陸上競技ルールブック2018年度版 正誤表
2018.5.31現在
頁

行

条項

誤

正（修正・追加）

修正 148 26 第124条

IAAF解釈 ・・・（EPM）はインフフィールドで行われる・・・

・・・（EPM）はインフィールドで行われる・・・

削除 156 10 第126条4

IAAF解釈 フィールド種目ごとに、・・・使用することを推奨する。

【同じ文章が二度出現しており、二つ目を削除】

修正 160 24 第130条7

IAAF解釈 ・・・自身の観察内容をスターターに・・・

・・・自身の監察内容をスターターに・・・

修正 173 11 第142条3

IAAF解釈 ・・・許可してはならない解釈される。

・・・許可してはならないと解釈される。

修正 179

3 第144条2

修正 179 31 第144条3

競技中、競技場内で、助力を・・・

競技中、競技区域内で、助力を・・・

（e）・・・長さの跳種目で失敗を・・・

（e）・・・長さの跳躍種目で失敗を・・・

修正 184 16 第146条4

IAAF解釈 ･･･抗議中に立場で･･･

･･･抗議中の立場で･･･

修正 185 20 第146条5

IAAF解釈 審判長が、自身の肉眼による観察、・・・

審判長が、自身の肉眼による監察、・・・

修正 186

IAAF解釈 ・・・スタート姿勢で+E2:F4静止するのを確かなものにするため・・・
･･･痕跡をマークすることを･･･

3 第146条5

修正 186 12 第146条6

IAAF解釈 ･･･競技に続ける･･･

･･･競技を続ける･･･

修正 187 27 第146条11〔国内〕2

・・・競技会における抗議の文章は、・・・

・・・競技会における上訴の文章は、・・・

修正 191 12 第149条3

・・・により、審判長が再レースと判断した競技・・・

・・・により、審判長が再試技（再レース）と判断した競技・・・

修正 191 21 第149条3

IAAF解釈 （a）・・・毎秒4ｍを超えてはならない。

（a）・・・毎秒、+ 4ｍを超えてはならない。

修正 192 16 第150条

IAAF解釈 ・・・複数のスクリーンでレースを観察し、

・・・複数のスクリーンでレースを監察し、

修正 200

3 第162条3

IAAF解説 ・・・スタート姿勢で静止するのを確かなもにするため

・・・スタート姿勢で静止するのを確かなものにするため・・・

修正 201

1 第162条5

（c）「On your marks（位置について）」または「Set（用意）」」の （c）「On your marks（位置について）」または「Set（用意）」の
100秒未満の・・・）

修正 202 15 第162条6

・・・（即ち、反応時間が0.

・・・（即ち、反応時間が0.100秒未満の・・・）

修正 203

3 第162条6〔注意〕ⅰ

・・・ようとして いない動作は・・・

・・・ようとしていない動作は・・・

修正 203

4 第162条6〔注意〕ⅰ

・・・。そのような事 例は、・・・

・・・。そのような事例は、・・・

修正 203 27 第162条

IAAF解釈 ・・・規則163条5に基づいて・・・

・・・規則第162条5に基づいて・・・

修正 204

IAAF解釈 ・・・競技者がも動き始めたとき、

・・・競技者がもし動き始めたとき、

修正 204 11 第162条7

IAAF解釈 ・・・まずはスタートが「不安定」であった考える・・・

・・・まずはスタートが「不安定」であったと考える・・・

修正 204 14 第162条7

IAAF解釈 ・・・不正スタートたは懲戒手続き・・・

・・・不正スタートまたは懲戒手続き・・・

1 第162条7

修正 211 29 第163条11

風向風速計は自動、そして／あるいは遠隔操作・・・

風向風速計は自動、あるいは遠隔操作・・・

修正 212 30 第163条15

（b）10,000ｍを超えるトラック種目においては、・・・

（b）10,000ｍを超えるトラック競技においては、・・・
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頁

