QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 2020

東京2020オリンピック競技大会
参加資格取得システム
英原文～参考和訳 比較版

2020年6月3日WA発表

【注意】本資料は参考和訳であり、原文（英文）と内容の差異がある場合、英文を優先するものとする。
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【今回発表の主要点】
•
参加資格取得の基本概念に変更はない。参加資格は、標準記録（標準記録に変更なし）を満たすか、期間満
了時のワールドランキングにより付与される。
•

2019年に開始した参加標準記録有効期間にて既に標準記録を満たしている競技者は、参加資格が維持され、
延長された記録有効期間にて標準記録を満たせば参加資格を取得することができる。

•

2020年4月6日から2020年11月30日は参加標準記録有効期間を停止している。

【改正箇所】
年齢制限は新日程に合わせて更新：
•
•
•
•

シニア競技者は2001年以前に生まれた者とする。
ジュニア競技者（U20）は2002年あるいは2003年に生まれた者とする。
ユース競技者（U18）は2004年あるいは2005年に生まれた者とする。
16歳未満の競技者は2006年以降に生まれた者とする。

参加標準記録有効期間およびワールドランキング対象期間の更新：
種目
マラソン
50km競歩

参加標準記録有効期間
・2019年1月1日から
2020年4月5日まで
・2020年12月1日から
2021年5月31日まで

10,000m
20km競歩
混成競技

上記以外の種目

Original Version: ENGLISH

ワールドランキング対象期間
・2018年12月1日から
2020年4月5日まで
・2020年12月1日から
2021年5月31日まで

計21ヶ月
・2019年1月1日から
2020年4月5日まで

計22ヶ月
・2019年1月1日から
2020年4月5日まで

・2020年12月1日から
2021年6月29日まで

・2020年12月1日から
2021年6月29日まで

計22ヶ月
・2019年5月1日から
2020年4月5日まで

計22ヶ月
・2019年6月30日から
2020年4月5日まで

・2020年12月1日から
2021年6月29日まで

・2020年12月1日から
2021年6月29日まで

計18ヶ月

計16ヶ月
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マラソン参加資格 即時付与されるケース：
o

ドーハ2019世界陸上競技選手権大会の男子マラソンおよび女子マラソンの上位10名。

o

ゴールドラベルマラソン大会の上位5名ならびにワールドマラソンメジャーズ シリーズ（東京、
ボストン、ロンドン、ベルリン、シカゴ、ニューヨーク）の上位10名。これらは参加標準記録有
効期間である2019年1月1日から2020年4月5日に開催された大会で達成されたことを前提とする。

o

プラチナラベルマラソン大会上位10名ならびにゴールドラベルマラソン大会優勝者。これらは参
加標準記録有効期間である2020年12月1日から2020年5月31日に開催される大会で達成することを
前提とする。

リレーチーム参加資格 即時付与されるケース：
o

シレジア2021世界リレーの上位8チームのうちドーハ2019で参加資格を取得していないNOCは即時
に2020東京オリンピック競技大会の参加資格が付与される。
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WORLD ATHLETICS
Athletics
A.

EVENTS (48) AND ENTRY NUMBERS PER EVENT

Men’s Events (24)

Women’s Events (23)

Mixed Events (1)

Track
100m (56)
200m (56)
400m (48)
800m (48)
1500m (45)
5000m (42)
10,000m (27)
110m Hurdles (40)
400m Hurdles (40)
3000m Steeplechase (45)
4 x 100m Relay (16)
4 x 400m Relay (16)

Track
100m (56)
200m (56)
400m (48)
800m (48)
1500m (45)
5000m (42)
10,000m (27)
100m Hurdles (40)
400m Hurdles (40)
3000m Steeplechase (45)
4 x 100m Relay (16)
4 x 400m Relay (16)

Track
4 x 400m Mixed Relay (16)

Field
High Jump (32)
Pole Vault (32)
Long Jump (32)
Triple Jump (32)
Shot Put (32)
Discus Throw (32)
Hammer Throw (32)
Javelin Throw (32)

