 
penalty(s) shall also be displayed on a board which shall be visible to the crew runner. 

iii. The runner shall enter the penalty box. The Penalty Umpire will begin timing the 
penalty when the runner has entered the penalty box. 

iv. After the runner has been in the penalty box for the required time, the Penalty Umpire 
will say “Crew X, GO!” at which time the runner may complete the race by crossing the 
finish line. 

f. In addition to informing the Penalty Umpire that a penalty is awarded, the Umpire may, if 
possible, advise the crew at the time the penalty is awarded by saying to the crew: “(Boat 
Number!)” – “(reason for penalty)!” – “(action required by penalty, e.g. Penalty Loop)!”. 

32. Objections (Rule 75) 
a. Objections regarding the judgment of the Jury as to whether a crew caused an 

interference and the sanctions imposed on the crew for interference will not be accepted. 
b. Objections to the conduct of a race 

i. Subject to 32) a), a crew that objects to the conduct of its race must object to the 
Umpire immediately after the finish of the race, before the crew leaves the immediate 
area of the finish line and before the umpire raises the white flag. 

ii. The crew shall indicate to the Umpire that it wishes to make an objection by a member 
of the crew raising their arm. 

iii. The objecting crew shall not leave the area of the finish line until the Umpire has 
heard its objection. 

c. The Umpire will determine the objection as follows: 
i. The Umpire may reject the crew’s objection and raise a white flag to signify that the 

race was in order; 
ii. The Umpire may accept the crew’s objection and raise a red flag to signify that the 

race was not in order. 
1) In this case the umpire must go to the Judges at the Finish in order to give them the 

decision and any necessary explanation. 
2) The Judges at the Finish, in such cases, shall not announce the official result of the 

race until the Umpire has given a decision 
iii. The Umpire may decide to seek further information regarding the objection. 

1) In this case, the Umpire shall raise a red flag and then take any necessary further 
steps to resolve the issues relating to the objection, e.g. consult with other officials, 
consult with other persons, consult with the President of the Jury etc. 

2) The Judges at the Finish, in such cases, shall not announce the official result of the 
race until the Umpire has given a decision. 

iv. ペナルティ審判は、原則として、クルーが最初にペナルティ審判を通過した時刻と、ペナルティ
ループまたはペナルティターンを終えてクルーがコースに戻った時刻を記録する。 

v. タイムペナルティを受けたクルーは通行権を持たず、ペナルティループに入るとき、出るとき、コ
ースに戻るときには道を譲らなければならない。 

e. ビーチフィニッシュにおけるタイムペナルティボックス 
i. ビーチフィニッシュの場合、クルーのランナーがボートから降りる場所とフィニッシュラインの間の

ビーチにペナルティボックスが設置される。 
ii. ランナーがボートから降りた後、ペナルティ主審は、「クルーX、ペナルティボックス、ワンミニット」

と言って、クルーにペナルティが与えられたことと、ペナルティボックスに入らなければならない
合計時間をランナーに知らせる。クルー名とペナルティは、ランナーから見えるボードにも表示さ
れなければならない。 

iii. ランナーはペナルティボックスに入らなければならない。ペナルティ主審は、ランナーがペナル
ティボックスに入った時点で、ペナルティの計時を開始する。 

iv. ランナーが必要な時間ペナルティボックスに入った後、ペナルティ主審が「クルーX、ゴー！」と
言うと、ランナーはフィニッシュラインを通過してレースを完走することができる。 

f.ペナルティ主審にペナルティが与えられたことを知らせるだけでなく、主審は可能であれば、ペナル
ティが与えられた時点でクルーに次のように言って助言することができる。「（ボート番号!）」 - 「(ペナ
ルティの理由)!- (ペナルティ、ループなど、ペナルティに必要な行動)!」 

32.異議申し立て（規則第 75 条） 
a.クルーが妨害を起こしたかどうかの審判員の判断や、妨害を起こしたクルーに課せられた罰則に関
する異議申し立ては認められない。 

b.レースの実施に対する異議申し立て 
i.32) a) を条件として、レースの実施に異議を申し立てるクルーは、レース終了後直ちに、クルー
がフィニッシュラインの直近のエリアを離れる前、および主審が白旗を揚げる前に、主審に異議を
申し立てなければならない。 

ii.異議を申し立てるクルーは、挙手をして、主審に示さなければならない。 
iii.異議を申し立てたクルーは、主審が異議を聴取するまで、フィニッシュラインのエリアを離れては
ならない。 

c.主審は異議申し立てを次により裁定する。 
i.主審はクルーの異議申し立てを却下し、レースが正常に行われたことを示すために白旗を揚げる
ことができる。 

ii.主審はクルーの異議を受け入れ、レースが正常に行われなかったことを示すために赤旗を揚げ
ることができる。 

1)この場合、主審は判定に行、その判定と必要な説明をしなければならない。 
2)このような場合、判定は、主審が決定を下すまでレースの公式結果を発表してはならない。 

iii.主審は、異議申し立てに関してさらに情報を求めることを決定することができる。 
1)この場合、主審は赤旗を掲げ、異議申し立てに関する問題を解決するために、他

の役員や関係者、審判長などに相談するなど、必要な追加措置を取らなければな
らない。 

2) このような場合、判定は、主審が決定を下すまで、レースの公式結果を発表しては
ならない。 
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33. Protests (Rule 76) 
a. There shall be no right of protest regarding the decision of the Jury as to whether a crew 

caused an interference and the sanctions imposed on any crew for interference. 
b. Subject to Regulation a) above, a protest to the Board of the Jury may only be made by: 

i. a crew whose objection has been rejected; 
ii. a crew whose ranking in a race has been affected by the acceptance of an objection; 
iii. a crew ruled DNS (did not start) or DNF (did not finish); 
iv. a crew that has been excluded or disqualified; and 
v. a crew that disputes the published results. 

c. Such a protest must be in writing and lodged with the President of the Jury not later than 
one hour after the conclusion of the race and the publication of the official results. 

d. The protest must be accompanied by a deposit of EUR 100 or equivalent, 
which amount shall be refunded if the protest is upheld. 

e. The Board of the Jury shall then decide if the protest was justified. It will make 
its decision before the next round of races in the event concerned and, in any 
case, no later than two hours after the last race of the day. The decision and 
reasoning shall be given in writing. 

f. The Board of the Jury may: 
i. Reject the protest; 
ii. Uphold the protest and provide such relief as may be necessary to restore each 

affected crew’s chances in the race or to correct the published results. The relief 
available to be provided by the Board of the Jury is as follows: 
1) Reprimand a crew; 
2) Exclude a crew from the event; 
3) Disqualify a crew 
4) Relegate a crew to last place in the race where specifically provided for in these 

Rules; 
5) Order a re-row in accordance with Rule 64 between some of all of the crews in the 

race 
The Board of the Jury may also order that a crew which has been interfered with be 
allowed to proceed to the next round of an event (where such rounds are held) if 
they consider that but for the interference the crew would have so progressed of its 
own accord. 

g. At a World Rowing Coastal Championship, in the case of a protest arising from 
an objection concerning the final of an event, the Executive Committee may 
postpone the victory ceremony of that event. 
i. If the victory ceremony has taken place, and if the subsequent decision of the Board of 

the Jury changes the final result of the event then the official result shall be changed 
accordingly. 

ii. Where medal placings are affected, then the medals shall be re-awarded as 
necessary in accordance with the decision. 

Subject only to Rule 77, the decision of the Board of the Jury on such a protest 
shall be final and not subject to further appeal. 

34. Appeals (Rule 77) 
a. Only appeals provided for by this Regulation will be considered by the 

Executive Committee or its designated representatives. 

33.抗議（規則第 76 条） 
a.クルーが妨害を起こしたかどうかについての審判員の判断、および妨害を起こしたクルー

に課される罰則については、抗議の権利はないものとする。 
b.上記規定 a)に従い、裁定委員会への抗議は以下の者のみが行うことができる。 

i.異議が却下されたクルー。 
ii.異議を受理したことにより、レースでの順位に影響を受けたクルーの。 
iii.クルーが DNS（スタートしなかった）または DNF（フィニッシュしなかった）と判定された場合。 

iv.除外または失格となったクルー 
v.発表された結果に異議があるクルー 

c.不服申し立ては書面で、レース終了後、公式結果の発表後 1 時間以内に審判長に提
出しなければならない。 

d.不服申し立てには、100 ユーロまたはその相当額の保証金を添付しなければならない。
この保証金は、不服申し立てが支持された場合に返金される。 

e.裁定委員会は、その後、不服申し立てが正当であるかどうかを決定する。裁定委員会
は、当該大会の次のラウンドのレース前に決定し、いかなる場合もその日の最終レース
後 2 時間以内に決定する。決定とその理由は書面で示されるものとする。 

f.裁定委員会は、以下のことができる。 
i.不服申し立てを拒否する。 
ii. 不服申し立てを支持し、影響を受けた各クルーのレースでのチャンスを回復するた

め、または公表された結果を修正するために必要な救済措置を講じる。裁定委員会
が提供可能な救済措置は以下の通りである。 
1)クルーに勧告する。 
2)クルーをイベントから除外する。 
3)クルーの失格 
4)本規則で特別に規定されている場合、クルーをレースの最下位に位置する。 
5)レースに参加しているクルーの一部または全部の間で、規則第 64 条に基づいて再

競漕を命令する。 
また、裁定委員会は、妨害を受けたクルーが、妨害がなければ次のラウンドに進むことができた
と判断した場合、次のラウンドに進むことを命じることができる（ラウンドが開催される場合）。 

g.世界コースタル選手権において、ある種目の決勝に関する異議に起因する不服申し
立てがあった場合、常任理事会はその種目の表彰式を延期することができる。 
i. 表彰式が行われ、その後の裁定委員会の決定により種目の最終結果が変更され

た場合、公式結果もそれに応じて変更されるものとする。 
ii. メダルの順位に影響が出た場合は、その決定に基づき、必要に応じてメダルを再授与する。 

規則第 77 条に限り、このような不服申し立て抗議に対する裁定委員会の決定は最
終的なものであり、さらなる上訴の対象とはならない。 

34.上訴（規則第 77 条） 
a.この規則に規定されている上訴のみが、常任理事会またはその指定された代表者によ

って検討される。 
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b. A decision of the Board of the Jury which confirms the decision of a member of the Jury 
shall be final and may not be appealed. 

c. Subject to paragraph b) above, an appeal to the Executive Committee against a decision 
of the Board of the Jury may be made only by: 
i. a crew whose ranking in a race has been adversely affected by a decision of the Board of the 

Jury; or 
ii. a crew whose protest against the published results was rejected by the Board of the Jury. 

d. Appeal Time Limits and Requirements 
i. International Coastal Rowing Regattas – Any such appeal must be lodged with the 

Executive Director within three days of the date that the decision to be appealed was 
notified to that crew, club or member federation; 

ii. World Rowing Coastal Championships – Any such appeal must be lodged at the 
World Rowing Office of the regatta within one hour of the publication of the official 
results of the race following the decision of the Board of the Jury. 

iii. An appeal shall be by notice in writing specifying: 
1) The crew bringing the appeal; 
2) The decision appealed against; 
3) the grounds to be relied on for the appeal. 

iv. The appeal must be accompanied by a fee of EUR 200 or equivalent which 
fee shall be refunded if the appeal is allowed. 

v. The Executive Committee shall consider the appeal and may: 
1) Reject the appeal; 
2) Allow the appeal and provide such relief as was available to the Board of 

the Jury as it considers just and appropriate. 
If the decision of the Executive Committee on the appeal changes the final 
result of the event, the official results shall be changed accordingly. 

vi. At a World Rowing Coastal Championships: 
1) Where the appeal relates to a preliminary round in an event, the Executive 

Committee will deliver its decision before the next round of that event 
2) Where the decision of the Executive Committee on the appeal changes 

the final result of the event: 
a) the official results shall be changed accordingly; and 
b) where the medal placings are affected, the medals shall be re-awarded 

as necessary in accordance with the decision. 
3) As a general rule, the victory ceremony will not be postponed for an 

appeal. 
e. Decisions of the Executive Committee under this Regulation are final. 

35. Control Commission (Rule 81) 
In addition to its other duties, the Control Commission at Coastal Rowing events 
shall check the correct display of the boat registration numbers and that the 
numbers required to be worn by crew members are correctly displayed and shall 
record the details as required by Regulation 18. 

b.審判員の決定を確認する裁定委員会の決定は最終的なものであり、上訴することはできない。 
c.上記b）を条件として、裁定委員会の決定に対する常任理事会への上訴は、以下の者の

みが行うことができる。 
i. 裁定委員会の決定により、レースでの順位に悪影響を受けたクルー、または 
ii. 公開された結果に対する不服申し立てが裁定委員会で却下されたクルー。 

d.上訴の時間制限と要件 
i.コースタルローイングの国際大会 
上訴は、上訴すべき決定がそのクルー、クラブ、または加盟国協会に通知された日か
ら 3 日以内に事務局長に提出しなければならない。 

ii.世界コースタル選手権 
上訴は、裁定委員会の決定後のレースの公式結果の発表から 1 時間以内に、大会の
ワールドローイング事務局に提出しなければならない。 

iii.上訴は、指定された書面による通知によって行われる。 
1)上訴するクルー 
2)決定に対する上訴 
3)上訴する理由。 

iv.上訴には、200 ユーロまたはその相当額の手数料を添付する必要があるが、上訴が
認められた場合には手数料は返金される。 

v.常任理事会は、上訴を検討し、次のことを行うことができる。 
1)上訴を却下する。 
2)上訴を受け入れ、裁定委員会が正当かつ適切と考える救済措置を提供する。 

上訴に対する常任理事会の決定により、種目の最終結果が変更された場合、公
式結果もそれに応じて変更されるものとする。 

vi.世界コースタル選手権では 
1)上訴がある種目の予備ラウンドに関連している場合、常任理事会はその種目の次

のラウンドの前に決定を下す。 
2)上訴に対する常任理事会の決定が、種目の最終結果を変える場合。 

a)それに伴い、公式結果も変更されるものとする。 
b)メダルの順位に影響がある場合は、その決定に従って、必要に応じてメダルを再授与す

る。 

3)原則として、上訴のために表彰式が延期されることはない。 
e.この規則に基づく常任理事会の決定は最終的なものとなる。 

35.監視（規則第 81 条） 
コースタルローイング大会の監視は、他の任務に加えて、ボートの登録番号が正しく表示
されているか、またクルーに着用が義務付けられている番号が正しく表示されているかを
確認し、規定 18 で要求されているようにその詳細を記録しなければならない。 

36. The Starter and the Judge at the Start (Rule 82) 
The Starter and the Judge at the Start shall ensure that the correct starting 
procedure is followed. 

36.発艇員と線審（規則第 82 条） 
発艇員と線審は、正しい発艇手順に従っていることを確認しなければならない。 
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There shall be no Aligner. Except for a beach start, the Judge at the Start shall 
not be obliged to give instructions to any crew on their alignment at the Start. It is 
wholly the responsibility of the crews to not be on the course side of the start line 
at the time the start signal is given. 

艇をそろえるアライナーはいない。ビーチスタートの場合を除き、線審は、発艇時の整列
についてクルーに指示する義務を負わない。発艇合図が出されたときに、発艇線のコー
ス側にいないことは、すべてクルーの責任である。 

37. The Umpire (Rule 83) 
The President of the Jury, in consultation with the Race Director, shall decide the number 
of Umpires to supervise each race. Where there is more than one Umpire, the Umpires 
shall have equal status in their areas of responsibility. 
The Umpire shall ensure the proper conduct of the race and the safety of the rowers. In 
particular, they shall observe whether any crew gains any advantage or suffers any 
disadvantage from its opponents or from external factors and may impose appropriate 
penalties on crews at fault. The Umpire shall not give any steering indications to crews. 
Nevertheless, they shall endeavour to ensure that accidents are avoided. 
All active umpire boats shall carry an identification flag or marker to distinguish them from 
other water craft. 
If necessary, the Umpire may impose penalties during the race. They may also stop the 
race, impose any necessary penalties and order the race to be re-started, either from the 
start or from some other point either immediately or later. In the latter case, they shall 
decide on the new starting time in consultation with the President of the Jury and shall 
inform the crews concerned. 
Where the Umpire has serious doubt whether the impediment affected the result of the 
race, or considers the effect of the impediment was not significant or is not an 
infringement under these Regulations, they may decline to take any action or may take 
such action as they see fit in the circumstances. 
The Umpire may also allow the race to continue and exclude a crew or crews after the 
race has finished. If a crew is to be awarded a penalty loop, penalty turn or a time penalty 
to be served in a penalty box, the Umpire shall immediately inform the Penalty Umpire. 

37.主審（規則第 83 条） 
審判長は、レースディレクターと協議の上、各レースを統括する主審の人数を決定する。複数の主
審がいる場合、主審はそれぞれの責任範囲において同等の地位を占めるものとする。 
主審は、レースの適切な実施と漕手の安全を確保する。特に、対戦相手や外的要因から有利にな
ったり不利になったりするクルーがいないかを観察し、違反したクルーには適切な罰則を与えること
ができる。主審は、クルーに操舵指示を与えてはならない。しかし、事故が回避されるように努力し
なければならない。 
すべての任務中の主審艇は、他の水上船舶と区別するために、識別用の旗またはマーカーを携行
しなければならない。 
必要であれば、主審はレース中に罰則を課すことができる。また、レースを中止し、必要な罰則を
課し、レースの再スタートを命じることができる。レースの再スタートは、スタート地点からでもよいし、
他の地点からでもよい。後者の場合は、審判長と協議の上、新たなスタート時刻を決定し、関係す
るクルーに通知しなければならない。 
主審は、妨害行為がレースの結果に影響を与えたかどうかについて重大な疑義があり、あるいは妨
害行為の影響が重大ではなかったと考えた場合、あるいは本規則に基づく違反行為ではないと考
えた場合には、いかなる措置もとらないことができ、また状況に応じて適切な措置をとることができ
る。 
また、主審はレースの続行を認め、レース終了後にクルーを除外することもできる。ペナルティルー
プ、ペナルティターン、またはペナルティボックスでのタイムペナルティがクルーに与えられることに
なった場合、主審は直ちにペナルティ審判に知らせなければならない。 

38. Penalty Umpire 
The Penalty Umpire shall record in real time the penalties awarded by the 
Starter, Race Umpire(s) and any Key Turning Mark Umpires. The Penalty Umpire 
shall inform the crews of the time penalties that have been awarded to the crew 
and shall enforce the crew serving time penalty(s) by either penalty loops or 
penalty turns for water finishes or a penalty box for beach finishes. 

38.ペナルティ審判 
ペナルティ審判は、発艇員、レース主審、およびキーターニングマーク審判によって与え
られたペナルティをリアルタイムに記録する。ペナルティ審判は、クルーに与えられたタイ
ムペナルティをクルーに伝え、水上でのフィニッシュの場合はペナルティループまたはペ
ナルティターン、ビーチでのフィニッシュの場合はペナルティボックスによって、タイムペナ
ルティを与えたクルーを強制する。 

39. Judges at the Finish (Rule 84) 
The Judges at the Finish shall determine the order in which the bows of the boats reach 
the finish line. 
In the case of a beach finish they shall determine the order in which the designated rower 
or rowers reach the finish line or touch the flag or press the button as required to finish the 
race. 
They shall ascertain that the race was in order. They shall be responsible for validating 
the results. 