行

条項

誤

正（修正・追加）

修正 218 25 第165条21 IAAF解釈

・・・写真を見る機会を抗議または控訴することを・・・

・・・写真を見る機会を抗議または上訴することを・・・

修正 219 32 第165条24

（e）・・・次のより長い秒に変換する（切上げる）。

（e）・・・次のより長い１秒に変換する（切上げる）。

追加 225 31 第166条3

（b）ⅰ 100ｍ～800ｍ・・・

（b）ⅰ〔国内〕 100ｍ～800ｍ・・・

追加 245 12 第170条13 図

－

テイク・オーバー・ゾーンの20ｍは4×400ｍリレーに適用

追加 251 15 第180条6〔注意〕ⅱ

第146条5の下で・・・順とする。

〔国際〕第146条5の下で・・・順とする。【破線アンダーライン】

修正 255 31 第180条17 IAAF解釈

・・・競技者が試技をはじめるあたり歩いて・・・

・・・競技者が試技をはじめるにあたり、歩いて・・・

修正 259

2 第181条4

（b）・・・。競技者の優勝が決まった後、バーを・・・
相談の上、競技者が決定する。

（b）・・・。優勝が決まり最後の一人になったら、バーを・・・
相談の上、その競技者が決定する。

修正 260

1 第181条7

・・・。その時、最大走高跳で70㎜、棒高跳で0.11ｍ・・・

・・・。その時、最大、走高跳で70㎜、棒高跳で110㎜・・・

修正 262 13 第181条9

IAAF解釈 ・・・１位をはじめより上位の順位

・・・１位をはじめ、より上位の順位

修正 266

4 第182条10 IAAF解釈

（5）試技のこのり時間を競技者に示す・・・

（5）試技の残り時間を競技者に示す・・・

修正 272

7 第183条11

・・・。ポールの握り・・・テープそして／あるいは適切な・・・

・・・。ポールの握り・・・テープあるいは適切な・・・

修正 274

6 第183条12 IAAF解釈

（5）試技のこのり時間を競技者に示す・・・

（5）試技の残り時間を競技者に示す・・・

修正 279 18 第185条5

IAAF解釈 （3）着陸地点において・・・

（3）着地場所において・・・

修正 279 32 第185条5

IAAF解釈 （8）粘土板の交換を担当する裁判官または助手。

（8）粘土板の交換を担当する審判員または補助員。

修正 280

IAAF解釈 （9）試技のこのり時間を競技者に示す・・・

（9）試技の残り時間を競技者に示す・・・

修正 280 23 第186条2

IAAF解説 （a）白線または踏切線と着地領域の外側・・・

（a）白線または踏切線と着地場所の外側・・・

修正 280 24 第186条2

IAAF解説 （b）競技者がステップの段階でピットに着地・・・

（b）競技者がステップの段階で着地場所に着地・・・

修正 280 27 第186条2

IAAF解説 ・・・跳躍後の着地が着地エリア内に・・・

・・・跳躍後の着地が着地場所内に・・・

修正 282 23 第187条2

IAAF解釈 ・・・IAAF認証製品リストに載っていることを確認します。

・・・IAAF認証製品リストに載っていることを確認する。

1 第185条5

追加 286 10 第187条6

－

〔国内〕サークルの縁枠の上端より20㎜（±3㎜）低くする。

修正 290

・・・一度彼が試行を開始する前に静止姿勢を・・・

・・・競技者が試技を開始する前に、一旦、静止姿勢を・・・

修正 292 13 第187条17

・・・見なされる。投てき物が落下したときに、・・・

・・・見なされる。やりが落下したときに、・・・

修正 292 17 第187条17 IAAF解釈

･･･無効試技を提供するためのではない。

･･･無効試技の条件を課すためのものではない。

修正 292 20 第187条17 IAAF解釈

・・・。白旗が上がる前に、」 やりが白線手前の助走路に触れた ・・・。他に無効試技となる理由がなく、白旗が上がる前にやりが
着地していることが唯一の要件となる。
ことだけでは、無効試技とする理由にはならない。

8 第187条13 IAAF解釈
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頁
修正 294

行

条項

1 第188条3

誤

正（修正・追加）

弧の弦の長さは1.21m（±10㎜）、・・・

弧の弦の長さは1.21m（±0.01m）、・・・

修正 294 26 第188条5

IAAF解釈 ･･･痕跡にピンを刺しのピン／プリズムを刺し･･･

･･･痕跡にピンまたはプリズムを刺し･･･

修正 295

IAAF解釈 （8）試技のこのり時間を競技者に示す・・・

（8）試技の残り時間を競技者に示す・・・

1 第188条5

追加 295 12 第188条4 図

－

【凹型足留材の横幅寸法】

追加 295 12 第188条4 図

－

【サークルとフィールドの高低差】 〔国内〕20㎜（±3㎜）

修正 297

4 第189条2

←1.21m±0.01m→

IAAF解釈 ･･･痕跡にピンを刺しのピン／プリズムを刺し･･･

･･･痕跡にピンまたはプリズムを刺し･･･

修正 297 13 第189条2

IAAF解釈 （8）試技のこのり時間を競技者に示す・・・

（8）試技の残り時間を競技者に示す・・・

修正 302 23 第191条8

IAAF解釈 （8）試技のこのり時間を競技者に示す・・・

（8）試技の残り時間を競技者に示す・・・

修正 310 14 第193条11 IAAF解釈

（8）試技のこのり時間を競技者に示す・・・

（8）試技の残り時間を競技者に示す・・・

修正 334 26 第240条3

・・・区分されている個所の最短距離・・・

・・・区分されている場所の最短距離・・・

修正 335

・・・IAAF公認コース計測員が事前に確認されて・・・

・・・IAAF公認コース計測員によって事前に確認されて・・・

削除 350 13 第260条12

（b）・・・場合のみ公認される4.4この1周・・・

（b）・・・場合のみ公認される。この1周・・・

修正 352 28 第260条18

個々の種目の記録が第280条8で定められた・・・

個々の種目の記録が第200条8で定められた・・・

修正 352 31 第260条18

・・・は、2ｍを超えてはならない。

・・・は、＋2ｍを超えてはならない。

3 第240条3 〔国際〕

3

第 188 条 砲丸投 （足留材）
【修正前】

【修正後】
112 ㎜

300 ㎜

112 ㎜

300 ㎜

1m210±0.01m

R: 1m0675

112 ㎜～300 ㎜

ｻｰｸﾙ

100 ㎜±8 ㎜

20 ㎜(±3 ㎜)

足留材

112 ㎜～300 ㎜

ｻｰｸﾙ

100 ㎜±8 ㎜

ﾌｨｰﾙﾄﾞ

足留材

20 ㎜(±6 ㎜)

〔国内〕20 ㎜(±3 ㎜)

ﾌｨｰﾙﾄﾞ