Field
High Jump (32)
Pole Vault (32)
Long Jump (32)
Triple Jump (32)
Shot Put (32)
Discus Throw (32)
Hammer Throw (32)
Javelin Throw (32)

Combined
Decathlon (24)

Combined
Heptathlon (24)

Road
20km Race Walk (60)
50km Race Walk (60)
Marathon (80)

Road
20km Race Walk (60)
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ワールドアスレティックス
陸上競技
A. 種目（48）および種目ごとのエントリー数
男子種目（24）

女子種目（23）

混合種目（1）

トラック
100m (56)
200m (56)
400m (48)
800m (48)
1500m (45)
5000m (42)
10,000m (27)
110mハードル（40）
400mハードル（40）
3000m障害物（45）
4×100mリレー（16）
4×400mリレー（16）

トラック
100m (56)
200m (56)
400m (48)
800m (48)
1500m (45)
5000m (42)
10,000m (27)
100mハードル（40）
400mハードル（40）
3000m障害物（45）
4×100mリレー（16）
4×400mリレー（16）

トラック
混合4×400mリレー（16）

フィールド
走高跳（32）
棒高跳（32）
走幅跳（32）
三段跳（32）
砲丸投（32）
円盤投（32）
ハンマー投（32）
やり投（32）

フィールド
走高跳（32）
棒高跳（32）
走幅跳（32）
三段跳（32）
砲丸投（32）
円盤投（32）
ハンマー投（32）
やり投（32）

混成
十種競技（24）

混成
七種競技（24）

ロード
20km競歩（60）
50km競歩（60）
マラソン（80）

ロード
20km競歩（60）
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B.
1.

ATHLETES QUOTA
Total Quota for Athletics:
Qualification
Places

Men/Women
2.

Universality Places
(unqualified athletes)

Total

Total athletes quota of 1900

Event Specific Quota per NOC:
Event Specific Quota

Individual Events
Relay Events

Maximum three (3) athletes
Maximum one (1) relay team per event

Individual Events
NOCs may enter up to three (3) qualified athletes for each event on the athletics programme. In addition, NOCs
that fulfil the maximum quota per event can nominate a maximum of one (1) reserve or P alternate qualified
athlete for the same event.
Relay Events
4x100m, 4x400m NOCs may enter one (1) team for each relay event. A total of five (5) athletes may be entered
for a relay team. Should an NOC have entered a relay team and individual athletes in the
corresponding individual event (100m and 400m), the entered individual athletes must be
included in the total of five (5) athletes entered for the relay events. In addition, NOCs can
nominate a maximum of one (1) P alternate athlete for each team.
4x400m Mixed NOCs may enter one (1) team for this relay event. A total of four (4) athletes, two (2) men and
two (2) women, may be entered for the relay team. In addition, NOCs can nominate a
maximum of two (2) P alternate athletes for each team, one (1) man and one (1) woman.
3. Type of Allocation of Quota Places:
The quota place is allocated to the athlete by name in individual events. However, if an NOC has more than
three (3) qualified athletes in individual events, the NOC can decide which of these athletes will receive the
quota places.
The quota place is allocated to the NOC in Relay events.

C.

ATHLETE ELIGIBILITY

All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force, including but not limited
to, Rule 41 (Nationality of Competitors) and Rule 43 (World Anti-Doping Code and the Olympic Movement
Code on the Prevention of Manipulation of Competitions). Only those athletes who have complied with the
Olympic Charter may participate in the Olympic Games.
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B. 選手出場枠
1.陸上競技出場枠合計
参加資格取得競技者枠

ユニバーサリティ枠
（参加資格未達成競技者）

合計

競技者出場枠合計：1900

男子／女子

2.NOC（国別オリンピック委員会）ごとの種目別出場枠：
種目別出場枠
個人種目
リレー種目

最大競技者数3名
リレー種目1種目につき最大1チーム

個人競技
NOCは陸上競技1種目につき、参加資格保有競技者がいる場合には最大3名までをエントリーできる。さらに、
1種目の最大枠を使ったNOCは、同一種目に対し、補欠またはP交代候補競技者を最大1名までノミネートする
ことができる。
リレー種目
4x100m、4x400m