39.判定員（規則第 84 条） 
判定員は、艇の舳先がフィニッシュラインに到達した順に着順を決定する。 
ビーチフィニッシュの場合は、指定された漕手がフィニッシュラインに到達するか、レース
を終えるために必要な旗に触れるかボタンを押すかの順番を決定する。 
判定員は、レースが正常に行われたことを確認し、結果の有効性に責任がある。 

40. Exceptional Cases (Rule 86) 
Should it be necessary to take decisions in exceptional cases, the President of 
the Jury shall appoint and preside over a body to make such decisions. 
At a World Rowing Coastal Championships the Executive Committee or its 
delegate shall make decisions in exceptional cases. 

40.例外規程（規則第 86 条） 
例外的に決定を行う必要がある場合、審判長はそのような決定を行う機関を任命し、そ
の議長となる。 
世界コースタル選手権では、例外的な場合には、常任理事会または技術代表が決定を下す。 
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APPENDIX R19 
BEACH SPRINT ROWING REGULATIONS – EVENT REGULATIONS AND/OR 
DEPARTURES FROM THE WORLD ROWING RULES OF RACING 
Rules and Regulations applying to Coastal rowing regattas shall apply to Beach 
Sprint Rowing regattas except as provided herein and approved by the World 
Rowing Council as Departures from the Regulations. 

附則 R19 
ビーチスプリントローイング規定 大会規則およびワールドローイング競漕規則からの変更 
コースタルローイングの大会に適用される規則は、ここに規定され、規則からの例外としてワ
ールドローイング理事会が承認したものを除き、ビーチスプリントローイングの大会に適用され
る。 

1. Rowing, Boats, Regattas (Coastal Regulation 1, Rule 1) 
A Beach Sprint Rowing regatta is a regatta in which all rowers use Coastal 
Rowing boats as defined in the Coastal Rowing Competition Regulations and 
where the competition course includes a transition between beach and sea and is 
in accordance with these Regulations. 

1.ローイング、ボート、レガッタ (コースタル規定 1,規則第 1 条) 
ビーチスプリントローイングの大会とは、すべての漕手がコースタルローイング規定に定義さ
れたコースタル競漕艇を使用し、競技コースに浜辺と海の間の変化が含まれる大会であ
り、本規定に従うものである。 

2. Application (Coastal Regulation 2, Rule 2) 
These Regulations apply to International Beach Sprint Rowing Regattas and 
World Rowing Beach Sprint Championships (which may be referred to as the 
World Rowing Beach Sprint Finals) and to Beach Sprint Rowing regattas held as 
part of Multi-Sport Games, and all qualification regattas, together with and not in 
exclusion of the World Rowing Rules of Racing - Coastal Rowing Competition 
Regulations. 

2.適用（コースタル規定 2、規則第 2 条） 
本規則は、国際ビーチスプリントローイングの大会、世界ビーチローイングスプリント選手権
（ワールドローイングビーチスプリントファイナルと呼ばれることもある）、マルチスポーツ大会
の一環として開催されるビーチスプリントローイングの大会、およびすべての予選大会に適
用されるが、ワールドローイング競漕規則 – コースタルローイング規定と併せて適用され
る。 

3. Safety and Health of Rowers (Coastal Regulation 5, Rule 14) 
a. Each rower at Beach Sprint rowing events shall ensure that: 

i. they have a state of health and fitness which allows them to compete at a level 
commensurate with the competition level of the particular event; and 

ii. they have a basic swimming ability, including being able to swim 50 m and keep their 
head above water unassisted for three minutes. 

b. For the World Rowing Beach Sprint Championships, all rowers must have completed a 
precompetition health screening as detailed in Bye-Law to Rule 14 2) a). 

3.漕手の安全と健康（コースタル規定 5、規則第 14 条） 
a.ビーチスプリントローイング競技の各漕手は、以下のことを確認しなければならない。 

i.特定のイベントの競技レベルに見合ったレベルで競技を行うことができる身体状態およびフィット
ネスを有していること。 

ii.50m の距離を泳ぎ、3 分間頭を上げていられることなど、基本的な水泳能力を有すること。 
b.世界ビーチスプリント選手権大会では、すべての漕手は、規則第 14 条細則 2)a)に詳述

されているように、大会前の健康診断を完了していなければならない。 
4. Age Categories (Coastal Regulation 6, Rule 17) 

The following age categories for rowers are recognised by World Rowing for 
Beach Sprint Rowing: 
a. Seniors 
b. Under 19 

5. Boat Classes (Coastal Regulation 9, Rule 24) 
The following boat classes are recognised by World Rowing for Beach Sprint 
Rowing: 
a. Solo (C1x) 
b. Double Sculls (C2x) 
c. Coxed Quadruple Sculls (C4x+) 

6. World Rowing Beach Sprint Championships Event Programme (Rule 25) 
World Rowing Beach Sprint Championships are held in the following events: 
a. Men (M) C1x 
b. Women (W) C1x 
c. Mixed (Mix) C2x, C4x+ 
d. Under 19 Men (U19M) C1x, C2x 
e. Under 19 Women (U19W) C1x, C2x 

4.年齢区分（コースタル規定 6、規則第 17 条） 
ワールドローイングが認定するビーチスプリントローイングの年齢カテゴリーは以下の通り。 
a.シニア 
b.アンダー19 

5.艇種（コースタル規定 9、規則第 24 条） 
以下の艇種は、ワールドローイングによってビーチスプリントローイングに認定される。 
a.ソロ(C1x) 
b.ダブルスカル（C2x） 
c.コックス付き四脚スカル（C4x+）の場合 

6.世界ビーチスプリント選手権大会のイベントプログラム（規則第 25 条） 
世界ビーチスプリント選手権は以下の種目で開催される。 
a.男子（M）C1x 
b.女子（W）C1x 
c.混合（Mix） C2x、C4x+の場合 
d.アンダー19 男子（U19M） C1x, C2x 
e.アンダー19 女子（U19W） C1x, C2x 
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f. Under 19 Mixed (U19Mix) C2x 
7. Boats and Equipment (Coastal Regulation 12, Rule 28) 

All boats used in International Beach Sprint Rowing must meet the requirements for 
construction, flotation and safety for Coastal Boats specified by the Coastal Rowing 
Competition Regulations with the exception of the following: 
a. During Beach Sprint Rowing competition, boats are not required to carry a life jacket for 

each competitor in the boat, however the organizing committee shall make life jackets 
available for use if requested by rowers; 

b. Boats are not required to have a 15 m buoyant line. 
8. Weight of Boats (Coastal Regulation 12, Rule 30) 

All boats used in International Beach Sprint Rowing shall be not less than the minimum 
weight as described in the Coastal Rowing Competition Regulations. All boats shall be 
weighed prior to use in competition. The President of the Jury may order additional boat 
weighing during the competition. 

f.アンダー19 ミックス（U19Mix）C2x 
7.艇と装備（コースタル規定 12、規則第 28 条） 

国際ビーチスプリントローイングで使用されるボートは、以下の例外を除き、コースタルロー
イング規定で規定されたコースタル艇の構造、浮力、安全性に関する要件を満たさなけれ
ばならない。 
a.ビーチスプリントローイングの競技中、ボートは、ボートに乗っている各漕手のためにライフジャケット

を携行する必要はないが、組織委員会は、漕手が要求した場合、ライフジャケットを使用できるよ
うにしなければならない。 

b.ボートは、15m の浮力線を持つ必要はない。 
8.艇の重量（コースタル規定 12、規則第 30 条） 

国際ビーチスプリントローイングで使用されるすべての艇は、コースタルローイング規定に記
載されている最低重量を下回らないこと。すべての艇は、競技に使用する前に重量を測定
しなければならない。審判長は、競技中に追加の艇計量を命じることができる。 

9. Race Course Characteristics (Coastal Regulation 13, Rule 31) 
a. The race course for international Beach Sprints rowing shall provide, as far as possible, 

fair and equal racing conditions for all crews. This shall require sufficient width of the start 
area to allow the crews in each race to start without interference from other crews. The 
race area should be located on an evenly-shelving sandy beach free of rocks or other 
obstructions which might damage boats in the beach start and beach finish. The start 
line, finish line, turning flags and buoys shall be set to provide the same distance across 
all lanes for both the running and rowing sections of the course. 
The length of course shall be as provided in Regulation 10. 
The course shall comprise (1) a land section – (2) a water section – (3) a land section. 
The first section of the course shall be a straight line from a point on the beach (the 
start/finish line) to the water edge, a distance of between approximately 10 m and 50 m. 
The second section of the course shall comprise, for each lane, a series of three lane 
buoys in each racing lane, the first buoy positioned approximately 85 m from the water 
edge, the second buoy a further 85 m out and the third buoy a further 80 m out, all in a 
straight line. The number of lanes so provided shall depend on the nature of the event, 
but in general shall be a minimum of two lanes and up to four lanes. (See Regulation 11) 
The third section of the course shall be approximately between 10 m and 50 m distance 
on land from the water edge back to the start/finish line. 
The distances stated here shall be a general guide but will depend on local conditions. In 
particular, the first buoy should be positioned slightly beyond, and clear of, any wave 
break. Any substantial change from these dimensions is only permitted with the prior 
approval of World Rowing. 

b. Course Markers 
i. A plan of the course(s) showing the location of all course markers shall be 

included in the Notice of Regatta and also in the instructions issued to all 
crews upon arrival at the regatta. The plan shall also be displayed at the 
Control Commission; 

ii. For safety and visibility purposes, the buoys used to mark the turning points should be 
inflatable or other soft-surface type which will not cause damage to boats and 
equipment and shall each be approximately 150 cm high. The first two buoys from the 
beach in each lane shall be approximately 30 cm diameter and the farthest turning 

9.レースコースの特徴（コースタル規定 13、規則第 31 条） 
a.ビーチスプリント国際大会のレースコースは、可能な限りすべてのクルーに公平で平等なレース条

件を提供しなければならない。そのためには、各レースのクルーが他のクルーに邪魔されずにスタ
ートできるよう、スタートエリアの幅を十分に確保する必要がある。レースエリアは、ビーチスタートお
よびビーチフィニッシュでボートを損傷する可能性のある岩やその他の障害物のない、均等に傾斜
した砂浜に設置されるべきである。発艇線、フィニッシュライン、ターンフラッグ、ブイは、ランニング
コースとローイングコースの両方において、すべてのレーンで同じ距離になるように設定されなけれ
ばならない。 
コースの長さは、規定 10 に定めるとおりとする。 
コースは、(1)陸上(2)水上(3)陸上の部で構成される。 
コースの第 1 区間は、ビーチ上の地点（スタート／フィニッシュライン）から水際までの直線で、距
離は約 10m から 50m の間とする。 
コースの第 2 セクションは、各レーンに 3 つのレーンブイが設置されており、1 つ目のブイは水際か
ら約 85m、2 つ目のブイはさらに 85m、3 つ目のブイはさらに 80m 離れたところに、直線上に設置
されていること。レーンの数は競技の性質によるが、一般的には最低 2 レーン、最高 4 レーンとす
る。(規定 11 参照) 
コースの第 3 区間は、水辺から発艇／フィニッシュラインに戻るまでの陸上での距離が約 10m か
ら 50m の間とする。 
ここに記載されている距離は一般的な目安ですが、現地の状況によって異なる。特に、最初のブ
イは、いかなる波の影響を受けない。これらの寸法を大幅に変更することは、ワールドローイングの
事前承認を得た場合にのみ認められる。 

b.コースマーカー 
i.すべてのコースマーカーの位置を示すコースの平面図は、レガッタ通知に含まれ、また大会到着

時にすべてのクルーに発行される指示に含まれなければならない。平面図は監視にも掲示さ
れなければならない。 

ii.ターニングポイントを示すブイは、安全性と視認性を考慮して、インフレータブルタイプ（空気充填
式）または艇や装備にダメージを与えない表面が柔らかいタイプのものとし、高さはそれぞれ約
150cm とする。各レーンのビーチから最初の 2 つのブイは、直径約 30cm とし、最も遠いターニ
ングポイントは、直径５０ｃｍから１００ｃｍとする。１つのレーンにある３つのブイは同色とする。 
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buoy shall be between 50 cm and 100 cm diameter. The 3 buoys in one lane shall 
each be the same colour. 

iii. The organising committee shall take all necessary precautions in setting out the 
course markers and the course to avoid any risks of boats grounding in shallow 
waters; 

iv. The organising committee shall ensure that the distances between buoys in each lane 
are equal and in particular that the distance of the farthest buoy from the beach in 
each lane is equal; 

v. If the course is located in waters that are affected by significant tidal movements the 
organising committee shall make arrangements for regular checking and, if necessary, 
repositioning of the course. This may include additional gates and markers to assure 
safety and fairness to the crews. 

vi. For safety purposes the layout of the course shall not allow boats to be travelling in 
opposite directions in the same water and the distance between the centres of 
adjoining lanes shall be at least 25 m (see diagrams at Annex A and B). 

c. Start and Finish Lines 
i. The start line shall be visually marked on the beach in a clear, fixed manner which will 

keep its position under all race situations. The width of the start line shall be a 
minimum of 2 m. The distance from the start line to each boat shall be equal for all 
rowers. Where a starting light system will be used to start the races, a starting light will 
be placed 5 m in front of the start line and evenly between the starting position of the 
runners so that the lights will be visible to the runners. Starting lights should also be 
visible to crew members who maybe at the boat during the start procedure. The 
Starting lights shall operate as specified in Appendix R4 Regatta Courses Section. 

ii. The width of the Finish Line shall be a minimum of 2 m. Where only two racing lanes 
are in use, the Finish Line may be a narrow “funnel” design to bring the runners of 
each crew close together at the finish. However where 3 or more racing lanes are in 
use, the Finish line should be of such length to ensure that the runner from every crew 
has an equal distance from the designated finishing point of their boat to reach the 
Finish Line. The designated arrival point of each boat at the beach shall be marked by 
a flag in line with the lane buoys and runners shall be required to pass on the outside 
of this flag in their run to the Finish Line after leaving the boat, to ensure equal 
distance to the finish line. 

iii. The method of marking the Finish Line and therefore the finish of the race may be any 
one of the following, or a similar arrangement: 
1) A clear line on the beach which the runner from each crew must cross; 
2) A tape which the runner from each crew must run through; 
3) One flag or similar device for each crew, standing upright in the sand, and which 

must be picked up by the runner from each crew; 
4) One button or similar device for each crew, which must be pressed by the runner 

from each crew and which, upon being pressed, shall emit a sound or visual 
display, at the same time recording the elapsed race time for that crew. 
The finish line for runners shall be an equal distance from the water where their 
boats would reach the shore in their designated course. 

iv. The organising committee shall decide the method of marking the finish and this shall 
be included in all information given to teams. 

v. The orientation of the start and finish line shall in principle be perpendicular to the 
rowing course. 

1 つのレーンにある 3 つのブイは同色とする。 
iii.組織委員会は、浅瀬でのボートの座礁の危険性を回避するために、コースマーカーおよびコー

スの設定に必要なすべての予防措置を講じなければならない。 
iv.組織委員会は、各レーンのブイ間の距離が等しくなるように、特に各レーンのビーチから最も遠

いブイの距離が等しくなるようにしなければならない。 
v.コースが大きな潮の動きの影響を受ける水域にある場合、組織委員会は定期的なチェックと必

要に応じてコースの再配置の手配をしなければならない。これには、クルーの安全と公平性を
確保するためのゲートやマーカーの追加も含まれる。 

vi.安全のために、コースのレイアウトは、同じ水域でボートが反対方向に走行することを許さず、隣
接するレーンの中心間の距離は少なくとも 25m でなければならない（附則 A および B の図を参
照）。 

c.発艇＆フィニッシュライン 
i.発艇線は、いかなるレース状況においてもその位置が維持されるように、明確に固定さ

れた方法で浜辺に視覚的に示されなければならない。発艇線の幅は最低 2m とす
る。発艇線から各艇までの距離は、すべての漕手にとって等しくなければならない。レ
ースの発艇にスタート信号装置が使用される場合、スタート信号装置は発艇線の 5m
前に、ランナーの発艇位置の間に均等に配置し、ランナーから見えるようにする。発
艇信号は、発艇手順中にボートにいるかもしれないクルーからも見えるようにしなけれ
ばならない。発艇信号は、附則 R4 レガッタコースセクションで指定された通りに作動
するものとする。 

ii.フィニッシュラインの幅は最低 2m でなければならない。レースレーンが 2 本しかない場
合、フィニッシュラインは、各クルーのランナーがフィニッシュで接近するように、狭い
「漏斗」形状にすることができる。しかし、3 つ以上のレースレーンが使用されている場
合は、フィニッシュラインは、すべてのクルーのランナーが自分のボートの指定された
フィニッシュ地点からフィニッシュラインに到達するまでの距離が等しくなるような長さ
でなければならない。各艇のビーチへの到着指定地点には、レーンブイに沿って旗が
立てられ、ランナーは艇を離れた後、フィニッシュラインまでの距離が等しくなるよう
に、この旗の外側を通過することが求められる。 

iii.フィニッシュライン、ひいてはレースのフィニッシュを示す方法は、以下のいずれか、ま
たは同様の配置とすることができる。 
1)各クルーのランナーが越えなければならないビーチ上の明確なライン。 
2)各クルーのランナーが通過しなければならないテープ。 
3)各クルーに 1 つずつ、砂の中に直立した旗などがあり、各クルーのランナーが拾う

必要がある。 
4)各クルーに1 つのボタンまたは同様の装置があり、各クルーのランナーが押す必要があり、押

すと音または視覚的な表示が出て、同時にそのクルーのレース経過時間が記録される。 
ランナーのフィニッシュラインは、指定されたコースでボートが岸に到達するであろう水域から等
距離にあるものとする。 

iv.組織委員会は、フィニッシュのマーキング方法を決定し、これをチームに与えるすべての情報に
含めるものとする。 

v.発艇・フィニッシュラインの向きは、原則として、ボートコースに対して垂直でなければならない。 
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vi. The diagrams at Annex A and Annex B to these Regulations show the general layout 
of the course. 

d. Race Format 
i. There are two options for the format of the rowing section of Beach Sprints. The 

organising committee shall decide which format shall be used and this shall be notified 
in the Notice of Regatta and shall be included in all information to teams and displayed 
at the venue. The same format should be used for all events at a regatta. 
1) Option 1 – “Slalom out / slalom back” – 

When all crews are in their boats they shall race from the beach in a slalom fashion 
around each of the three buoys in turn in their respective racing lanes, turning 
around the last buoy and again racing slalom fashion around each buoy back to the 
beach, ensuring that they go around each buoy in turn in the correct direction.  
The diagram at Annex A refers. 

2) Option 2 – “Slalom out / straight back” - 
When all crews are in their boats they shall race from the beach in a slalom fashion 
around each of the three buoys in turn in their respective racing lanes, turning 
around the last buoy. After rounding the last buoy they shall then race directly in a 
straight line back to the designated point on the beach. (Note: Crews not taking a 
straight line course back to the beach or arriving at the beach at other than the 
designated point shall not be penalised as long as they do not interfere with 
another crew and they otherwise comply with the requirements of these 
Regulations.) Crews must ensure that they go around each of the three buoys in 
turn in the correct direction on the outward sector. The diagram at Annex B refers. 

10. Racing Distance (Coastal Regulation 14, Rule 32) 
Beach Sprints – In principle the course should include a run on the beach of between 
approximately 10 m and 50 m to start and to finish the race with an on-water distance of 
250 m from the beach to the farthest turning buoy. The race will then comprise a 10 m – 
50 m run from the start line to the water, a 250 m (buoys at approximately 85 m + 85 m + 
80 m) row out, a similar 250 m row back and a 10 m – 50 m beach run to the finish. See 
Regulation 9 for the layout of the course. The distances stated here shall be a general 
guide but will depend on local conditions. 

11. Number of Lanes (Coastal Regulation 15, Rule 33) 
There shall be a minimum of two lanes up to, in principle, a maximum of four lanes. The 
number of lanes shall depend on the available space at the beach and on the water and 
on the number of crews entered in each event. 
In all cases, the beach running distance and the water conditions should be equal for all 
crews. Additional lanes can be provided if a competition format so requires. The number 
of lanes shall be notified in the technical handbook or notice of regatta. 

12. Composition of the Jury (Coastal Regulation 17, Rule 37) 
a. The Jury shall consist of umpires carrying out the following duties: 

i. President of the Jury* 
ii. Starter / Finish Judge * 
iii. Judge at the Start / Race Umpire * 
iv. Lane Umpires (1 per lane) 
v. Turning Mark Umpire 
vi. Members of the Control Commission, one of whom shall be the senior member 

vi.本規則の附則 A および附則 B の図は、コースの一般的なレイアウトを示している。 
d.レースの形式 

i. ビーチスプリントのローイングセクションの形式には 2 つの選択肢がある。組織委員会は
どちらの形式を使用するかを決定し、これはレガッタの通知に通知され、チームへの
すべての情報に含まれ、会場に掲示されるものとする。大会ではすべての種目に同じ
形式が使用されるべきである。 
1)オプション 1 - スラロームアウト／スラロームバック 

すべてのクルーがボートに乗ったら、ビーチからスラローム方式で 3 つのブイを順番に回り、
それぞれのレースレーンを走り、最後のブイを回って再びスラローム方式で各ブイを回り、正
しい方向に各ブイを回るようにしてビーチに戻る。附則 A の図参照。 

2)オプション 2 - スラロームアウト／ストレートバック 
すべてのクルーがボートに乗ったら、ビーチからスラローム方式で 3 つのブイを順番に回り、
それぞれのレースレーンで最後のブイを回ってレースをする。最後のブイを回った後は、その
まま海岸の指定された地点まで一直線に戻ること。(注：直線コースでビーチに戻らないクル
ーや、指定されたポイント以外でビーチに到着したクルーは、他のクルーの妨げにならず、そ
の他本規則の要件に従っている限り、ペナルティを受けない)クルーは、往路のセクターにお
いて、3 つのブイを正しい方向に順番に回ることを確認しなければならない。附則 B の図参
照。 

10.レース距離（コースタル規定 14、規則第 32 条） 
ビーチスプリント - 原則として、発艇時とフィニッシュ時に約 10m～50m のビーチを走り、
ビーチから最も遠いターニングブイまで 250m の水上を走るコースとする。そしてレース
は、発艇線から水面までの 10m～50m のラン、250m（約 85m＋85m＋80m のブイ）の
漕ぎだし、同様の 250m の漕ぎ戻し、10m～50m のビーチランでフィニッシュとなる。コー
スのレイアウトについては規定 9 を参照のこと。ここに記載されている距離は一般的な目
安となるが、現地の状況によって異なる。 

11.レーン数（コースタル規定 15、規則第 33 条） 
レーン数は最低 2 レーンから、原則として最大 4 レーンまでとする。レーンの数は、ビーチ
や水上の空きスペース、各種目にエントリーするクルーの数によって決まる。 
どのような場合でも、ビーチの走行距離と水の状態はすべてのクルーにとって同じでなけ
ればなりません。競技形式が必要とする場合には、追加のレーンを設けることができる。レ
ーン数は、テクニカルハンドブックまたはレガッタ通知で通知されなければならない。 

12.審判の構成（コースタル規定 17、規則第 37 条） 
a.審判は、以下の職務を遂行する審判で構成される。 

i.審判長※1 
ii.発艇員／判定員 
iii.線審／レース主審アンパイア ※1 
iv.レーン主審（1 レーンにつき 1 名） 
v.ターニングマーク審判 
vi.監視員のメンバーで、そのうち 1 名は主席監視員とする。 
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*The President of the Jury, the Starter / Finish Judge, the Judge at the Start / Race 
Umpire and senior member of the Control Commission shall each hold an International 
Umpire’s license. The Jury shall be supported in its work by other officials holding a 
national umpire license. 

b. Several members of the Jury may have dual roles. The organising committee may also 
appoint an Assistant Starter and assistants to other umpires. 

c. There shall be at least one Turning Mark Umpire positioned within clear sight of the end 
turning buoys. Additional Turning Mark Umpires may be required if racing is conducted 
on more than two lanes. 

d. If a Beach Sprints regatta has large entries requiring more than two lanes then the 
number of Jury members may be increased accordingly. 

e. For International Beach Sprints regattas – The Jury shall be appointed by the organising 
committee. 

f. For World Rowing Beach Sprint Championships – The Jury shall be appointed by the 
Executive Committee after recommendation by the World Rowing Umpiring Commission. 

審判長、発艇員／判定員、線審／主審、主席監視員メンバーは、それぞれ国際員審判資格を
持っていなければならない。審判員は、国内審判員資格を持つ他の役員によってその業務のサ
ポートを受けることができる。 

b.審判員の中には、二重の役割を持つ者もいる。組織委員会は、発艇補助員や他の審判の補助員
を任命することもできる。 

c.ターニングマーク審判は、ターニングブイの端の明確な視界内に少なくとも 1 名配置されなければ
ならない。2 つ以上のレーンでレースが行われる場合は、ターニングマーク審判を追加する必要が
ある。 

d.ビーチスプリントレガッタで、2 レーン以上を必要とする多くのエントリーがある場合は、それに応じて
審判員の数を増やすことができる。 

e.国際ビーチスプリントの大会の場合 – 審判員は組織委員会によって任命されるものとする。 
f.世界ビーチスプリント選手権大会の場合 – 審判員は、ワールドローイング審判委員会の推薦を受け

て常任理事会が任命する。 

13. World Rowing Identifications displayed on Equipment and Rowers (Coastal 
Regulation 18, Rule 38) 

The requirements of the Coastal Rowing Competition Regulations for Identifications on 
rower uniforms and equipment shall also apply to Beach Sprint rowing. Each crew member 
shall display on their racing shirt or equivalent the three-letter country code and their family 
name (in Romanised text) in the following manner and format: 

13.装備や漕手に表示されるワールドローイング識別情報（コースタル規定 18、規則第 38 条） 
コースタル規定の漕手のユニフォームおよび用具の識別に関する要件は、ビーチスプリントローイング
にも適用されるものとする。各クルーは、レースシャツまたはそれと同等のものに、3 文字の国コードと
姓名（ローマ字）を以下の方法と形式で表示しなければならない。 

 
These requirements are in addition to the requirements detailed in Rule 39 (Rowers’ 
Clothing and Blade Colours). 

これらの要件は、規則第 39 条（漕手の服装とブレードカラー）に詳述されている要件に加えて、以下
のとおりである。 

14. World Rowing Progression System (Coastal Regulation 20, Rule 57) 
a. The World Rowing Beach Sprint Rowing Progression System shall in principle be used for 

international Beach Sprint regattas and World Rowing Beach Sprint Championships. If an organizing 
committee (or World Rowing in the case of World Championships) decides to adopt an alternative 
progression system this shall be included as part of the information to teams. The latest version of 
the World Rowing Beach Sprint Rowing Progression System is available on the World Rowing 
website. 

b. International Beach Sprint Rowing Regattas: The progression system for Beach Sprint rowing may 
be in the format of: 
i. Multiple pools of crews; or 
ii. Time trials; or 
iii. Elimination heats which may or may not include repêchages; or 
iv. A combination of these; 
in order to bring the number of crews remaining in the medal competition in each event down to the 
final eight (8) crews. 

c. The Final Eight Crews 

14.ワールドローイング勝ち上がりシステム（コースタル規定 20、規則第 57 条） 
a.ビーチスプリントの国際大会および世界選手権では、原則としてワールドローイングビーチスプリント

勝ち上がりシステムを使用するものとする。組織委員会（世界選手権の場合はワールドローイング）
が別の勝ち上がりシステムを採用することを決定した場合は、チームへの情報の一部として含めるものとす

る。ワールドローイングビーチスプリント勝ち上がりシステムの最新版はワールドローイングのウェブサイトで入手で
きる。 

b.国際ビーチスプリントローイングの大会：ビーチスプリントローイングの勝ち上がりシステムは、以下のような形式で
ある。 
i.複数のグループのクルー、または 
ii.タイムトライアル、または 
iii. 敗者復活を含むか含まないかに関わらず、予選または 
iv.これらを組み合わせたもの。 
各種目のメダル競争に残るクルーの数が、決勝 8 クルーになるように。 

c.上位 8 クルー 

  

レースシャツ 

前面:姓名 

前面:国コード 

背面:国コード 

フォント 高さ 幅 文字 例 
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After the preliminary rounds are completed and the final eight remaining crews (the Final Eight) in an 
event are determined, then racing shall in all cases be conducted on two lanes with 4 quarter-finals, 2 
semi-finals and then finals following a consistent time schedule without additional rest breaks between 
races. The race for 3rd and 4th positions shall take place before the race for 1st and 2nd positions. 
Additional semi-finals and finals for ranking all final eight crews may also be rowed within this format. 
d. The organising committee in the case of international Beach Sprint Rowing regattas, and World 

Rowing in the case of World Rowing Beach Sprint Championships, may place a limit on the number 
of crews from which entries will be accepted and the method of limiting numbers (i.e. qualification, 
order of entry or random draw of crews or any other method) shall be included in the Notice of 
Regatta and in all information given to crews before the regatta. 

予選が終了し、最終的に残る上位 8 クルー（ファイナルエイト）が決定した後、レースはいかなる場
合も 2 レーンで行われ、４回の準々決勝、２回の準決勝、そして決勝が、レースとレースの間に追
加の休憩なしで一貫したタイムスケジュールに従って行われる。3 位と 4 位のレースは、1 位と 2
位のレースの前に行われるものとする。上位 8 クルーの順位を決めるための追加の準決勝と決勝
も、この形式で行われることがある。 

d.ビーチスプリントローイングの国際大会の場合は、組織委員会が、世界ビーチスプリント選手権の場
合はワールドローイングが、エントリーを受け付けるクルー数に制限を設けることができ、その制限方
法（予選、エントリー順、クルーの無作為抽選、その他の方法）はレガッタ通知および大会前にクル
ーに与えられるすべての情報に含まれなければならない。 

15. The Draw and Determining the Lanes (Coastal Regulation 21, Rule 59 and 60) 
a. Where a system of preliminary heats or time trials is required, a Draw for the first round shall take 

place at the Team Managers meeting. The Draw, supervised by the Jury, shall be random except in 
the case of seeded crews, and shall determine which crews take part in which heats and which 
lanes each crew shall use. 

b. If there is seeding of crews at the World Rowing Beach Sprint Championships, the highest seeded 
crews shall be placed at opposite sides of the draw and then descending seedings should follow the 
same principle. 
When the final eight crews remaining in the event are determined, the top four seeded crews in 
descending order (or less if there are less than four seeded crews) remaining in the final eight 
crews shall be drawn alternatively on opposite sides of the draw for the last eight. The remaining 
places shall be allocated by random draw for the remaining crews. (i.e. remaining seeds 1 and 4 
shall be on one side of the Draw and 2 and 3 on the other side.) 

c. The results of the first round shall be used to determine the following round heat allocations, with the 
lanes being decided by random draw supervised by the Jury. This process shall apply to subsequent 
rounds until the Final Eight is reached. 

d. Lanes for “The Final Eight” 
The lanes for each race in the quarterfinals, semi-finals and finals (the final eight remaining crews) 
only, shall be determined as follows: 

i. The crew with the faster time in its previous round shall choose which of the two lanes it shall use 
for the race. A crew whose previous round was a repechage will not have priority in choosing 
lanes over a crew that did not row in a repechage in the previous round. 

ii. The other crew shall use the other lane. 
Such determination shall be made not later than 10 minutes before the scheduled start time of 
the race and shall be confirmed by the Crew Captain to the President of the Jury who shall also 
notify the Crew Captain of the other crew in that race. 

15.組み合わせ抽選とレーンの決定（コースタル規定 21、規則第 59 条、第 60 条） 
a.予選またはタイムトライアルが必要な場合、第 1 ラウンドの抽選はチームマネジャーミーティングで

行われるものとする。審判員の監督による抽選は、シードクルーの場合を除き、無作為に行われ、
どのクルーがどの予選に参加するか、また各クルーが使用するレーンを決定するものとする。 

b.世界ビーチスプリント選手権でクルーのシードがある場合、最高シードのクルーは抽選の反対側に
配置され、その後のシード順位は同じ原則に従うものとする。大会に残る上位 8 クルーが決定した
時点で、上位 8 クルーに残っているシード権を持つ上位 4（シード権を持つクルーが４未満の場合
はそれ以下）を、上位 8 クルーの抽選の反対側で交互に抽選する。残りの順位は、残りのクルーに
対して無作為の抽選で割り当てる。 (例：残りのシード 1 と 4 はドローの片側に、2 と 3 は反対側に
配置する) 

c.第 1 ラウンドの結果をもとに、次のラウンドの予選組み合わせを決定し、レーンは審判員の監督のも
と無作為に抽選される。この手順は次のラウンドにも適用され、上位 8 クルーに到達するまで行わ
れる。 

d.上位 8 クルーのレーン 
準々決勝、準決勝、決勝（上位 8 クルー）のみの各レースのレーンは、以下のように決定する。 
i.前のラウンドのタイムが速かったクルーは、レースで使用する 2 つのレーンのうちどちらかを選択す

る。前のラウンドが敗者復活ではないクルーは、前のラウンドで敗者復活のクルーよりもレーン選
択の優先権がある。 

ii.他のクルーは残りのレーンを使用する。 
その決定は、レースの開始予定時刻の遅くとも 10 分前までに行われ、クルーキャプテンから、
そのレースの他のクルーキャプテンに通知する審判長に確認しなければならない。 

16. Adverse Weather Conditions (Coastal Regulation 22, Rule63) 
The President of the Jury, in consultation with the Race Director and the organising 
committee, shall take all decisions on any delay, postponement or cancellation of races, or 
of changes to the course, resulting from adverse weather conditions or other matters 
relating to the safety of rowers and equipment and officials on the water or the fairness of 
the course. 

16.悪天候条件（コースタル規定 22、規則第 63 条） 
審判長は、レースディレクターおよび組織委員会と協議の上、悪天候によるレースの遅延、延期、中
止、またはコースの変更、あるいは水上の漕手や機材、関係者の安全性やコースの公平性に関する
事項について、すべての決定を下すものとする。 

17. The Start (Coastal Regulations 23 and 24, Rules 66 and 67) 
a. The Start 

During the start procedure, the boats shall be lined up in the water in the 
allotted start position and shall be held by crew members (except solo (C1x)) 
and up to two boat handlers per boat. 

17.発艇（コースタル規定 23、24、規則第 66 条、第 67 条） 
a.発艇 

発艇手順中は、艇は割り当てられたスタート位置に水上で並べ、クルー（ソロ（C1x）を除く）と 1 艇
につき 2 人までのボートハンドラーが保持する。 
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b. Boat Handlers 
There shall be up to two boat handlers per boat. The boat handlers shall, in principle, be 
provided by the teams and are recognised as official support crew members. The role of 
the boat handler is to support the departure and arrival of the crew from and to the 
beach. The boat handlers for each crew should wear matched uniforms or a bib that 
comply with the Rules in respect of Identifications, and are clearly distinguishable from 
the crew. In rougher conditions and at the discretion of the President of the Jury the 
number of boat handlers may be increased. Boat handlers must ensure that they, and 
the equipment they are handling, do not impede other competitors. 
Boat handlers may not board the boat at any time but may assist the crew in any other 
way, including rudder fixing, etc. When the boat returns to the beach the boat handlers 
may “catch” the boat to slow its progress when it reaches the beach and a crew member 
disembarks to run to the finish line. 
i. The boat handlers shall at all times remain in shallow water not above their shoulder 

height. The boat handlers shall comply with any instructions of the race officials and 
shall at all times be subject to the Rules of Racing, Bye-Laws and Regulations. 
Where a crew does not supply its own boat handlers, the organising committee shall 
provide them. 
The boats should be held reasonably in line and shall be positioned so that the 
centres of boats are in a line with the buoys in their lane. All rowers (except the runner 
of each crew) must be standing in the water next to their boat and shall not start 
boarding their boat until the start signal is given. 
The Judge at the Start, with the advice of the Lane Umpires shall determine whether 
the boats are reasonably in line with the buoys in their lane and shall take such action 
as necessary to ensure this. 

ii. One nominated crew member from each crew shall be a runner. (The runner at the 
start may be different from the runner at the finish but in both cases must be a 
member of the crew.) The runners shall stand behind the start line which shall be 
clearly marked on the beach. 
The remaining crew members (except for solo (C1x)) shall be standing in the water 
holding their boats. No crew members shall start to board their boats before the start 
signal has been given. 
When the start signal is given the runners shall run to their boats to join the other crew 
members. The other crew members may start to board their boats as soon as the start 
signal is given. 

iii. The boat handlers will support the crews in holding the best pointing for the boat for 
the crew members to board and depart. 

c. The Start Procedure 
The Starter may be assisted by other umpires under the authority of the Starter. The 
position of the Starter shall be elevated and either beside or behind the start line such 
that they have a clear view of the start line and all boats. The starting signals should be 
clearly audible to all rowers. 
The Starter shall inform the crews when there are three minutes remaining before the 
start time either directly or through the race Announcer, by saying “Three Minutes!”. 
There shall be a Judge at the Start who shall be positioned in such location as to be able 
to properly carry out their responsibilities. Where the Starter is positioned on the start 
line, the Starter may also serve as the Judge at Start. Where they consider it necessary, 
the President of the Jury may instruct another Umpire to assist the Judge at the Start in 
their duties. 

b.ボートハンドラー 
ボートハンドラーは 1 艇につき 2 名までとする。ボートハンドラーは、原則としてチームが
配置し、クルーサポートメンバーして認められる。ボートハンドラーの役割は、クルーのビ
ーチへの出入りをサポートすることである。各クルーのボートハンドラーは、「識別に関す
る規則」に準拠した揃いのユニフォームまたはビブスを着用し、クルーと明確に区別され
るべきである。荒天時や審判長の判断により、ボートハンドラーの数を増やすことができ
る。ボートハンドラーは、自分自身と自分が扱っている装備が他の競技者の妨げになら
ないようにしなければならない。 
ボートハンドラーは、いつでもボートに乗ることはできないが、舵の固定など、その他の方
法でクルーをサポートすることができる。ボートがビーチに戻ってきて、クルーがゴールま
で走るために降りるとき、ボートハンドラーはボートの航行を減速させるためにボートを掴
むことができる。 
i. ボートハンドラーは、常に肩の高さを超えない浅い水域にいなければならない。ボートハンドラー