NOCは、各リレー種目に1チームをエントリーできる。合計5名の競技者が、リレーチームにエン
トリーできる。NOCがリレーチームと、該当する個人種目（100mエントリーの場合、4x100mR、
400mエントリーの場合、4x400mR）に個人競技者をエントリーする場合、エントリーした個人競
技者は、リレー種目にエントリーした5名の競技者の中に含まれていなければならない。加えて、
NOCは、各チームにP交代候補競技者を最大1名ノミネートすることができる。

4×400m混合

NOCは、このリレー種目に1チームをエントリーすることができる。男子2名、女子2名、合計4名
の競技者がリレーチームにエントリーすることができる。また、NOCは、各チームに男子1名、女
子1名、最大合計2名のP交代候補競技者をノミネートすることができる。

3.出場枠の配分方式
個人種目では、競技者個人に出場枠を配分する。しかし、NOCに個人種目の参加資格保有競技者が3名を超え
る場合、NOCはこれら該当競技者のうち、競技者出場枠がどの競技者に付与されるかを決定することができ
る。
リレー種目では出場枠はNOCに対して配分される。

C. 競技者参加資格
すべての競技者は、規則41（競技者の国籍）および規則43（世界アンチ・ドーピング規程および試合の不正操作
防止に関するオリンピック・ムーブメント規程）を含むがこれに限定されない現行のオリンピック憲章の規定に
従わなければならない。オリンピック憲章に従う競技者のみがオリンピック競技大会に参加することができる。
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Age Requirements
Senior Athletes:

Any athlete aged 20 on 31 December in the year of the competition (born in
2001 or earlier) may compete in any event

Junior Athletes:

Any athlete aged 18 or 19 years on 31 December in the year of the competition
(born in 2002 or 2003) may compete in any event except the Marathon and
50km Race Walk.

Youth Athletes:

Any athlete aged 16 or 17 years on 31 December in the year of the competition
(born in 2004 and 2005) may compete in any event except the throwing events,
Heptathlon, Decathlon, 10,000m, Marathon and Race Walk.

Athletes Younger than 16: No athlete younger than 16 years of age on 31 December in the year of the
competition (born in 2006 or later) may compete at the Olympic Games.

D.

QUALIFICATION PATHWAY

QUALIFICATION PLACES
Individual Qualification
Number of
Individual
Quota Places

1900 Athletes*

Qualification Event

Qualification process:
An athlete can qualify in one of two ways:
• Achieve the entry standard within the respective qualification period
• Qualify by virtue of his World Athletics World Ranking Position according to the
respective event Ranking Rules – see further down for exceptional Ranking Period
for these Olympic Games
In both cases, the maximum quota per NOC per event must be respected and the number
of entries per event (in section A.) cannot be exceeded.
Qualification events:
General
• All performances must be achieved during competitions organised or authorised by
World Athletics during the qualification period as outlined in section H. Timeline, its
Area Associations or its National Federations in conformity with World Athletics
Rules (https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules).
• For Marathons and Race Walks, World Athletics publishes on its website a list of
courses and competitions that comply with the below.
Marathons
• Performances for qualifying purposes may only be achieved on a course measured
by a World Athletics /AIMS Grade “A” or “B” International Road Race Course
Measurer with the measurement certificate established no more than 5 years before
the date of the race.
• For entry standards the overall decrease in elevation between the start and the
finish shall not exceed 1:1000, i.e. 1m per km.
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年齢制限
シニア競技者

（2001年またはそれ以前に生まれた）オリンピック競技大会開催年の12月31日時点
で20歳以上の競技者は、どの種目にも参加できる。

ジュニア競技者

（2002年または2003年に生まれた）オリンピック競技大会開催年の12月31日時点で
18歳または19歳の競技者は、マラソンおよび50km競歩を除くすべての種目に参加で
きる。

ユース競技者

（2004年または2005年に生まれた）オリンピック競技大会開催年の12月31日時点で
16歳または17歳の競技者は、投てき種目、七種競技、十種競技、10,000m、マラソン、
および競歩を除くすべての種目に参加できる。

16歳未満の競技者

（2006年以降に生まれた）オリンピック競技大会開催年の12月31日時点で16歳未満
の競技者はオリンピック競技大会に出場することができない。

D. 参加資格付与手順
出場枠
個人参加資格
個人出場枠数

1900名の競技者*

参加資格取得競技会
参加資格取得手順
競技者は以下の2つの方法のうちいずれかで参加資格を取得することができる。
• 該当種目参加標準記録有効期間において参加標準記録を満たす。
• 該当種目別定ランキングルールに基づいたワールドアスレティックスワールドラン
キング順位による。
いずれの場合も、NOCごとの最大出場枠に従い、各種目のエントリー数（セクションA参
照）を超えることはできない。
参加資格取得競技会：
一般
• すべての、参加資格取得の対象となる記録はセクションH「ワールドアスレティッ
クス競技規則に準拠した日程、エリア陸連または国内競技連盟」に定める参加標準
記録有効期間内にワールドアスレティックスが主催または公認した競技会で達成さ
れたものでなければならない（https://www.worldathletics.org/aboutiaaf/documents/book-of-rules）。
• マラソンおよび競歩については、ワールドアスレティックスが下記に合致するコー
スと競技会のリストをウェブサイトで発表する。
マラソン
• 参加資格取得の対象となる記録は、ワールドアスレティックス/AIMSグレードAまた
はBの国際道路コース計測員が計測し且つレース日前5年以内にワールドアスレティ
ックス認証が発行されたコースで達成されなければならない。
• 参加標準記録の対象とする場合は、スタートからフィニッシュまでの減少する標高
は1：1000、すなわち1kmあたり1mを超えてはならない。
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•

For world rankings in case of performances achieved on courses with a drop in
elevation which exceeds 1:1000 a correction will be made in the result score from
which points will be deducted depending of the drop.
• The following will also be considered as having achieved the Entry Standard:
o first 10 finishers in the Men’s Marathon and in the Women’s Marathon in
the IAAF World Athletics Championships Doha 2019
o first 5 finishers at the Gold Label Marathons and the first 10 finishers at the
Marathon Major Series (Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago and New
York) held during the qualification period from 1 January 2019 to 5 April
2020.
o first 10 finishers at the Platinum Label Marathons, and the winners of the
Gold Label Marathons, held during the period from 1 December 2020 to 31
May 2021.
Race Walks
• Performances for qualifying purposes may only be achieved on a course measured
by a World Athletics/AIMS Grade “A” or “B” International Road Race Course
Measurer with the measurement certificate established no more than 5 years before
the date of the race.
• A minimum of 3 International or Area Race Walking Judges must be on duty.
• For International Competitions defined under World Athletics Rule 1.1 (i), or at
National Competitions, Member Federations concerned must submit a specific
application to World Athletics (Application Form available from World Athletics)
before the race is conducted. Applications submitted for the IAAF World Athletics
Championships Doha 2019 do not need to be submitted again.
Special conditions for validity of performances:
• Performances achieved in mixed competitions in track events will not be
accepted. Exceptionally, in accordance with World Athletics Rule 147,
performances achieved in events of 5000m and 10,000m may be accepted in
circumstances where there were insufficient athletes of one or both genders
competing to justify the conduct of separate races and there was no pacing or
assistance given by an athlete(s) of one gender to an athlete(s) of the other gender.
• Performances which are wind-assisted or for which a wind reading is not available
shall not be accepted for Entry Standard purposes (but will be valid for the World
Athletics World Rankings with the appropriate adjustments).
• Hand timing performances in 100m, 200m, 400m, 800m, 110m/100m Hurdles,
400m Hurdles and 4x100m Relay will not be accepted.
• Indoor performances for all field events and for races of 200m and longer, will be
accepted.
• For the running events of 200m and over (including combined events),
performances achieved on oversized tracks shall not be accepted.
• For the Race Walks, track performances (20,000m or 50,000m) and performances
achieved in competitions conducted with the penalty zone rule shall be accepted.
• For the Combined Events at least one of these conditions must be met:
o The wind velocity in any individual event shall not exceed plus 4 metres per
second.
o The average wind velocity (based on the algebraic sum of the wind
velocities, as measured for each individual event, divided by the number of
such events) shall not exceed plus 2 metres per second.
Entry standards:
• They will be established in all individual events.
Qualification period:
• Marathon and 50km Race Walk: from 1 January 2019 to 5 April 2020 and from 1
December 2020 to 31 May 2021
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•
•