は、レース役員の指示に従うとともに、常にレース規則、付則および規定に従わなければならな
い。 
クルーが独自でボートハンドラーを配置できない場合、組織委員会がボートハンドラーを配置す
るものとする。 
艇は可能な限り並んで保持され、艇の中心が自分のレーンのブイと一直線になるように配置さ
れなければならない。すべての漕手（各クルーのランナーを除く）は、自分のボートの横の水面
に立っていなければならず、発艇の合図があるまでは、自分のボートに乗り込んではならない。 
線審は、レーン審判の助言を得て、艇が自分のレーンのブイに直線状に並んでいるかどうかを
判断し、これを確保するために必要な措置をとることができる。 

ii. 各クルーから指名された 1 名のクルーがランナーとなる。スタート時のランナーとゴール時のラン
ナーは異なっていてもよいが、いずれの場合もそのクルーの一員でなければならない）。ランナ
ーは、海岸に明確に表示された発艇線の後ろに立つ。 
残りのクルー（ソロ（C1x）を除く）は、ボートを持って水面に立っていなければならない。スタート
の合図が出される前には、どのクルーもボートに乗り込まない。 
スタートの合図があったら、ランナーは自分のボートに走って行き、他のクルーと合流しなけれ
ばならない。他のクルーは、スタートの合図があったらすぐに自分のボートに乗り込んでもよい。 

iii.ボートハンドラーは、クルーが乗艇し漕ぎだすために、ボートの最適な位置を保持して援助する。 
c.発艇手順 

発艇員は発艇員の権限の下、他の審判員の支援を受けることができる。発艇員の位置
は、スタートラインの横か後ろの高いところで、スタートラインとすべての艇がはっきりと見
えるようにしなければならない。スタートの合図は、すべての漕手にはっきりと聞こえるよう
にしなければならない。 
発艇員は、スタート時刻まで残り 3 分となった時点で、直接またはレースアナウンサーを
通じてクルーに「スリー・ミニッツ！」と告げなければならない。 
線審は、その責任を適切に果たすことができるような場所に配置されなければならな
い。発艇員がスタートライン上に配置されている場合は、発艇員が線審を兼ねることが
できる。審判長は、必要と判断した場合、他の審判員に線審を補佐するよう指示するこ
とができる。 
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The Judge at the Start shall be responsible to decide if any crew has caused a false start. 
The starting procedure for beach sprints from –3 minutes to the Start shall be as follows: 

線審は、クルーがフォルススタートを起こしたかどうかを判断する責任を負う。ビーチスプリントの 3 分
からスタートまでの発艇手順は以下の通り。 

-3m:00s All crew members should be in the start zone and under the control of the starter. 3 分前 すべてのクルーメンバーは発艇水域にいて、発艇員の管理下にある。 
 The Starter may sanction a crew which is late to the start and may start the 

race without reference to absentees. 
 発艇員はスタートに遅れたクルーに警告を与えることができる。また遅れたクルーを

待つことなく、レースを開始することができる。 
-2m:45s-1m:45s Crews are introduced to the spectators by the Announcers. Once the 

introductions are complete the crews shall immediately return to their start 
positions. 

2 分 45 秒～１分
４５秒前 

クルーはアナウンサーによって観客に紹介される。紹介が終わると、クルーは直ち
にスタート位置に戻る。 

-1m:00s-0m:45s When there is one minute to the start, the Starter say “One Minute!” After this the 
runners will position themselves behind the start line and the Starter shall instruct the 
other members of the crew and/or the boat handlers – “Put the Boats in the Water!” 
The Starter may delegate these commands to the race Announcer but shall be 
responsible to ensure they are made correctly and on time. 

1 分～45 秒前 スタート１分前になったら、発艇員は 「ワンミニット!」と言う。この後、ランナーはスタ
ートラインの後ろに位置し、発艇員は他のクルーやボートハンドラーに「プットザボー
ツインザウオーター!」と指示する。発艇員はこれらの指示をレースアナウンサーに委
ねることができるが、その指示が正しく時間通りに行われているかどうか、またその
指示に責任を持たなければならない。 

0:30s-0:20s When there are between 30 and 20 seconds to the start, the Starter shall 
alert the crews by saying “Get ready!”, after which alert the Starter may 

20 秒～20 秒前 スタートまでの時間が 30 秒から 20 秒になったとき、発艇員は「ゲットレディ!」と言っ
てクルーに注意を促し、その後、発艇員は波の状態やその他の要因を考慮して、い
つでもレースを開始することができる。 

At any time between 
approx. -0m:20s and 
0m:0s 

The start music stops. 約 20 秒～0 秒前
の間の適当な時 

スタートの音楽が止まる。 

 To give the start signal, the Starter shall first say “Attention!”,  スタートの合図は、まず発艇員が「アテンション！」と言う。 
 After a clear pause, the Starter shall then EITHER raise the red flag, OR 

where the start is given using traffic lights, shall press a button (or switch) 
to change the traffic lights from the neutral position to red; 

 明確な一時停止の後、発艇員は赤旗を揚げるか、信号機を使用してスタートする
場合はボタン（またはスイッチ）を押して信号機をニュートラルから赤に変更するか
のいずれかを行わなければならない。 

 After clear and variable pause, the Starter will then start the race by 
EITHER dropping the red flag quickly to one side and simultaneously 
sounding a hooter in one long blast; 

 明確な一時停止の後、発艇員は赤旗を片側に素早く降ろし、同時にフーターを一
斉に鳴らしてレースを開始する。 

 OR by pressing a button that shall, at the same instant:  あるいは、そのようなボタンを押しても、同じ瞬間に 
 a. Change the red light to green;  a.赤色灯を青に変更する。 
 b. Make an audible signal through the loudspeakers;  b.拡声器を使って音声信号を出す。 
 c.Start the timing system for the race;  c.レースの計時システムを開始する。 
The official start signal will be the moment the red flag starts to move downwards or the red 
light changes to green. 
18. False Start (Coastal Regulation 25, Rule 68) 

A crew commits a false start if the crew’s nominated runner crosses the start line before the 
start signal is given or if any 

正式なレースの開始は、赤旗が下方に移動し始めるか、赤ランプが青に変わった瞬間となる。 

18.フォルススタート（コースタル規定 25、規則第 68 条） 
クルーに指名されたランナーがスタートの号令前にスタートラインを超えるか、またはスタ
ート号令前にクルーがボートに乗り込み始めた場合、クルーはフォルススタートとなる。 

 crew member starts to board their boat before the start signal is given. 
The Judge at the Start shall be the sole judge of a false start. 
a. Consequences of a False Start 

i. Where a false start is committed, whether by a runner or other crew member, the Judge at the 
Start shall immediately raise a red flag and the Starter shall stop the race by waving a red flag 
and sounding repeated blasts on the hooter until all crews have stopped. Where the Starter is 
serving as the Judge at Start, when a false start is committed, the Starter will immediately stop 
the race by waiving a red flag and sounding repeated blasts on the hooter until all crews have 
stopped.The Judge at the Start shall inform the Starter which crew has caused a false start and 
the Starter shall award the crew a Yellow Card. 

ii. A crew causing two false starts or receiving two Yellow Cards applying to the same race shall be 
awarded a Red Card and excluded from the event by the Starter. 

フォルススタートは線審のみが判断する。 
a.フォルススタートの結果について 

i. ランナーまたはクルーメンバーのどちらかが、フォルススタートが行われた場合、線審は直ちに赤旗を掲げ、
発艇員は赤旗を振ってレースを停止し、すべてのクルーが停止するまでフーターを繰り返し鳴らさなければ
ならない。発艇員が線審を務めている場合、フォルススタートが行われたら、発艇員は直ちに赤旗を振り、
すべてのクルーが停止するまでフーターを繰り返し鳴らしてレースを停止する。 
線審は、どのクルーがフォルススタートをしたかを発艇員に伝え、発艇員はそのクルーにイエローカードを与
えなければならない。 

ii. 同じレースで 2 回のフォルススタートを起こしたり、2 回のイエローカードを受けたクルーにはレッドカードが与え
られ、発艇員によって、その種目からから除外される。 
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19. Responsibility of the Rowers (Coastal Regulation 26, Rule70) 
a. When turning around the buoys, crews are permitted to touch the turning buoys with their 

boat or oars, but the keel of the boat must pass around the designated side of the buoy. 
b. In order to finish the race a crew must correctly round all designated turning markers and 

must complete the full course as designated by the organising committee. 
c. A crew not correctly rounding any buoy on the course shall be awarded a time penalty as 

follows: 
i. Not correctly rounding the first or second buoy from the beach – 30 seconds each 

instance; 
ii. Not correctly rounding the third buoy from the beach – 60 seconds 

d. For coxed boats, the coxswain is required to be in the boat for the whole time 
the crew is rowing; otherwise the crew shall not be ranked in the race and shall 
be shown on the results as DNF. 

e. Crews returning to the beach must make every effort to keep their boat under 
control in an upright position with the crew members in contact with the boat 
until reaching the beach. In the event the boat capsizes while returning to the 
beach, the crew is responsible to ensure that all crew members and equipment 
are safe, and such responsibility shall have priority over finishing their race. 

f. Upon their boat reaching the beach, one crew member shall disembark and run 
in the designated route to the finish point of the race. 

g. Crews shall at all times be aware of the weather and water conditions and the 
safety of themselves and others. Crews rowing in a dangerous manner or in a 
way which is considered out of control may be excluded or otherwise penalized 
by the umpire. 

19.クルーの責任（コースタル規定 26、規則第 70 条） 
a.ブイを転回する際、クルーはボートやオールでターニングブイに触れることができるが、ボートのキー

ルはブイの指定された側を通過しなければならない。 
b. レースを完了するためには、クルーは指定されたすべてのターニングマーカーを正確に回り、組織

委員会が指定した全コースを完了しなければならない。 
c. コース上のブイを正しく転回しなかったクルーには、以下のようなタイムペナルティが与えられる。 

i. ビーチから 1 つ目または 2 つ目のブイを正しく回っていない - 各回 30 秒。 
ii. ビーチから 3 つ目のブイを正しく回れなかった場合 - 60 秒 

d.舵手付きの場合、クルーが漕いでいるときには、コックスは必ず乗艇していなければなら
ない。乗艇していなかった場合には、そのクルーはレースでの順位がつかず、レース結
果にＤＮＦと表示される。 

e.ビーチに戻るクルーは、ビーチに到着するまでの間、クルーがボートに接して直立した状
態でボートをコントロールするように努力しなければならない。ビーチに戻る途中でボート
が転覆した場合、クルーはすべてのクルーと装備の安全を確保する責任があり、その責
任はレースを終えることよりも優先される。 

f. ボートがビーチに到着した時点で、クルー1 名が下船し、レースのゴール地点まで指定さ
れたルートを走らなければならない。 

g. クルーは、常に天候や水の状態、自分と他人の安全に注意しなければならない。危険
な漕ぎ方をしているクルーや、コントロールを失っているとみなされるクルーは、主審によ
って、排除されるか、またはその他の罰則を受けることがある。 

20. Interference (Coastal Regulation 27, Rule 71) 
A crew causes interference to its opponents if its oars, sculls or boat encroach into the 
opponent’s water and cause a disadvantage to its opponents by contact or by causing the 
other crew to change course to avoid such contact. The Umpire alone shall decide if a 
crew is interfering with another crew and causing them a disadvantage. If a crew has 
caused interference to another crew and has, in the Umpire’s opinion, affected the result 
of that crew, then the Umpire may exclude the crew or alternatively may award a time 
penalty of 10 seconds or such other time as they deem appropriate against the crew 
causing the interference or take other appropriate measures under the rules. 
It is each crew’s responsibility to remain in their proper course and their water and to not 
cause interference to other crews. 

20.妨害（コースタル規定 27、規則第 71 条） 
妨害とは、オールや艇を他のクルーのレーンに侵入させたり、接触により相手に不利益を与えたり、
または接触を回避するために相手に進路を変更させること。クルーがほかのクルーから妨害を受け
たか、不利益を被ったかは、主審のみが判断する。 
他のクルーが妨害し、そのクルーの結果に影響を与えた場合、主審の判断により、当該クルーを除
外または 10 秒もしくは相当とみなされるタイムペナルティを与えるか、規則に基づいてその他の適
切な措置を取ることができる。 
各クルーは、自己の正しいなコースと水域でレースを行うことはクルーの責任であり、他のクルーに
妨害を与えてはならない。 

21. Conclusion of the Race (Coastal Regulation 29, Rule73) 
a. After exiting the boat, each runner must pass on the outside (relative to the finish line) of 

the flag placed on the water’s edge in line with the lane buoys for their lane when running 
to the finish line. A runner not passing on the correct side of the flag shall receive a 
penalty of 10 seconds. The finish of the race for each crew shall be the moment their 
crew member (the runner) reaches the finish point and completes the action in 
accordance with Regulation 9 as required to mark the finish of the race. 

b. Timing – Finish times shall be recorded to 1/100th of a second. 
c. A race is concluded when the Umpire so indicates by raising a white flag or otherwise 

confirms the result. 

21.レースの完了（コースタル規定 29、規則第 73 条 
a. ボートを降りた後、各ランナーはフィニッシュラインに向かって走る際、自分のレーンのレーンブイに

合わせて水辺に置かれた旗の外側（フィニッシュラインに対して）を通過しなければならない。旗の
正しい側を通過しなかった走者には 10 秒のペナルティが課せられる。各クルーのレースのフィニッ
シュは、そのクルー（ランナー）がフィニッシュ地点に到達し、レースのフィニッシュを示すのに必要
なコースタル規定 9 に従った行為を完了した瞬間とする。 

b. 計時- 記録は 1/100 秒単位で計時する。 
c. レースは、主審が白旗を揚げるなどして、その結果を確認したときに終了する。 
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22. Dead Heats (Coastal Regulation 30, Rule74) 
If there is a dead-heat in any round other than a final, there must be a re-row over the 
same course between the crews involved. The re-row must take place not later than 10 
minutes after the finish of the race in which the dead-heat occurred. If the re-row results in 
a dead-heat the crews shall be required to re-row the race again not later than 15 minutes 
after the finish of the previous re-row. This process will continue until a decision is reached. 
If a dead-heat occurs in a final the crews concerned shall be given equal ranking and the 
next ranking shall be left vacant. 

22.同着（コースタル規定 30、規則第 74 条） 
決勝以外のラウンドで同着が発生した場合、関係するクルー間で同じコースで再レースし
なければならない。再レースは、同着が発生したレースの終了後 10 分以内に行われなけ
ればならない。再レースの結果、同着が発生した場合、クルーは前回の再レースの終了後
15 分以内に再度再レースを行う必要がある。この手順は決着がつくまでが続けられる。 
決勝で同着が発生した場合、当該クルーは同順位となり、次の順位は空席となる。 

23. Sanctions (Coastal Regulation 31, Rule 65) 
In any case of breach of the Rules, a member of the Jury may impose appropriate 
sanctions. The sanctions available are: 

a. Reprimand, which is a formal admonishment that the conduct of the rower or 
crew is in breach of the Rules and that this breach may be taken into account 
when considering an appropriate sanction for any further breach during that 
regatta. This will be an appropriate sanction where the breach does not warrant 
a high level of sanction. 

b. Time penalty, which is a sanction awarded to a crew which is in breach of these 
Regulations which requires a crew to spend the awarded time penalty in a designated 
penalty box. If the penalty box is not available, the awarded penalty times will be added 
to the crew’s finish time. 

c. Yellow Card which is a formal warning for a breach of these Rules and Regulations: 
i. A Yellow Card shall apply to the next race in which that crew competes in that regatta. 

It shall lapse only when the race is concluded and shall therefore still apply in the case 
of a postponement or a re-row of that race. 

ii. A crew awarded two Yellow Cards applying to the same race shall be awarded a Red 
Card and excluded from the event. 

d. Relegation (REL) which places a crew in the last position in a race where specifically 
provided in these Rules and Regulations; 

e. Red Card or Exclusion (EXC) which excludes the crew from all the rounds of the event in 
question. This sanction is for a serious and/or repeated breach of the Rules justifying that 
the offending crew take no further part in the event. 

f. Disqualification (DSQ) which disqualifies a rower or a crew from all events in the 
regatta. 
i. This sanction is for the most serious breach of the Rules justifying removal from the 

regatta. 
ii. Where a rower is disqualified, that rower shall take no further part in the regatta. 
iii. Where a rower is disqualified at a time when Rules 48 and 49 only allow substitutions 

in a crew for medical reasons, then the rower may not be replaced and the crew of 
that rower shall be excluded from all rounds of the event in question. 

iv. Where a crew is disqualified, no member of that crew shall take any further part in any 
event in the regatta 

23.罰則（コースタル規定 31、規則第 65 条） 
規則違反があった場合、審判員は適切な罰則を科すことができます。課せられる罰則は以下の通りで
す。 

a.注 意 
規則に違反したクルーに対する正式な勧告であり、この違反はその大会において、さらなる違反に
対して適切な罰則を与える時に考慮される。 
これは、違反が重い罰則でない場合には、適切な罰則となる。 

b.タイムペナルティ 
規則違反に対して与えられる罰則で、以下のものが求められる。 
i.指定されたペナルティループを完了させる。 
ii.指定された数のペナルティターンを完了する。 
iii.与えられた時間のペナルティを、指定されたペナルティボックスで過ごす。 
iv.上記のいずれも利用できない場合、与えられたペナルティタイムはクルーのフィニッシュタイムに加算されま

す。 
c.イエローカード 
規則違反に対する正式な警告。 

i.イエローカードは、そのクルーの次のラウンドに適用される。イエローカードは、レースが終了した時点で失効す
るため、そのレースが延期または再行程となった場合にも適用されるものとする。 

ii. 同一レースで 2 枚のイエローカードを受けたクルーには、レッドカードが与えられ、当該種目から除外される。 
d. 最下位付置（REL） 

規定の規則に違反した場合、そのレースにおいて、最下位に付置される罰則。 
e. レッドカードまたは除外（EXC） 

当該種目の全ラウンドからクルーを除外する。 
この罰則は、重大かつ度重なる規則違反に対して与えられる罰則。 

f. 失格（DSQ） 
漕手またはクルーが、その大会のすべての種目から失格となる。 
i. その大会から除外されるに相当する極めて重大な規則違反に対する罰則。 
ii. 漕手が失格となった場合、以降、その漕手はその大会には参加できない。 
iii. 漕手が失格となった場合で、規則第 48 条および規則第 49 条で健康上の理由によりクルーの交代が認め

られるときには、その漕手は交代できず、その漕手のクルーは、当該種目のすべてのラウンドから除外され
る。 

iv. クルーが失格となった場合、それ以降、そのクルーはその大会におけるすべての種目に参加できない。 

24. Control Commission (Coastal Regulation 35, Rule 81) 
In addition to its other duties, the Control Commission at Beach Sprint Rowing regattas 
shall check the correct display of the boat registration numbers and that the rower names 
and member federation acronyms required to be displayed on the uniform of each rower 
(Regulation 13) are correctly displayed and that crews race in the boats which are allocated 
to them. 