ワールドランキングの対象となる記録が、（スタートからフィニッシュの）標高の
減少が1:1000を超えるコースで達成された場合、リザルトスコアの調整が施され、
標高の減少に応じて減点される。
次に該当する競技者は参加標準記録を達成したものと見なされる。
o
ドーハ2019世界陸上競技選手権大会の男子マラソンおよび女子マラソンの上
位10名。
o
ゴールドラベルマラソン大会の上位5名ならびにワールドマラソンメジャーズ
シリーズ（東京、ボストン、ロンドン、ベルリン、シカゴ、ニューヨーク）
の上位10名。これらは参加標準記録有効期間である2019年1月1日から2020年4
月5日に開催された大会で達成されたことを前提とする、
o
プラチナラベルマラソン大会上位10名ならびにゴールドラベルマラソン大会
優勝者。これらは参加標準記録有効期間である2020年12月1日から2020年5月
31日に開催される大会で達成することを前提とする。

競歩
•

参加資格取得の対象となる記録は、ワールドアスレティックス/AIMSグレードAまた
はBの国際道路コース計測員が計測し且つレース日前5年以内にWA認証が発行された
コースで達成されなければならない。
• 3名以上の国際またはエリア資格を有する国際競歩審判員が委嘱されなければならな
い。
• ワールドアスレティックス規則1.1（i）に基づく国際競技会、または国内競技会に
関係する加盟連盟は、レースを開催する前にワールドアスレティックスに所定の申
請書を提出しなければならない（申請書はワールドアスレティックスで入手でき
る）。ドーハ 2019 世界陸上競技選手権大会の参加資格取得対象とするために提出
している場合は、申請書を再度提出する必要はない。
記録の有効性に対する特別条件
• トラック種目の男女混合競技で達成された記録は認められない。例外として、ワー
ルドアスレティックス競技規則第147条によって、5000mと10,000mの種目で達成され
た記録は、男女のいずれか、または男女ともに、男女別に競技を実施するのに十分
な人数がそろわず、男女別々での実施が非効率的であり、他の性別の競技者がペー
スメイクをしたり助力をしたりするような行為が無かった場合に限り認められるこ
とがある。
• 追い風参考、または風力測定が判明しない場合の記録は、参加標準記録の対象とし
ては認められない（しかし、適切な調整を行ったうえで、ワールドアスレティック
スワールドランキングの対象として有効とする）。
• 100m、200m、400m、800m、110m／100mハードル、400mハードル、4×100mリレーの手
動計時による記録は認められない。
• すべてのフィールド種目および200m以上のレースの室内記録は認められる。
• オーバーサイズトラックで達成された（混成競技を含む）200m以上の競走種目の記
録は認められない。
• 競歩において、トラック記録（20,000mまたは50,000m）およびペナルティゾーン規
則が適用された競技会で達成された記録は認められる。
• 混成競技は、これらの条件のうち少なくとも一つを満たしていなければならない。
o
いずれの個別種目も風速は+4m/秒を超えてはならない。
o
平均風速（各個別種目で風力された、風速の代数和を当該種目数で割った数
値に基づく）が+2m/秒を超えてはならない。
参加標準記録：
• すべての個人種目で定められる。
資格記録有効期間：
• マラソンおよび50km競歩：2019年1月1日から2020年4月5日および2020年12月1日から
2021年5月31日
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•
•