24.監視（コースタル規定 35、規則第 81 条） 
ビーチスプリントローイングの大会における監視は、他の任務に加えて、艇の登録番号が正
しく表示されていること、各漕手のユニフォームに表示が義務付けられている漕手名と加
盟国協会の頭文字が正しく表示されていること（規則第 13 条）、クルーが割り当てられた
艇でレースを行うことを確認する。 
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25. The Starter and the Judge at the Start (Coastal Regulation 36, Rule 82) 
The Starter and the Judge at the Start shall ensure that the correct starting procedure is 
followed. Both shall be in an elevated position (on a podium or stand) from where they 
have a clear view of the start/finish line and the racing course, and can be clearly seen by all 
crews. 
The Judge at the Start shall determine if any runner or crew causes a false start and if so shall follow 
the procedure outlined in Regulation 13. 
Where the Starter is positioned on the start line such that the Starter can determine if a false start has 
occurred, the Starter may also serve as a Judge at the Start. 

26. The Umpire (Coastal Regulation 37, Rule 83) 
The President of the Jury, in consultation with the Race Director, shall decide the number of 
Umpires to supervise each race. Where there is more than one Umpire, the Umpires shall 
have equal status in their areas of responsibility. 
a. Race Umpire 

i. The Judge at the Start shall act also as the Race Umpire and will be positioned on land, elevated 
as necessary, so as to have a clear view of all crews during the race. The Race Umpire shall 
have precedence over the Lane Umpires and the Turning Mark Umpire. The Race Umpire shall in 
general not communicate with crews during the race but will make decisions based on their own 
observations and on the advice of the Lane Umpires and the Turning Mark Umpire. 

ii. The Race Umpire shall ensure the proper conduct of the race and the safety of the rowers. In 
particular, they shall observe whether any crew gains any advantage or suffers any disadvantage 
from its opponents or from external factors and shall impose appropriate penalties on crews at 
fault. The Race Umpire shall not give any steering indications to crews. 
If necessary, the Race Umpire may stop the race, impose any necessary penalties and order the 
race to be re-started immediately from the start. If for any reason, such as equipment damage, 
the re-start must be delayed, they shall decide on a new starting time in consultation with the 
President of the Jury and shall inform the crews concerned. 
Where a crew suffers interference or other impediment and the Race Umpire considers the 
impediment did not affect the result of the race, or considers the effect of the impediment was 
not significant, they may decline to take any action or may take such action as they see fit in the 
circumstances. 

iii. When all crews have finished the race the Race Umpire shall indicate if the race was in order by 
raising a white flag. If the race was not in order the Race Umpire shall raise a red flag. 
The Judge at the Finish shall not release any results of the race until the Race Umpire makes a 
determination on the infringement indicated by the red flag. 

b. Lane Umpires - The Lane Umpires shall be positioned on the beach in an elevated 
position to give them a clear view of their lane, each in line with their lane. They shall 
ensure the boats are held in line with their lane while waiting for the start signal and shall 
notify the Judge at the Start if they consider the boats are not correctly in line when the 
start signal is given (a faulty start) or if any crew member starts to board the boat before 
the start signal is given (a false start). They shall give such notification by raising a red 
flag, upon which the Judge at the Start shall follow the procedure outlined in Regulation 
18. 

c. Turning Mark Umpire - The Turning Mark Umpire shall be stationed in a boat at the 
farthest point of the course and shall observe the race and shall determine whether all 
crews go around all buoys correctly as required. The Turning Mark Umpire shall indicate 
to the Race 

25.発艇員と線審（コースタル規定 36、規則第 82 条） 
発艇員と線審は、正しいスタート手順が踏まれていることを確認しなければならない。両者は、スタ
ート／フィニッシュラインとレースコースを見渡せる高い位置（ポディウムやスタンドの上）にいて、す
べてのクルーからよく見えるようにしなければならない。 
線審は、ランナーやクルーがフォルススタートをしたかどうかを判断し、その場合はコースタル規定
13 に記載された手順に従う。発艇員がフォルススタートの有無を判断できるようにスタートライン上
に配置されている場合は、発艇員が線審を兼ねることができる。 

26.レース審判（コースタル規定 37、規則第 83 条） 
審判長は、レースディレクターと協議の上、各レースを監督する審判員の人数を決定する。複数の審
判員がいる場合、審判員はそれぞれの責任範囲において同等の地位を占めるものとする。 
a.レース審判 

i.線審は、レース審判を兼ねるものとし、レース中にすべてのクルーがよく見えるように、必要に応じ
て高台の陸上に配置される。レース審判は、レーン審判およびターニングマーク審判よりも優先
される。レース審判は、原則としてレース中にクルーとコミュニケーションをとらず、自らの観察、
レーン審判およびターニングマーク審判の助言に基づいて判断を下すものとする。 

ii. レース審判は、正常なレースの運営とクルーの安全を確保する。特に、他のクルーや外的要因
から有利になったり不利になったりするクルーがいないかを観察し、問題を起こしたクルーには
適切な罰則を与えることができる。 
レース主審は、クルーに対して操舵指示を与えてはならない。 
必要であれば、レース主審はレースを中止し、必要な罰則を課し、スタートから直ちに再スター
トするよう命じることができる。装備の損傷など何らかの理由で再スタートを遅らせなければなら
ない場合は、審判長と協議の上、新たなスタート時刻を決定し、関係するクルーに通知しなけ
ればならない。 
クルーが妨害やその他の障害を受け、レース主審がその障害がレースの結果に影響を与えな
かったと考えた場合、あるいは障害の影響が重大ではなかったと考えた場合、審判員はいかな
る措置も取らず、あるいは状況に応じて適切な措置を取ることができる。 

iii.すべてのクルーがレースを終えたとき、レース審判は白旗を上げてレースが正常に行われたこと
を示す。レースが正常に行われていない場合、レース主審は赤旗を揚げる。 

判定は、レース審判が赤旗で示された違反行為について判断を下すまで、レースの結果を発表し
てはならない。 

b. レーン審判- レーン審判は、それぞれが自分のレーンに並んで、自分のレーンをはっきりと見渡せ
るような高い位置にビーチに配置されなければならない。彼らは、スタート号令を待っている間、艇
が彼らのレーンに並んでいることを確認しなければならず、スタート号令が与えられたときに艇が正
しく並んでいないと思われる場合（フォルススタート）、あるいはスタート号令が与えられる前にクル
ーが艇に乗り込み始めた場合（フォルススタート）には、線審に通知しなければならない。そのよう
な通知は、赤旗を揚げることによって行うものとし、線審はコースタル規定 18 に概説されている手
順に従うものとする。 

c.ターニングマーク審判-ターニングマーク審判は、コースの最も遠い地点にボートで待機し、レースを
観察し、すべてのクルーが必要に応じて正しくすべてのブイを回っているかどうかを判断するものと
する。ターニングマーク審判は、次のことをレース本部に指示する。 
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Umpire by raising a flag after the crew in their lane has rounded the farthest buoy 
from the beach. The flag shall be raised as follows: 
i. A white flag if the crew has rounded all buoys correctly; 
ii. A red flag if the crew has not rounded the buoys correctly. 

The Turning Mark Umpire shall also show a red flag if they considers there has 
been any other infringement of the Rules, including interference. They shall as 
soon as possible after the finish of the race inform the Race Umpire of the detailed 
reasons for showing the red flag. 

審判は、自分のレーンのクルーがビーチから最も遠いブイを回った後、旗をあげる。旗のあ
げ方は以下の通りとする。 
i.すべてのブイを正確に回った場合は白旗。 
ii.ブイを正しく回っていない場合は赤旗。 

ターニングマーク審判は、妨害を含むその他の規則違反があったと判断した場合にも赤旗
を提示する。ターニングマーク審判は、レース終了後できるだけ速やかに、赤旗を提示した
詳細な理由をレース審判に報告しなければならない。 

27. Judges at the Finish (Coastal Regulation 39, Rule 84) 
The Judge at the Finish shall determine the order in which the runners of each 
crew finish the race. They shall ascertain that the race was in order and shall be 
responsible for validating the results. 

27.判定（コースタル規定 39、規則第 84 条） 
判定は、各クルーのランナーがレースをフィニッシュする順番を決定する。また、レースが
順当に行われたことを確認し、結果を確定は判定の責任である。 
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APPENDIX R20 
INDOOR ROWING COMPETITION REGULATIONS –  
EVENT REGULATIONS AND/OR DEPARTURES FROM THE WORLD ROWING 
RULES OF RACING 
Rules applying to International Regattas shall apply to International Indoor Rowing 
Competitions and rules applying to World Rowing Championships shall apply to World Rowing 
Indoor Championships except as provided in these Regulations, which are approved by the 
World Rowing Council as Departures from the Rules. 
For the purposes of these Regulations the word “Competition” shall have the same meaning 
as “Regatta” in the World Rowing Rules of Racing. 

附則 R20 
インドアローイング規定 大会規則および／またはワールドローイング競漕規則からの変更 
国際レガッタに適用される規則は、国際インドアローイング大会に適用され、世界インドア選手
権に適用される規則は、本規則に規定されている場合を除き、ワールドローイング理事会が
規則からの変更として承認したものを除き、世界インドアローイング選手権に適用される。 
本規則の目的上、「競技」という言葉は、ワールドローイング競漕規則における「レガッタ」と同
じ意味を持つものとする。 

1. Rowing, Boats, Regattas (Rule 1) 
An Indoor Rowing Competition is a competition in which all rowers use rowing 
machines as defined in these Regulations and where the competition format is in 
accordance with these Regulations. 

1.ローイング、ボート、大会（規則第 1 条） 
インドアローイング大会とは、すべての漕手が本規定に定義されたローイングマシンを使用
し、本規定に従った競技形式で行われる大会をいう。 

2. Application (Rule 2) 
These Regulations apply to International Competitions for Indoor Rowing and the World 
Rowing Indoor Championships together with and not in exclusion of the Rules of Racing and 
related Bye-Laws. 

2.適用（規則第 2 条） 
本規則は、インドアの国際大会および世界インドアローイング選手権に適用され、競漕規則
および関連する細則を除外するものではない。 

3. Eligibility (Rule 12) 
To compete in a World Rowing Indoor Championships, a rower shall be a citizen of the 
country for which they are competing. 

3.参加資格（規則第 12 条） 
世界インドア選手権に出場するためには、漕手は出場する国の市民でなければならない。 

4. Safety and Health of Rowers (Rule 14) 
a. All rowers at Indoor Rowing events are personally responsible to ensure that they have a 

state of health and fitness which allows them to compete at a level commensurate with 
the competition level of the particular event. 

b. It is strongly recommended that rowers competing in the World Rowing Indoor 
Championships undergo the Pre-competition Health Screening detailed in Bye-Law to 
Rule 14 2) a). 

4.漕手の安全と健康（規則第 14 条） 
a.インドアローイングの種目に参加するすべての漕手は、特定の種目の競技レベルに見合ったレベル

で競うことができる健康とフィットネスの状態を確保することに個人的な責任がある。 
b.世界インドアローイング選手権に出場する漕手は、規則第 14 条細則 2) a)に詳述されている競技

前の健康診断を受けることが強く推奨される。 

5. Age Categories (Rule 17) 
The following age categories for indoor rowing are recognised by World Rowing: 
a. Under 19 
b. Under 23 
c. Seniors 
d. Masters 

The age of an athlete for indoor rowing events shall be the age at the date of the 
competition.  
Where the competition includes several days, the age shall be as at the scheduled 
date of the final for the event concerned. An Under 19 rower shall not have attained 
the age of 19, and an Under 23 rower shall not have attained the age of 23 by the 
relevant date. 

5.年齢別カテゴリー（規則第 17 条） 
ワールドローイングでは、インドアローイングの以下の年齢カテゴリーが認められる。 
a.U19 
b.U23 
c.シニア 
d.マスターズ 

インドア競技の競技者の年齢は、大会の開催日における年齢とする。大会が数日間にわたる
場合は、当該大会の決勝の予定日における年齢とする。19 歳未満の漕手は、該当する日ま
でに 19 歳に達していないこと、23 歳未満の漕手は、該当する日までに 23 歳に達していない
こと。 

6. Lightweights (Rule 22) 
a. A rower may compete in lightweight events at an International Indoor Rowing 

Competition, if the following criteria are met: 
i. A rower competing in a lightweight men’s event may not weigh more than 75.0 kgs. 
ii. A rower competing in a lightweight women’s event may not weigh more than 61.5 kgs. 

6.軽量級（規則第 22 条） 
a.漕手は、以下の基準を満たしていれば、国際インドア競技大会の軽量種目に出場するこ

とができる。 
i.男子軽量級に出場する漕手の体重は 75.0kg を超えてはならない。 
ii.女子軽量級に出場する漕手の体重は、61.5kg を超えてはならない。 
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b. Lightweight rowers shall be weighed wearing only their racing uniform on tested 
scales not less than one hour and not more than two hours before their first 
race of each lightweight event in which they are competing, each day of the 
competition. 

c. There shall be no lightweight events for the Under 19 age category. 

b.軽量級の漕手は、大会の各日、出場する各軽量級種目の最初のレースの 1 時間以上
2 時間以下前に、試験済みの体重計でレースユニフォームのみを着用して体重を測定
する。 

c.19 歳以下のカテゴリーでは、軽量級の競技は行わない。 

7. Masters (Rule 20) 
a. International Masters indoor rowing events shall be held in the following crew 

age sub-categories: 
i. Age 30 – 39 
ii. Age 40 – 49 
iii. Age 50 – 54 
iv. Age 55 – 59 
v. Age 60 – 64 
vi. Age 65 – 69 
vii. Age 70 – 74 
viii. Age 75 – 79 
ix. Age 80 – 84 
x. Age 85 – 89 
xi. Age 90 – 94 
xii. Age 95 – 99 
xiii. Age 100 and over 

b. In a Masters crew event where two or more rowers are in the same crew, all 
rowers in that crew must meet the age requirement for the category in which 
they are competing. There shall be no averaging of ages within a crew. 

c. Rowers must compete in their age sub-category 

7.マスターズ（規則第 20 条） 
a.国際マスターズインドア大会は、以下のクルー年齢サブカテゴリーで開催する。 

i.30 歳～39 歳 
ii.40 歳～49 歳 
iii.50 歳～54 歳 
iv.55 歳～59 歳 
v.60 歳～64 歳 
vi.65 歳～69 歳 
vii.70 歳～74 歳 
viii.75 歳～79 歳 
ix.80 歳～84 歳 
x.85 歳～89 歳 
xi.90 歳～94 歳 
xii.95 歳～99 歳 
xiii.100 歳以上 

b.マスターズクルー競技では、2 人以上の漕手が同じクルーに所属している場合、そのクル
ーの漕手全員が、出場するカテゴリーの年齢要件を満たしていなければならない。クル
ー内での年齢の平均化はしてはならない。 

c.漕手は自分の年齢のサブカテゴリーに出場しなければならない。 
8. Categories of Competition (Rule 24) 

a. The following categories of competition are recognised by World Rowing for 
indoor rowing: 
i. Individual 
ii. Crew – multiple rowers in crews of 2, 4 or 8 rowing simultaneously with the crew 

result being the combined result of all rowers in that crew. In the crew category, two 
formats are available: 
1) Each crew member shall row on an individual machine where each rower’s 

efforts are combined through an electronic link or other method; or 
2) the machines of all members in one crew shall be connected in a manner that 

the coordinated sliding motion and the stroke timing of all crew members is 
critical to their performance as a crew. 

iii. Relay – 4 x 500 m 
b. Relay Races: 

i. Are races in which two or more rowers in the same team take turns to compete on the 
same machine in the same race. 

ii. During a Relay Race, where change of rowers is required at specified time or 
distance points, the changeover of rowers must take place at the specified points. A 
rower must reach the specified changeover point before the next rower starts. 

8.競技のカテゴリー（規則第 24 条） 
a.ワールドローイングがインドアに認めている競技カテゴリーは以下の通り。 

i.個人 
ii.クルー - 2 人、4 人、8 人で構成される複数の漕手が同時に漕ぎ、クルーの結果はそのクルー

に属するすべての漕手の合計となる。クルーカテゴリーには 2 つの形式がある。 
1)各クルーは、電子的なリンクやその他の方法で各漕手の努力が結合された個別のマシンで

漕ぐこと。 
2)1 つのクルーに属するすべてのメンバーのマシンは、すべてのクルーの協調したスライド動作

とストロークのタイミングが、クルーとしてのパフォーマンスに重要な意味を持つように接続さ
れていなければならない。 

iii.リレー - 4 x 500 m 

b.リレーレース。 
i.同じチームの 2 人以上の漕手が交代で同じマシンを使って競うレース。 
ii.駅伝では、指定された時間または距離の地点で漕手の交代が必要な場合、漕手の交

代は指定された地点で行わなければならない。漕手は、次の漕手がスタートする前
に、指定された交代地点に到達しなければならない。 
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iii. Where a rower changes before reaching the specified changeover point or takes more than 2 
rowing strokes after reaching the changeover point then that team shall be awarded a Yellow Card. 
A team being awarded two Yellow Cards which apply to the same race shall be excluded from the 
event. 

iv. It is the responsibility of each team to change at the correct points. 

iii.漕手が指定された交替点に到達する前に交替した場合、または交替点に到達した後に 2 ストロー
ク以上漕いだ場合、そのチームにはイエローカードが与えられる。同一レースで 2 枚のイエローカ
ードを受けたチームは、その競技から除外される。 

iv.各チームの責任において、適切なポイントで交代することになる。 
9. World Rowing Indoor Championships Competition Categories (Rule 25) 

World Rowing Indoor Championships are held in the following categories: 
Men (M): Individual Under 19, Under 23, Open, Masters age sub-categories (Regulation 7), 
PR1, PR2, and PR3. 
Women (W): Individual Junior, Under 23, Open, Masters age sub-categories (Regulation 7), 
PR1, PR2, and PR3. 
Additionally, Individual lightweight categories will be offered in Under 23, Open and 
Masters. 
In principle, at least a 2000 metre race would be offered in each competition category listed 
above.The World Rowing Council may decide to hold World Rowing Indoor Championships 
in additional categories and race formats. 
The event programme would be decided by World Rowing on an annual basis and 
announced in the Event Bulletin. 

9.世界インドアローイング選手権の競技カテゴリー（規則第 25 条） 
世界インドアローイング選手権は、以下のカテゴリーで開催される。 
男性（M）。個人戦 U19、U23、オープン、マスターズの年齢サブカテゴリー（レギュレーション 7）、
PR1、PR2、PR3。 
女性（W）。ジュニア、U23、オープン、マスターズの年齢サブカテゴリー（レギュレーション 7）、PR1、
PR2、PR3 の個人戦。 
また、個人戦の軽量級部門では、U23、オープン、マスターズの 3 つのカテゴリーが実施される。 
原則として、上記の各競技種目で最低でも 2000m のレースを実施する。 
ワールドローイング理事会は、世界インドア選手権を追加のカテゴリーやレース形式で開催することを
決定することができる。 
イベントプログラムはワールドローイングが毎年決定し、大会規則で発表される。 

10. Types of Rowing Machines 
a. International Indoor Rowing Competitions: 

All rowers in an individual race shall use identical make and model of rowing machines, 
the intention being that each rower shall have equal racing conditions with all other 
rowers. o attachments may be added or connections made to any machine without the 
approval of the President of the Jury. Rowers shall not be permitted to use their own 
machine in an International Indoor Rowing Competition but shall use the machine to 
which they are allotted by the organising committee. 

b. World Rowing Indoor Championships – In addition to the requirements in 10) a) above, 
the following additional requirements shall apply to World Rowing Indoor Championship 
regattas: 

i. Only rowing machines approved by World Rowing shall be used in World Rowing Indoor 
Championship regattas. The rowing machines shall at a minimum have interconnection for 
electronic timing and external graphic display. 

ii. Performance Monitor – Each machine shall have a performance monitor display unit so that 
the rower can follow their own performance during the race and can see their position relative 
to the race leader, the rower ahead of them and the rower behind them within the same 
ongoing race. 

iii. Computer interface – Machines used in a World Rowing Indoor Championships shall have the 
capacity to be connected through a computer interface for the output to be displayed on 
external screens and results to be recorded directly to a central computer. A suitable computer 
race program must be available for the rowing machines. 

10.ローイングマシンの種類 
a.国際インドアローイング大会。 

個人レースに参加するすべての漕手は、同一のメーカーおよびモデルのローイングマシンを使用し
なければならない。これは、各漕手が他のすべての漕手と同等のレース条件で競うことを意図して
いる。審判長の承認を得ずにマシンにアタッチメントを追加したり、接続したりしてはならない。漕手
は、国際インドア大会において自分のマシンを使用することは許されず、組織委員会によって割り
当てられたマシンを使用しなければならない。 

b.世界インドア選手権 - 上記 10) a)の要件に加えて、以下の追加要件が世界インドア選手権に適用
される。 
i.ワールドローイングによって承認されたローイングマシンのみが世界インドア選手権の大会で使用

されるものとする。ロウイングマシンは、少なくとも、電子計時と外部グラフィックディスプレイのた
めの相互接続を備えていなければならない。 

ii.パフォーマンスモニター - 各マシンにはパフォーマンスモニターの表示装置があり、漕手はレー
ス中の自分のパフォーマンスを追うことができ、同じ進行中のレースの中で、レースリーダー、先
行する漕手、後続の漕手との相対的な位置を確認することができること。 

iii.コンピュータインターフェース - 世界インドア選手権で使用されるマシンは、コンピュータインター
フェースを介して接続され、出力を外部スクリーンに表示したり、結果を中央コンピュータに直接
記録したりすることができる能力を有していなければならない。コンピュータのレースプログラム
は、ローイングマシンに適したものでなければならない。 

11. Competition Venue 
a. International Indoor Rowing Competition - An International Indoor Rowing Competition 

can be held with a minimum of two rowing machines or can be held over the internet 
through mutual arrangement with other rowers or teams. In this regard, venue 
requirements stated below can vary widely depending on the type and level of 
competition and the resources available to the organising committee. 

b. World Rowing Indoor Championships - The competition venue should have adequate 
space for the competition and facilities for rowers and spectators and should meet the 
requirements 

11.大会会場 
a.国際インドア大会 - 国際インドア大会は、最低 2 台のローイングマシンを使用して開催することがで

き、また、他の漕手やチームとの相互調整によりインターネット上で開催することもできる。この点、
下記の会場要件は、競技の種類とレベル、および組織委員会が利用できるリソースによって大きく
異なる。 

b.世界インドア選手権 - 大会場は、競技のための十分なスペース、漕手と観客のための施設を有
し、要求を満たすものでなければならない。 
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specified by World Rowing Council for the hosting of the Championships as 
detailed in the World Rowing Competition and Venue Specifications for Indoor 
Rowing. The venue should have adequate ventilation. 

インドアローイングの会場仕様に詳述されているように、ワールドローイング理事会が選手
権開催のために指定したもの。会場は十分な換気が必要。 

12. Competition Area – Characteristics 
a. The area in which the rowing machines for competition are located shall be clearly delineated and 

this shall be the Competition Area. 
b. Only the Race Officials and competing rowers are permitted in the Competition Area during racing 

except with the specific approval of the President of the Jury, with the exception of races for para 
rowers, where one coach per para rower is permitted inside the Competition Area next to their rower. 

c. The rowing machines shall be placed on a non-slip surface or some other measures shall be taken 
to minimise the movement of the machines during racing. 

d. The minimum distance between the centres of each adjoining rowing machine placed side by side is 
recommended to be 1.2 m, but in all cases shall be sufficient as to not interfere with the adjoining 
rower or machine. In particular for relay events, sufficient room must be allowed for the movement of 
other team members waiting or changing rowers so as not to cause interference with the adjoining 
team. In the event of dispute the President of the Jury shall decide if the space between machines is 
sufficient for the purpose of this Rule. 

e. Each machine shall be clearly numbered so that rowers and spectators can see the number. In crew 
events where the performance output of all members of the crew is converted and displayed as a 
combined output, all the machines used by one crew shall display the same number to clearly 
identify them as a crew. 

12.競漕領域 - 特徴 
a.競技用のローイングマシンが設置されているエリアは明確に区分され、これを競技エリアとする。 
b.審判長の特別な承認がある場合を除き、レース中はレースオフィシャルと漕手のみが競技エリアに

入ることができる。ただし、パラ漕手のレースでは、パラ漕手 1 名につきコーチ 1 名が競技エリア内
で漕手の隣にいることが許される。 

c.ローイングマシンは、レース中のマシンの動きを最小限に抑えるために、滑り止めのある表面に置く
か、その他の措置を講じなければならない。 

d.並んで配置された各ローイングマシンの中心間の最小距離は 1.2m を推奨するが、いかなる場合
も、隣接する漕手やマシンに干渉しない程度でなければならない。特にリレー競技では、他のチー
ムメンバーが待機したり、漕手を交代したりするための十分なスペースを確保し、隣接するチーム
との干渉を起こさないようにしなければならない。論争があった場合は、審判長が、マシン間のスペ
ースがこの規則の目的のために十分であるかどうかを決定する。 

e.各マシンには、漕手や観客が番号を確認できるように、明確に番号を表示しなければならない。ク
ルー全員のパフォーマンス出力が換算され、総合出力として表示されるクルー競技では、1 つのク
ルーが使用するすべてのマシンに、クルーであることが明確にわかるように同じ番号を表示しなけ
ればならない。 

13. Race Formats 
a. International Indoor Rowing Competitions – The race formats may vary from competition 

to competition. However, the distance, time or other format to be rowed shall be 
included in the Notice of Competition. 

b. World Rowing Indoor Championships – The race format shall be 2,000 metres for men 
and women. Additional race formats may be approved by the World Rowing Council as 
World Rowing Indoor Championship events. With the exception of mixed events, any 
such additional formats shall be the same for men and women. 

13.レース形式 
a.国際インドアローイング大会- レース形式は大会ごとに異なる場合がある。ただし、漕ぐべ

き距離、時間、その他の形式は、大会通知に記載されなければならない。 
b.世界インドア選手権 - レース形式は、男女ともに 2,000m とする。追加のレース形式は、

ワールドローイング理事会が世界インドア選手権の種目として承認することができる。混
成競技を除き、そのような追加のレース形式は男女で同じものとする。 

14. President of the Jury (Rule 37) 
The President of the Jury shall allot duties to each member of the Jury and shall 
supervise their activities. They shall take the chair at meetings of the Jury and 
ensure proper co-ordination with the organising committee. The President of the 
Jury shall chair the Board of the Jury under Rule 37. 

14.審判長（規則第 37 条） 
審判長は、審判の各人に任務を与え、その活動を監督する。審判長は、審判会議で議長
を務め、組織委員会との適切な調整を行う。審判長は、規則第37条に基づく裁定委員会
の議長を務める。 

15. The Jury (Rule 37) 
a. The Jury shall be responsible for ensuring that the competition is run in accordance with 

these Rules of Racing, related Bye-Laws and Event Regulations. 
b. The Jury shall consist of Umpires carrying out the following duties: 

i. President of the Jury; 
ii. Responsible Umpire(s); 
iii. Race Umpire(s); 
iv. Control Commission, one of whom shall be the senior member. 

c. The President of the Jury, the Responsible Umpire(s), and the senior member of the 
Control Commission shall each hold an International Umpire’s licence. 

d. The Jury shall be supported by other Technical Officials. 

15.審判（規則第 37 条） 
a.審判は、本競漕規則、関連する細則、大会規則に則って競技が行われることに責任を

負う。 
b.審判は、以下の職務を遂行する。 

i.審判長 
ii.レスポンシブル審判 
iii.主審(s) 
iv.監視、そのうち 1 名は主席監視員とする。 

c.審判長、レスポンシブル審判、および主席監視員は、それぞれ国際審判資格を保有す
る。 

d.審判は、他の技術役員によってサポートされる。 
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16. The Board of the Jury (Rule 37) 
The Board of the Jury shall consist of the President of the Jury and two other members of 
the Jury designated by the President of the Jury on a daily basis prior to the start of racing. 
The names of the Board of the Jury shall be published in advance of each racing day. This 
Board shall decide on any protests made in accordance with Rule 76. 
In the case of a protest, any member of the Board directly involved in the dispute shall not 
be a member of the Board which decides that protest. In such a case, the President of the 
Jury shall call upon a substitute. 

16.裁定委員会（規則第 37 条） 
裁定委員会は、審判長がレース開始前に毎日指名する他の 2 名の審査委員で構成す
る。裁定委員会の名称は、各レース日の前に公表されるものとする。この委員会は、規則
76 に基づいて行われた提訴を決定する。 
提訴の場合、紛争に直接関与している理事は、その提訴を決定する理事にはなれない。
このような場合、審判長は代理の者を呼ぶものとする。 

17. Commercial Publicity, Sponsorship, Advertising and Identifications (Rule 38) 
a. The provisions of Rule 38 and it’s Bye-Laws shall apply to International Indoor Rowing 

Competitions. These provisions shall apply to rowers (and coaches for para events) 
while they are entering or inside the Competition Area during the hours of the 
competition and near the victory ceremony stage while victory ceremonies are in 
progress. 

b. No rower shall have the right to attach any Identification to equipment which is provided 
by the organising committee. 

17.商業的宣伝、スポンサーシップ、広告および ID（規則第 38 条） 
a.規則第 38 条およびその細則の規定は、国際インドアローイング大会に適用される。これ

らの規定は、競技時間中に競技エリアに入っている間、または競技エリア内にいる間の
漕手（パラ競技の場合はコーチ）と、表彰式が行われている間の表彰式ステージ付近に
適用される。 

b.いかなる漕手も、組織委員会が提供した機器に身分証明書を添付する権利を持たな
い。 

18. Safety (Rule 51) 
a. The Organizing Committee is responsible to put in place all safety measures and 

medical arrangements at the event. These provisions should meet the requirements of 
the organising committee and of the local and national authorities concerned together 
with, for World Rowing Indoor Championships, any additional requirements which may 
be required by World Rowing. 

b. A suitably prepared and qualified medical service shall operate at the venue during the 
official training and competition hours. 

18.安全性（規則第 51 条） 
a.組織委員会は、大会におけるすべての安全対策と医療体制を整える責任がある。これら

の規定は、組織委員会、関係する地方および国の当局の要求に加えて、世界インドア
選手権の場合は、ワールドローイングが要求する追加の要求を満たすべきである。 

b.公式トレーニングおよび競技時間中は、適切に準備された有資格の医療サービスが会
場で運営されなければならない。 

19. Progression System (Rule 57) 
a. Should the number of rowers taking part in an event exceed that of the number of 

machines available for an individual race, the organising committee shall decide which 
format to use to determine the final rankings. Options are: 
i. each event divided into heats with two or more rounds of racing, with the rowers in 

each heat competing in subsequent rounds until the final; or 
ii. each event divided into heats, but with only one round of racing. Each rower shall only 

race once in each event with the performance of all rowers compared on the same 
basis to determine rankings; or 

iii. such other system as may be determined by the organising committee and which 
allows fair racing for all rowers and is a fair comparison of the performance of all 
rowers competing in an event. 
The organising committee shall state clearly in the Notice of Competition the method 
to be adopted. 

b. If a qualification system is used, all rowers shall be informed before the Competition of 
the number of rowers who will proceed to the next round from each heat and how many 
rounds will be rowed to reach the final. 

c. If a seeding system will be used to place rowers into races, the methodology that will be 
used shall be clearly stated in the Notice of Competition. 

19.勝ち上がりシステム（規則第 57 条） 
a.大会に参加する漕手の数が、個々のレースに使用できるマシンの数を超えた場合、組織

委員会は最終順位を決定するためにどのフォーマットを使用するかを決定する。選択肢
は以下の通り。 
i.各種目を予選に分け、2 ラウンド以上のレースを行い、各予選の漕手が次のラウンドで

競い合い、決勝まで進むこと。 
ii.各競技は予選に分かれているが、レースは 1 ラウンドのみとする。各漕手は各競技で 1

回のみレースを行い、全漕手のパフォーマンスを同じ基準で比較して順位を決定す
る。 

iii.組織委員会が決定するその他のシステムで、すべての漕手に公平なレースを可能に
し、イベントに参加するすべての漕手のパフォーマンスを公平に比較することができる
もの。組織委員会は、採用する方法を大会通知に明記しなければならない。 

b. 予選システムが使用される場合、各予選から次のラウンドに進む漕手の数と、決勝に到
達するまでに何ラウンド漕ぐかを、大会前に全漕手に通知する。 

c. 漕手をレースに配置するためにシードシステムが使用される場合は、使用される方法が
競技通知に明記されるものとする。 

20. The Draw and Determining the Allocation of Machines (Rule 59) 
a. For the purpose of allocation of machines, all machines are regarded as being equal and 

for seeded races the organising committee may base the allocation on principles which it 

20.抽選とマシンの割り当ての決定（規則第 59 条） 
a.また、シードレースの場合、組織委員会は以下のような原則に基づいて割り当てを行うこ

とができる。 
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considers best serve the presentation of the competition. Such principles should be 
consistent from event to event during the competition. 

b. The Draw for the heats shall take place, in principle, no later than the day before the 
competition. 

c. Rowers will be assigned to a heat number or race and a machine by one of the following 
methods: 

i. Where rowers are not seeded, a random draw, supervised by the Jury, shall be held to 
determine the heat and the machine number to which each rower will be assigned in 
the first round of each event. 

ii. Where rowers are seeded and the number of rowers exceeds the number of machines 
in a race in which a progression system is not used the highest seeded rowers will be 
placed in the same race. Rowers not assigned a machine in this race will be assigned 
machines in additional races based on their descending order of seeding. 

d. World Rowing Indoor Championships - The Executive Committee may appoint a Seeding 
Panel to determine seeded rowers. 

は、大会のプレゼンテーションに最も役立つと考える。このような原則は、競技中のイベ
ントごとに一貫していなければならない。 

b.予選の抽選は、原則として大会の前日までに行うものとする。 
c.漕手は、以下のいずれかの方法で、予選番号またはレースとマシンを割り当てられる。 

i.漕手がシードされていない場合は、審判の監督による無作為の抽選を行い、各種目の
第 1 ラウンドで各漕手が割り当てられる予選とマシン番号を決定する。 

ii. 漕手がシードされ、勝ち上がりシステムが使用されていないレースにおいて、漕手の数
がマシンの数を上回る場合、最高位のシードされた漕手は同じレースに配置される。
このレースでマシンを割り当てられなかった漕手は、シード順に追加のレースでマシン
を割り当てられる。 

d.世界インドア選手権 - 常任理事会はシードとなる漕手を決定するためにシード審査会を
任命することができる。 

21. Sanctions (Rule 65) 
In any case of a breach of the Rules or these Regulations, a member of the Jury 
may impose appropriate sanctions found in Rule 65. Additionally, a member of the 
Jury may impose a time penalty where it is prescribed by these Regulations. 

21.罰則（規則第 65 条） 
規則または本規則に違反した場合、審判は、規則第 65 条に定める適切な罰則を科すこ
とができる。また、審判は、本規則で定められている場合には、タイムペナルティを課すこと
ができる。 

22. The Start (Rule 66) 
Rowers shall not enter the Competition Area until directed by race officials. 
All rowers shall be seated on their machine two minutes before the designated 
start time. The race may be started without reference to absentees. A rower 
arriving late at their machine may be allowed to start at the Responsible Umpire’s 
discretion. 

22.スタート（規則第 66 条） 
漕手は、レース役員の指示があるまで競技エリアに入ってはならない。 
すべての漕手は、指定されたスタート時刻の 2 分前にはマシンに着席していなければなら
ない。レースは、欠席者に関係なく開始することができる。マシンに遅れて到着した漕手
は、レスポンシブル審判の判断でスタートを許可されることがある。 

23. The Starting Procedure (Rule 67) 
a. When all rowers are on their machines and approximately one minute before 

the start time, the Responsible Umpire shall instruct the responsible official to 
commence the Starting Procedure as follows: 
i. The responsible official shall say: 

“All rowers put down the handle” and shall then wait until the flywheels on all machines 

have stopped. 
ii. Any rower not following the instructions of the officials, or not ready to race by the time 

all machine flywheels have stopped may be excluded from the race unless they have 
good reason which is accepted by the Responsible Umpire. 

iii. After all flywheels have stopped, the responsible official shall say: “All rowers pick up 
the handle”. 

b. When the Responsible Umpire is satisfied that all rowers are ready to race, the 
Start will then proceed as follows: 
i. With Computer Interconnection – when the computer display indicates that all 

flywheels have stopped, the responsible official shall trigger the computer 
starting command sequence. 
The computer programme will display the start graphic and will audibly count 
down to the Start as follows, at the same time displaying the visual symbols 
on the graphic display screens: 

23.スタート手順（規則第 67 条） 
a.すべての漕手がマシンに乗ったとき、スタート時刻の約 1 分前に、レスポンシブル審判はレスポンシ

ブルオフィシャルに次のようにスタート手順を開始するよう指示する。 
i.レスポンシブルオフィシャルはこう言う。 
「オールローワーズプットダウンザハンドル（各クルー、ハンドルを置いて下さい）」そして、すべての

マシンのフライホイールが停止するまで待つこと。 
ii.係員の指示に従わない漕手や、すべてのマシンのフライホイールが停止した時点でレースの準

備ができていない漕手は、レスポンシブルあるアンパイアが認める正当な理由がない限り、レー
スから除外されることがある。 

iii.すべてのフライホイールが停止した後、レスポンシブルオフィシャルは次のように言う。「オールロ
ーワーズピックアップザハンドル（各クルーはハンドルを持ちなさい）」と言う。 

b.レスポンシブルアンパイアが、すべての漕手がレースの準備ができていることを確認したら、スタート
は次のように行われる。 
i.コンピュータ連動の場合 - コンピュータのディスプレイにすべてのフライホイールが停止したことが

表示されたとき、レスポンシブルオフィシャルはコンピュータのスタートコマンドシーケンスを起動
する。 

コンピュータプログラムは、スタートのグラフィックを表示し、音声で以下のようにスタートまでのカウ
ントダウンを行い、同時にグラフィックディスプレイスクリーンに視覚的なシンボルを表示する。 
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1) “Sit Ready, Attention – GO 
(“GO” is accompanied by an audible signal)” Or alternatively: 

2) “Five, Four, Three, Two, One – (Audible signal)”. The audible signal may be an 
electronic signal or a spoken word such as “GO!” or “ROW!” 

The command “GO!” or “Audible signal” is the signal to start the Race. 
ii. Without Computer Interconnection – The Responsible Umpire shall check 

that all rowers are ready and when the Umpire is satisfied that all flywheels 
have stopped, they shall count down in a measured and steady cadence: 
“Five - Four - Three - Two - One - GO!” 
1) The countdown shall be at an even pace. The command “GO!” is the signal to start 

the race. 
2) Any rower not ready to race without good reason by the time all machine flywheels 

have stopped or who in the opinion of the Responsible Umpire deliberately delays 
the race may be excluded from the event. 

3) If the designated start time has passed the Responsible Umpire may start a race 
without reference to absentees or rowers who without good reason refuse to start. 

1)「シット レディー、アテンション– ゴー」 
「ゴー」は音声信号で知らせる。あるいはその代わりに 

2)「５、４、３、２，１- (音声信号) 」と表示される。音声信号は、電子信号でもよいし、「ゴー！」
や 「ロー！」のように口頭でもよい。 

「ゴー！」の号令または音声信号がレース開始の合図。 
ii.コンピュータとの相互接続なし - レスポンシブル審判は、すべての漕手が準備できていることを

確認し、すべてのフライホイールが停止したことを確認したら、測定された安定したケイデンスで
カウントダウンを行わなければならない。「５,４,３,２,１,ゴー!」 
1)カウントダウンはイーブンペースで行う。GO！」の号令がレース開始の合図となる。 
2)すべてのマシンのフライホイールが停止した時点で、正当な理由なくレースの準備ができてい

ない漕手や、レスポンシブル審判が故意にレースを遅らせたと判断した漕手は、大会から除
外されることがある。 

3)指定されたスタート時刻を過ぎた場合、レスポンシブル審判は、欠席者や正当な理由なくス
タートを拒否した漕手に関係なく、レースを開始することができる。 

24. False Start (Rule 83) 
a. A rower starting to row after the start procedure defined in 23 b) has begun and before 

the start signal is given has caused a false start. 
i. With Computer Interconnection –The computer programme will detect when a rower 

has caused a false start. 
ii. Without Computer Interconnection – Where the machines have no computer 

interconnection and times are taken from the machine monitors only, the Responsible 
Umpire will be the judge as to whether a rower has caused a false start. 

b. Where a rower has caused a false start, the Responsible Umpire may stop the race and 
award the rower causing the false start a Yellow Card or, where there is no computer 
connection, may allow the race to continue and award a time penalty to the rower 
causing the false start. 

c. When a Yellow Card is awarded, the Responsible Umpire shall advise the rower 
receiving the Yellow Card by saying “Name of Rower (or Crew)” – “False Start!” – “Yellow 
Card!” The Responsible Umpire shall also advise the rower or crew that if they cause 
another False Start they shall be excluded. A yellow marker shall be placed upright on 
the floor next to the machine of the rower who has been awarded a Yellow Card. 

d. A rower or a crew receiving two Yellow Cards applying to the same race shall be 
excluded from the event by the Starter. 

24.フォルススタート（規則第 83 条） 
a.23 b)で定義されたスタート手順が開始された後、スタート信号が与えられる前に漕ぎ始めた漕手

は、フォルススタートを起こしたことになる。 
i. コンピュータとの連動 - コンピュータプログラムは、漕手がフォルススタートを起こしたことを検出

する。 
ii. コンピュータとの接続がない場合 - マシンにコンピュータとの接続がなく、マシンのモニターのみ

でタイムを計測する場合、レスポンシブル審判が、漕手がフォルススタートをしたかどうかを判断
する。 

b.漕手がフォルススタートをした場合、レスポンシブル審判はレースを中止してフォルススタートをした
漕手にイエローカードを与えるか、コンピュータが接続されていない場合はレースを続行してフォル
ススタートをした漕手にタイムペナルティを与えることができる。 

c.イエローカードが与えられた場合、レスポンシブル審判はイエローカードを受けた漕手に、「漕手（ク
ルー）の名前」- 「フォルススタート!」 - 「イエローカード!」と告げなければならない。- 「イエローカー
ド!」また、レスポンシブル審判は、再度フォルススタートを起こした場合には、その漕手またはクル
ーを除外することを伝えなければならない。イエローカードを与えられた漕手のマシンの横には、黄
色のマーカーを直立させて置かなければならない。 

d.同一レースで 2 枚のイエローカードを受け取った漕手またはクルーは、発艇員によって競技から除
外される。 

25. Responsibility of the Rowers (Rule 70) 
All rowers are expected to perform to their maximum ability in each race. 
Each rower is responsible for their own machine during the race. 

a. Resistance setting – Where the rowing machine has a facility to adjust the resistance, 
the setting may be adjusted by the rower before the start of a race but no adjustment is 
permitted during a race. 

b. Damage or Failure 
i. In case of any damage to a machine or to the installations or connections which 

prevents a rower from completing a race or which causes their elapsed time or 
distance not to be recorded, the following shall apply: 
1) Damage caused by the rower – the rower shall be deemed not to have finished the 

race and shall not take any further part in that event. 

25.漕手の責任（規則第 70 条） 
すべての漕手は、各レースで自分の能力を最大限に発揮することが求められる。各漕手はレース中、
自分のマシンに責任を持つ。 

a.抵抗値の設定 - ローイングマシンに抵抗値を調整する機能がある場合、レース開始前に漕手が設
定を調整することができるが、レース中に調整することはできない。 

b.破損・故障 
i.マシンや設備、接続部の損傷により、漕手がレースを完走できなかったり、経過時間や距離が記

録されなかったりした場合は、以下の通りとする。 
1)漕手が起こした損傷 - 漕手はレースを終了しなかったものとみなし、その競技には今後一切

参加しないものとする。 
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2) Damage or failure not caused by the rower - the rower shall be permitted to 
compete again in a later heat or race, or, if there are no further heats, shall be 
permitted to row alone at a day or time to be specified by the President of the Jury 
and their result shall be the time or distance so recorded; 

ii. Where such damage or failure is part of the central computer and timing system, the 
Responsible Umpire shall decide whether a re-row of the whole Race is required in the 
case that times or distances of all rowers cannot be recorded. 

2)漕手の責によらない損傷または故障 - 漕手は、後の予選またはレースで再び競うことを許
可されるか、または後の予選がない場合は、審判長が指定する日または時間に単独で漕ぐ
ことを許可され、その結果はそのように記録された時間または距離とする。 

ii.そのような損傷または故障が中央コンピュータおよび計時システムの一部である場合、レスポン
シブル審判は、すべての漕手のタイムまたは距離を記録できない場合に、レース全体の再漕を
必要とするかどうかを決定する。 

26. Interference (Rule 71) 
During a race no rower or other person shall interfere with another rower. In the case of 
such interference which affects the outcome of the race the Responsible Umpire shall 
decide on the action and the resultant sanction to be applied under these Rules (Rule 65). 
Under this Rule, pushing or assisting a rower is not permitted and shall be regarded as 
interference. However, in a relay event, members of the same relay team shall be permitted 
to hold the feet of the rower of their team only, and to pick up a dropped handle on behalf of 
the rower without being penalised. 
The Responsible Umpire shall ensure that no external factors influence the result of a race 
and shall take appropriate action if they consider such influence has occurred. 

26.妨害（規則第 71 条） 
レース中、いかなる漕手またはその他の人も、他の漕手の妨害をしてはならない。レースの
結果に影響を与えるような妨害があった場合、レスポンシブル審判がその行為を決定し、
その結果として本規則に基づいて適用される罰則を決定する（規則第 65 条）。 
この規則では、漕手を押したり、補助したりすることは許されず、妨害とみなされるものとす
る。ただし、リレー競技においては、同じリレーチームのメンバーが、自チームの漕手の足を
押さえたり、脱落したハンドルを代わりに拾ったりすることは無罰で認められている。 
責任ある審判は、外的要因がレース結果に影響を与えないようにし、そのような影響があ
ったと考えられる場合には適切な措置を取らなければならない。 

27. Coaching During Racing (Rule 72) 
It is prohibited to give any instructions, advice or directions to rowers that are 
racing with any electric, electronic or other technical device. 

27.レース中のコーチング（規則第 72 条） 
電気、電子、その他の技術的な装置を使ってレースをしている漕手に、指示、アドバイス、
指導をすることは禁止されている。 

28. Conclusion of the Race (Rule 73) 
A rower has finished the race when their machine monitor shows that they have completed the 
distance or the time specified for the race. 
A race is concluded when the Responsible Umpire so indicates by raising a white flag or otherwise 
confirms the result. Rowers shall be ranked in order of the time taken to complete the race or the 
distance rowed respectively, depending on the type of race, whether the race is over a specified 
distance or a specified time. 
If a rower indicates they wish to make an objection or if the Responsible Umpire considers that the 
race was not in order, the Responsible Umpire shall raise a red flag at the end of the race, notify the 
race control system operators and announce that the results will be withheld pending an objection. 
The Responsible Umpire shall inform the rowers, the race control system operators and the President 
of the Jury of their decision. The results shall not be announced until the Responsible Umpire has 
given their decision. 

28.レースの完了（規則第 73 条） 
マシンのモニターに、規定の距離または時間を走ったことが表示されると、レースを終えたことにな
る。 
レースは、レスポンシブル審判が白旗を揚げるなどして結果を確認したときに終了する。漕手は、レー
スの種類に応じて、指定された距離または指定された時間のレースを完走するのに要した時間また
は漕いだ距離の順に、それぞれ順位付けされる。 
漕手が異議を唱える意思表示をした場合、あるいはレスポンシブル審判がレースが秩序立っていな
かったと判断した場合、レスポンシブル審判はレース終了時に赤旗を上げ、レースコントロールシステ
ムのオペレーターに通知し、異議があるまで結果を保留することを発表する。 
レスポンシブル審判は、その決定を漕手、レースコントロールシステムのオペレーター、審判長に通知
する。結果はレスポンシブル審判が決定を下すまで発表してはならない。 

29. Dead-Heats (Rule 74) 
If there is a dead heat in any round other than a final, both rowers shall proceed to 
the next round. 
In a final, if a dead heat occurs between rowers, they shall be given equal placing 
in the final order and the next placing shall be left vacant. 

29.同着（規則第 74 条） 
決勝以外のラウンドで同着が発生した場合、両漕手は次のラウンドに進むものとする。 
決勝において、漕手間で同着が発生した場合は、同順位とし、次の順位を空けるものとす
る。 

30. Objections (Rule 75) 
a. A rower claiming that their race was not in order and the rower’s ranking in the race has 

been affected may make an objection to the Responsible Umpire immediately after the 
finish of the race and before leaving the immediate vicinity of their machine. 

b. Such objection may only concern the conduct of that rower’s race. 
c. The Responsible Umpire may accept or reject the rower’s objection and communicate 

their decision to the rowers in the race, the other race officials and the race control 
system operator. 

30.異議（規則第 75 条） 
a.自分のレースに秩序がなく、レースでの順位に影響があったと主張する漕手は、レース終了後すぐ

に、自分のマシンのすぐ近くを離れる前にレスポンシブル審判に異議を申し立てることができる。 
b.そのような異議は、その漕手のレースの実施に関してのみ可能。 
c.レスポンシブル審判は、漕手の異議を受け入れるか否かを決定し、その決定をレースに参加してい

る漕手、他のレースオフィシャル、レースコントロールシステムオペレーターに伝える。 

  



350 

d. A rower excluded or otherwise sanctioned at the Start may make an objection 
to the Responsible Umpire at the time the penalty is awarded in accordance 
with Rule 69. 

d.発艇時に排除された漕手またはその他の罰則を受けた漕手は、規則第 69 条に従って
ペナルティが与えられた時点でレスポンシブル審判に異議を申し立てることができる。 

31. Protests (Rule 76) 
a. A protest to the Board of the Jury may only be made by: 

i. a rower whose objection has been rejected; 
ii. a rower whose ranking in a race has been affected by the acceptance of an objection; 
iii. a rower ruled DNS (did not start) or DNF (did not finish); 
iv. a rower that has been excluded or disqualified; and 
v. a rower that disputes the published results. 

b. Such a protest must be in writing and lodged with the President of the Jury not later than 
30 minutes after the conclusion of the race and the publication of the official results. 

c. The protest must be accompanied by a deposit of EUR 100 or equivalent, which amount 
shall be refunded if the protest is upheld. 

d. The Board of the Jury shall then decide if the protest was justified. It will make its 
decision before the next round of races in the event concerned and, in any case, no later 
than one hour after the last race of the day. The decision and reasoning shall be given in 
writing. 

e. The Board of the Jury may: 
i. Reject the protest; 
ii. Uphold the protest and provide such relief as may be necessary to restore each 
affected rower’s chances in the race or to correct the published results. The relief 
available to be provided by the Board of the Jury is as follows: 

1) Reprimand a rower; 
2) Exclude a rower from the event; 
3) Disqualify a rower 
4) Relegate a rower to last place in the race where specifically provided for in these 
Rules; 
5) Order a re-row in accordance with Rule 64 between some or all of the rowers in the 
race. 

f. At a World Rowing Indoor Championships, in the case of a protest arising from an 
objection concerning the final of an event, the Executive Committee may postpone the 
victory ceremony of that event. 

i. If the victory ceremony has taken place, and if the subsequent decision of the Board of 
the Jury changes the final result of the event then the official result shall be changed 
accordingly. 

ii. Where medal placings are affected, then the medals shall be re-awarded as necessary in 
accordance with the decision. 

g. Subject only to Rule 77, the decision of the Board of the Jury on such a protest shall be 
final and not subject to further appeal. 

31.抗議（規則第 76 条） 
a.裁定委員会への抗議は、以下の方法でのみ行うことができる。 

i.異議が却下された漕手のこと。 
ii.異議を受理したことにより、レースでの順位に影響を受けた漕手。 
iii.DNS（スタートしなかった）または DNF（フィニッシュしなかった）と判定された漕手のこと。 
iv.除外または失格となった漕手。 
v.発表された結果に異議を唱える漕手がいる。 

b.このような抗議は書面で、レース終了後、公式結果の発表後 30 分以内に審判長に提出しなけれ
ばならない。 

c.抗議には、100 ユーロまたはその相当額の保証金を添えなければならない。この保証金は、抗議
が支持された場合に返金される。 

d.裁定委員会は、その後、抗議が正当であるかどうかを決定する。審査委員会は、当該大会の次の
ラウンドのレース前に決定し、いかなる場合もその日の最終レースの 1 時間後までに決定する。決
定とその理由は書面で示されるものとする。 

e.裁定委員会は、以下のことができる。 
i.抗議を拒否する。 
ii.抗議を支持し、影響を受けた各漕手のレース出場の機会を回復するため、または公表された結

果を修正するために必要な救済措置を講じる。裁定委員会が提供可能な救済措置は以下の
通りである。 
1)漕手を指導する。 
2)漕手をイベントから除外する。 
3)漕手としての失格 
4)本規則に特に規定されている場合、レースで最下位に降格させること。 
5)レースに参加している一部またはすべての漕手の間で、規則第 64 条に基づいて再漕を命じ

る。 
f.世界インドアローイング選手権において、ある競技の決勝戦に関する異議申し立てが発

生した場合、常任理事会はその競技の表彰式を延期することができる。 
i.表彰式が行われ、その後の最低委員会の決定によりイベントの最終結果が変更された場合、公

式結果もそれに応じて変更されるものとする。 
ii.メダルの順位に影響が出た場合は、その決定に基づき、必要に応じてメダルを再授与する。 

g.規則第 77 条に限り、このような抗議に対する裁定委員会の決定は最終的なものであり、
さらなる上訴の対象とはならない。 

32. Appeals (Rule 77) 
a. Appeals against a decision of the Board of the Jury is governed by Rule 77 

Appeals. 
b. An appeal to the Executive Committee against a decision of the Board of the 

Jury may be made only by: 
i. a crew whose ranking in a race has been adversely affected by a decision of the 

Board of the Jury; or 

32.上訴（規則第 77 条） 
a.裁定委員会の決定に対する上訴は、規則第 77 条の上訴に準拠する。 
b.裁定委員会の決定に対する常任理事会への上訴は、以下の者のみが行うことができ

る。 
i.裁定委員会の決定により、レースでの順位に悪影響を受けたクルー、または 
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ii. a crew whose protest against the published results was rejected by the Board of the Jury. 
c. A decision of the Board of the Jury which confirms the decision of a member of the Jury 

shall be final and may not be appealed. 
d. World Rowing Indoor Championships – The Executive Committee may designate its 

representatives who shall comprise the Appeals Committee to act with the full authority 
of the Executive Committee on appeals under these Rules. 

33. Control Commission (Rule 81) 
The Control Commission shall include Jury members and national technical 
officials. The number of such Jury members and officials appointed shall take into 
account the competition programme and the number of rowers. In particular, the 
Control Commission is responsible for the following: 
a. The correct weighing of rowers in lightweight events following the procedures required 

by the Rules of Racing and Bye-Laws; 
b. Rower changes before the race at competitions where such changes are allowed under these Rules; 
c. Substitution of rowers in crew events who are injured or have fallen ill after the first heat 

of their crew event at International Indoor Rowing Competitions (no substitutes are 
allowed for rowers competing in individual events); 

d. Checking the identity of rowers to ensure that the rowers are the same as the official 
entry and any subsequent changes which have been approved in accordance with the 
Rules of Racing and Bye-Laws. 

e. At International Competitions where other arrangements are not in place for this purpose, checking 
the nationality of rowers, the ages of Under 19, Under 23 and Masters rowers; 

f. Checking the uniform clothing of rowers in crew events and for all rowers its conformity 
with the Rules regarding Identifications. 

g. Where anti-doping tests are carried out, ensuring that rowers required to undergo tests are taken to 
the officials responsible for this immediately after leaving the Competition Area. 

ii.公開された結果に対する提訴が裁定委員会で却下されたクルー。 
c.裁定委員会の決定は最終的なものであり、上訴することはできない。 
d.世界インドア選手権 - 常任理事会は、本規則に基づく上訴について常任理事会の全権

限をもって行動するために、上訴委員会を構成する代表者を指名することができる。 
33.監視（規則第 81 条） 

監視には、審判および国内の技術役員が含まれるものとする。任命される当該審判およ
び関係者の数は、競技プログラムおよび漕手の数を考慮するものとする。特に、監視は以
下のことに責任を負う。 
a. 軽量競技における漕手の正確な計量は、競漕規則および細則で定められた手順に従

う。 
b. 本規則で変更が認められている大会において、レース前に行われる漕手の変更。 
c. 国際インドアローイング大会において、クルー種目の最初の予選後に負傷または病気に

なった漕手の代役（個人種目に出場する漕手の代役は認められない）。 
d. 漕手の身元を確認し、公式エントリーと、競漕規則および細則に基づいて承認されたそ

の後の変更とが同一であることを確認する。 
e. 国際大会において、この目的のために他の手配がなされていない場合、漕手の国籍、

19 歳以下、23 歳以下、マスターズの漕手の年齢を確認する。 
f. クルー競技に参加する漕手のユニフォーム、および全漕手のユニフォームが識別に関

する規則に適合していることを確認する。 
g. アンチドーピング検査が実施される場合、検査を受ける必要のある漕手が競技エリアを

離れた後、直ちに検査を担当する役員のもとに連れて行かれるようにする。 
34. The Responsible Umpire (Rule 82, 83, 84) 

The Responsible Umpire shall ensure that the correct starting, race and finish procedures 
are followed. Duties of the Responsible Umpire: 
a. Before taking up their duties, the Responsible Umpire must be satisfied that all 

equipment and installations are present and in working order; 
b. The Responsible Umpire shall ensure that each rower competes on the machine which 

has been allocated to them; 
c. Starting Procedures – The Starting Procedures to be employed by the Responsible 

Umpire (including false starts) are described in Regulations 21 and 22; 
d. Exclusion – The Responsible Umpire shall award a Red Card and exclude a rower or the 

crew or a rower if the rower or the crew has received two Yellow Cards that apply to the 
same race; 

e. Late Arrival – The Responsible Umpire may exclude a rower arriving late (less than 2 
minutes before their start time) at their starting positions or not ready to race at the 
designated start time; 

f. Postponement – Should it be necessary to postpone a race (e.g. equipment breakage) 
the Responsible Umpire shall consult with the President of the Jury, then inform the 
rowers of the new starting time both verbally and in writing; 

g. The Responsible Umpire shall endeavour to ensure that no rower gains any advantage 
or suffers any disadvantage from its opponents or from outside interference. 

34.レスポンシブル審判（規則第 82 条、第 83 条、第 84 条） 
レスポンシブル審判は、正しいスタート、レース、フィニッシュの手順が踏まれていることを確認しなけ
ればならない。レスポンシブル審判の任務 
a. レスポンシブル審判は、任務に就く前に、すべての機器や設備が存在し、正常に作動していること

を確認しなければならない。 
b. レスポンシブル審判は、各漕手が自分に割り当てられたマシンで競技することを保証しなければな

らない。 
c. スタート手順 – レスポンシブル審判が採用するスタート手順（フォルススタートを含む）は、規則第

21 条および第 22 条に記載されている。 
d. 除外 – レスポンシブル審判は、同じレースに適用されるイエローカードを 2 枚受け取った場合、レ

ッドカードを与え、漕手または漕手のクルーを除外しなければならない。 
e. 遅刻 – レスポンシブル審判は、スタート位置に遅れて（スタート時刻の 2 分前を過ぎて）到着した

漕手や、指定されたスタート時刻にレースの準備ができていない漕手を除外することができる。 
f. 延期 - レースを延期する必要がある場合（例：機材の破損）、レスポンシブル審判は審判長に相

談し、新しいスタート時間を口頭と書面で漕手に知らせる。 
g.レスポンシブル審判は、いかなる漕手も対戦相手や外部からの妨害によって有利になったり、不利

になったりしないように努めなければならない。 
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i. Where the Responsible Umpire is satisfied that a rower has been significantly 
impeded, the Umpire shall endeavour to ensure that their chance is restored to them. 
The responsible Umpire shall impose appropriate penalties on rowers at fault. 

ii. If necessary, the Responsible Umpire may stop the race, impose any necessary 
penalties and order the race to be re-rowed from the start, either immediately or later. 
In the latter case, they shall decide on the new starting time in consultation with the 
President of the Jury and shall inform the rowers concerned. 
The Responsible Umpire may also allow the race to continue and exclude rowers after 
the race has finished. They may confine any re-row to such rowers as they shall 
designate. However, when the Responsible Umpire considers that the impediment 
has not affected the result of the race, or considers the effect of the impediment was 
not significant, they may decline to order a re-row of the race or of the rowers involved 
in the incident. 

h. At the end of each race, the Responsible Umpire shall determine the ranking of 
rowers at the end of each race. The Responsible Umpire shall: 
i. ascertain, in conjunction with the Umpire, that the race was in order; 

ii. be responsible for listing the rowers in the correct order of finish; 
iii. validate the results; 
iv. sign the official record of the results. 

i.レスポンシブル審判が、漕手が著しく妨げられたと判断した場合、主審はその漕手にチャンスが
戻ってくるように努力しなければならない。レスポンシブル審判は、過誤のある漕手に適切な罰
則を課す。 

ii.必要であれば、レスポンシブル審判はレースを中止し、必要な罰則を課し、直ちにまたは後に、
スタートからの再漕を命じることができる。後者の場合は、審判長と協議の上、新たなスタート時
刻を決定し、関係する漕手に通知しなければならない。 
レスポンシブル審判は、レースの続行を認め、レース終了後に漕手を排除することもできる。ま
た、レスポンシブル審判は、再漕を自分が指定した漕手に限定することができる。しかし、レス
ポンシブル審判が、障害がレースの結果に影響を与えていないと判断した場合、あるいは障害
の影響が大きくないと判断した場合には、レースや事故に関与した漕手の再漕を命じることを
拒否することができる。 

h.各レースの終了時に、レスポンシブル審判が漕手の順位を決定する。レスポンシブル審
判は、以下を行う。 
i. 主審と協力して、レースが正常に行われていることを確認する。 
ii.漕手を正しいフィニッシュ順に並べる責任がある。 
iii.結果を検証することができる。 
iv.結果の公式記録に署名する。 

35. The Race Umpire (Rule 83) 
The Race Umpire shall support the Responsible Umpire to ensure the proper 
conduct of the race and the safety of the rowers. In particular, they shall: 
a. endeavour to ensure that no rower gains any advantage or suffers any disadvantage 

from its opponents or from outside interference; 
b. alert the Responsible Umpire to any problem or breach of these Rules; 
c. ensure that the time and distance rowed for each rower have been accurately recorded; 
d. monitor the correct changeover of rowers in relay races and that rowers in a relay race 

change at the specified changeover points and within the required time; 
e. check the correct functioning of the machines; and 
f. check that the monitors on each individual machine are correctly set before the start of 

each race. 
The ratio of Race Umpires to machines should be approximately 1:10. 

35.レース主審（規則第 83 条） 
レース主審はレスポンシブル審判をサポートし、レースの適切な実施と漕手の安全を確保する。特
に、以下のことを行う。 
a.いかなる漕手も対戦相手や外部からの妨害によって有利になったり、不利になったりしないように努

力する。 
b.問題や本規則の違反があった場合は、レスポンシブル審判に警告する。 
c.各漕手の漕いだ時間と距離が正確に記録されていることを確認する。 
d.リレーレースにおける漕手の正しい交代を監視し、リレーレースの漕手が指定された交代地点で、

必要な時間内に交代すること。 
e.マシンが正しく機能しているかどうかをチェックする。 
f.各レースのスタート前に、各マシンのモニターが正しく設定されていることを確認する。 
レース主審とマシンの比率は約 1：10 とする。 

36. Anti-Doping (Rule 85) 
Doping is strictly prohibited. The fight against doping is regulated by the World Anti-Doping 
Code, which the World Rowing Congress has formally adopted as World Rowing Rules and 
which the World Rowing Council has the power to clarify and/or supplement, by appropriate 
Bye-Laws. 
Indoor Rowing Competitions and the World Rowing Indoor Championships shall be subject 
to and governed by World Rowing’s Anti-Doping Rules and Bye-Laws. 

36.アンチドーピング（規則第 85 条） 
ドーピングは厳禁である。ドーピングとの戦いは、世界アンチ·ドーピング規程によって規定さ
れている。この規程は、ワールドローイング総会がワールドローイング規則として正式に採用
しており、ワールドローイング理事会は適切な細則によって明確化および／または補足する
権限を持っている。 
インドア選手権および世界インドア選手権は、ワールドローイングのアンチドーピング規則お
よび細則の対象となり、これに準拠するものとする。 

37. Exceptional Cases (Rule 86) 
Should it be necessary to take decisions in exceptional cases, the President of the Jury 
shall appoint and preside over a body to make such decisions. 
At a World Rowing Indoor Championships the Executive Committee or its delegate shall 
make decisions in exceptional cases. 

37.例外的なケース（規則第 86 条） 
例外的に決定を行う必要がある場合、審判長はそのような決定を行う機関を任命し、その
議長となる。 
世界インドア選手権では、例外的な場合、常任理事会またはその代表者が決定を下す。 
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APPENDIX R21 
EVENT BIDDING AND PREPARATION REGULATIONS – EVENT REGULATIONS 
AND/OR DEPARTURES FROM THE WORLD ROWING RULES OF RACING 
Applicable to: 
• World Rowing Championships; 

• World Rowing Under 19 Championships; 

• World Rowing Under 23 Championships; 

• World Rowing Cup Regattas; 

• World Rowing Masters Regattas; 

• World Rowing Coastal Championships; 

• World Rowing Indoor Championships. 

附則 R21 
大会の入札および準備に関する規定 大会規則および／またはワールドローイング競漕規
則からの変更 
以下の大会に適用される。 
•世界選手権 
•世界 U19 選手権 
•世界 U23 選手権 
•ワールドカップ 
•世界マスターズレガッタ 
•世界コースタル選手権 
•世界インドア選手権 

1. Start of the Bid Process 
The relevant events shall, in principle, be attributed to a member federation for organisation a 
specified number of years in advance. A Bid Questionnaire will be available at least one year 
before the attribution date of the event. 

Four years 

• World Rowing Championships 

Three years 

• World Rowing Junior Championships 

• World Rowing Under 23 Championships 

• World Rowing Masters Regattas 

Two years 

• World Rowing Cup Regattas 

• World Rowing Coastal Championships 

1.入札プロセスの開始 
本規定に関る大会は、原則としてそれに先立つ下記の所定年数前に、当該大会を計画準備
しようとする加盟国協会下の管轄となる。入札アンケートはその管轄されることとなる期日の 1
年以上前に準備される。 

4 年前 
•世界選手権 

3 年前 
•世界ジュニア選手権 
•世界 U23 選手権 
•世界マスターズレガッタ  

2 年前 
•ワールドカップ 
•世界コースタル選手権 

2. Bid Questionnaire and Budget 
Each member federation interested in organising one of the events listed above must submit 
an event budget and detailed answers to the Bid Questionnaire within the period prescribed 
by the Executive Committee.The answers to the questionnaire will form part of the Event 
Agreement signed with World Rowing if the bid is successful. 

2.入札アンケートおよび予算 
上記大会の開催を希望する各加盟国協会は、常任理事会が定める期間内に、大会予算を守り、入札
アンケートに詳細な回答をしなければならない。入札成功時にアンケートへの回答はワールドローイング
との間で締結される大会に関する合意の一部となる。 

3. Guarantees and Undertaking 
Each bidding federation must present written guarantees on several topics to the Council in 
writing. The Candidate federation and any governmental authority(ies) presenting the bid 
must submit a written undertaking in which they agree to sign the Event Agreement if they are 
successful. 

3.保証および請合 
入札しようとする協会は、いくつかの項目に関する保証を書面で理事会に提出しなければな
らない。入札参加を表明する候補の協会および政府機関は、入札成功時に大会に関する合
意に署名することに同意する旨の請合を書面で提出しなければならない。 

4. Bidding and Hosting Fees 
The Executive Committee may determine fees for entering the bid process, for submitting a 
bid and for the attribution of the right to host the event. These fees will be determined and 
announced at least three months before the request for expressions of interest are due to be 
received. 

4.入札・主催手数料 
常任理事会は、入札プロセスへの参加、入札の提出、および大会主催権獲得のための手数
料を決めることができる。これらの手数料は、関心表明の依頼を受ける予定日の少なくとも 3
か月前に決定し、発表する。 

5. Bid Inspection Visit 
The Executive Committee may send a group of experts (up to five persons for World Championships and 
three persons for all others) to the candidate venues, at the cost of the respective Candidate federations, 
to evaluate all aspects of the bid, and, in reference to the answers given in the questionnaires, the 
conditions under which the Championships would be held at each venue. 

5.入札検査訪問 
常任理事会は、専門家グループ（世界選手権は 5 名まで、それ以外は 3 名まで）を各候補
連盟の費用負担で候補地に派遣し、招致活動のすべての側面を評価し、アンケートの回答
を参考に、各会場での選手権開催の条件を評価することができる。 
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6. Attribution 
World Rowing Championships, World Rowing Under 19 Championships, World Rowing Under 
23 Championships Bids – The Council shall review all final bids, reject any that do not satisfy 
the minimum requirements and then select the most suitable candidate(s) and propose it 
(them) to the Congress for final approval. As part of this proposal to Congress, the Council 
shall set out its reasons for selecting its recommended candidate(s). 
The Congress shall vote to accept the proposed candidate or, where more than one 
candidate is proposed by the Council, to elect one of those candidates by a majority of valid 
votes cast. In the event that Congress fails to so accept the Council’s proposed candidate or 
one of the candidates proposed by the Council, a second election shall then take place for 
which all candidates for the relevant Championships that have satisfied the minimum 
requirements shall be eligible.World Rowing shall encourage a worldwide attribution of World 
Rowing Championship regattas to suitable candidates. 

• World Rowing Cup Bids – The Executive Committee will evaluate all bids and select the most 

suitable venue(s) and organising committee(s) and propose it (them) to the Council for final 
approval. 

• World Rowing Masters Regatta Bids – The Masters Rowing Commission will evaluate all candidates 

and select the most suitable candidate(s) and propose it (them) to the Council for final selection. 

• World Rowing Coastal Championships Bids – The Coastal Rowing Commission will 

evaluate all candidates and select the most suitable candidate(s) and propose it (them) 
to the Council for final selection. 

• World Rowing Indoor Championships Bids - The Executive Committee will evaluate all 

candidates and select the most suitable candidate(s) and propose it (them) to the 
Council for final selection. 

6.開催地 
世界選手権、世界 U19 選手権、世界 U23 選手権大会の入札 – 理事会は、すべての最終
入札を審査し、最低要件を満たさないものを拒否した後、最も適した候補を選び、最終承認
のために総会に提案する。総会への提案の一部として、理事会は推薦する候補を選んだ理
由を示すものとする。 
総会は、提案された候補を受け入れるか、あるいは理事会が複数の候補を提案した場合に
は、有効投票の過半数によってそれらの候補の 1 つを選出するかを投票する。総会が理事
会の提案した候補または理事会の提案した候補のいずれかを受け入れられなかった場合
は、再度投票を行うものとし、最低要件を満たした関連候補すべてに資格があるものとする。 
ワールドローイングは、適切な候補にワールドワイドに世界選手権のレガッタを帰属させることを
奨励する。 

•ワールドカップの入札 - 常任理事会はすべての入札を評価し、最も適した開催地と組織
委員会を選び、最終承認のために理事会に提案する。 

•世界マスターズレガッタの入札 -マスターズローイング委員会は、すべての候補を評価
し、最も適した候補を選び、最終選考のために理事会に提案する。 

•世界コースタル選手権の入札 -コースタルローイング委員会は、すべての候補を評価し、
最も適した候補を選び、最終選考のために理事会に提案する。 

•世界インドア選手権の入札 - 常任理事会はすべての候補を評価し、最も適した候補を
選び、最終選考のために理事会に提案する。 

7. Event Agreement and Commercial Rights Agreement 
The member federation to which the relevant regatta is attributed shall immediately enter into 
an Event Agreement and Commercial Rights Agreement, where applicable, with World 
Rowing to comply with its undertakings. 

7.大会に関する合意・商業権に関する合意 
該当する大会が帰属する加盟国協会は、その約束を順守するために、直ちにワールドローイングと大
会に関する合意および商業権に関する合意（該当する場合）を締結しなければならない。 

8. Event Dates 
The Council shall decide the dates of the relevant events at least two years in advance. 

8.大会日程 
理事会は、少なくとも 2 年前までに関連大会の日程を決定する。 

9. Rights – Television and Commercial 
The following rights are the exclusive property of World Rowing at all the above listed events 
and shall be exploited in cooperation with each organising committee in accordance with the 
Event Agreement: 

a. Television rights, including all means now known or hereafter devised, whether live or recorded, pay 
or free television including terrestrial, satellite or cable transmission; 

b. Commercial rights, including all commercial and sponsorship rights arising in relation to or in any 
way connected including signage rights, general sponsorship rights, official supplier rights, event 
programme rights, advertising rights on all promotional materials and publications and hospitality 
rights; and 

c. Merchandising rights, the right to use and licence the name and official emblem of FISA, World 
Rowing, the official event logo, and other names, emblems and logos as registered by World 
Rowing. The bid documents shall specify in detail how the proceeds of the sale of these rights shall 
be handled. World Rowing also reserves the exclusive right to sell licensed merchandise and other 
products related to World Rowing and the event logo at all the events listed above, and the 
organising committee shall provide space for this activity at the venue of the Championships without 
charges to World Rowing. 

9.権利 - テレビおよびコマーシャル 
以下の権利は、上記のすべての大会においてワールドローイングの独占的な財産であり、大会に関
する合意に基づいて各組織委員会と協力して利用する。 
a.テレビ放映権は、地上波、衛星、ケーブルを含む、ライブまたは録画、有料または無料のテレビを

問わず、現在知られているまたは今後考案されるあらゆる手段を含む。 
b.商業権（看板権、ジェネラルスポンサー権、オフィシャルサプライヤー権、大会プログラム権、すべ

ての販促物や出版物への広告掲載権、接待権など、関連して発生するすべての商業権およびス
ポンサー権を含む）。 

c.商業権、FISA、ワールドローイングの名称および公式エンブレム、公式大会ロゴ、およびワールドロー
イングが登録しているその他の名称、エンブレム、ロゴを使用、許諾する権利。入札書類には、こ
れらの権利の売却代金の取り扱い方法を詳細に規定する。ワールドローイングはまた、上記のす
べての大会において、ワールドローイングおよび大会ロゴに関連するライセンス商品およびその他の
製品を販売する独占的な権利を有し、組織委員会は、ワールドローイングに費用を負担させること
なく、選手権の会場にこの活動のためのスペースを提供する。 
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10. Preparation Expenses 
The organisers of the events will be responsible for the entire expenses of 
inspection visits after the event is attributed by individuals designated by World 
Rowing to inspect the venue and review preparations with the organising committee 
prior to the events, as follows: 
• World Rowing Championships - up to 20 individual visits 

• World Rowing Under 19 Championships - 6 individual visits 

• World Rowing Under 23 Championships - 6 individual visits 

• World Rowing Masters Regattas - 9 individual visits 

• World Rowing Cup Regattas - 6 individual visits 

• World Rowing Coastal Championships - 6 individual visits 

10.準備費用 
大会の主催者は、ワールドローイングが指定した個人が、大会前に会場を視察し、組織委員
会と準備状況を確認するために、大会が帰属した後の視察費用の全額を以下の通り負担す
ること。 
•世界選手権大会 - 最大 20 回の個別訪問 
•世界 U19 選手権 - 6 回の個別訪問 
•世界 U23 選手権 - 6 回の個人訪問 
•世界マスターズレガッタ - 9 回の個別訪問 
•ワールドカップ- 6 回の個別訪問 
•世界コースタル選手権 - 6 回の個別訪問 

11. Organisational Expenses 
The bid documents shall specify in detail certain organisational expenses for which 
the organising committee shall be responsible. 

11.組織的経費 
入札書類には、組織委員会が責任を負うべき特定の組織費用を詳細に明記しなければ
ならない。 

 
 