10,000m, 20km Race Walk and Combined Events: from 1 January 2019 to 5 April 2020
and from 1 December 2020 to 29 June 2021
All other events: from 1 May 2019 to 5 April 2020 and from 1 December 2020 to 29
June 2021

To be noted that, regardless of their date, the last Area Championships will always count
towards the World Athletics World Rankings (if among the athlete’s best five (5) performance
scores). The Area Championships events count towards the ranking regardless of the date of
the event. However, in case an athlete has already accumulated five (5) performance scores
that are better than the results at the Area Championships then the result will not count
towards the World Athletics World Rankings.
World Ranking Period only applicable for Tokyo 2020 Qualification System
Due the exceptional situation of Tokyo 2020, the window for the validity of the Performances
Scores for World Athletics World Rankings will be as follows:
• Marathon and 50km Race Walk: from 1 December 2018 to 5 April 2020 and from 1
December 2020 to 31 May 2021
• 10,000m, 20km Race Walk and Combined Events: from 1 January 2019 to 5 April
2020 and from 1 December 2020 to 29 June 2021
• All other events: from 30 June 2019 to 5 April 2020 and from 1 December 2020 to
29 June 2021
* Includes the relay athletes and universality places
Relay Qualification
Number of
Team Quota
Places

Qualification Event
Qualification Process:
There shall be a maximum of 16 qualified teams in each relay event.

80 Teams

IAAF World Athletics Championships, September/October 2019
The first eight (8) placed NOCs at the IAAF World Athletics Championships Doha 2019 shall
automatically qualify for the relay events at the 2020 Olympic Games.
World Athletics Relays, 1-2 May 2021
The first eight (8) placed NOCs at the World Athletics Relays Silesia 2021 shall
automatically qualify for the relay evens at the 2020 Olympic Games. In case an NOC
already qualified through the World Athletics Championships Doha 2019, the remaining
places will be allocated according to the World Athletics Top Performance Lists of 29 June
2021.
World Athletics Top Performance Lists (29 June 2021)
The remaining teams will be selected according to World Athletics Top Performance Lists
of 29 June 2021 (link to be added April 2021). For the results to be valid for qualification
purposes, a minimum of two different international teams, representing at least two
countries, must compete in the race.
World Athletics will inform the NOCs of each of these national teams of their eligibility to
compete in the Olympic Games relay competitions.
Qualification period:
• 1 January 2019 to 5 April 2020 and from 1 December 2020 to 29 June 2021
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•
•

10,000m、20km競歩および混成競技：2019年1月1日から2020年4月5日および2020
年12月1日から2021年6月29日
他のすべての種目：2019年5月1日から2020年4月5日および2020年12月1日から
2021年6月29日

開催日に関わらず、競技者、最後のエリア選手権は常に、ワールドアスレティックスワー
ルドランキングに計算される。（ただし、そのパフォーマンススコアが競技者のベスト5に
該当する場合に限る）。エリア選手権種目は、開催日に関わらず、ワールドランキングに
計算される。ただし、競技者がエリア選手権のパフォーマンススコアより優れるパフォー
マンススコアを5件有する場合は、当該リザルトはワールドアスレティックスワールドラン
キングに計算しない。
東京2020参加資格取得システムに限り有効なワールドランキング対象期間
東京2020における特殊事情によりワールドアスレティックスワールドランキングにおける
パフォーマンススコアを有効とする期間は次の通りとする：
• マラソンおよび50km競歩：2018年12月1日から2020年4月5日および2020年12月1日
から2021年5月31日
• 10,000m、 20km競歩および混成競技：2019年1月1日から2020年4月5日および2020
年12月1日から2021年5月31日
• 他のすべての種目：2019年6月30日から2020年4月5日および2020年12月1日から
2021年6月29日
* リレー競技者およびユニバーサリティ出場枠含む

リレー参加資格

参加資格取得
競技会

チーム出場
枠数

参加資格取得手順
リレー1種目につき最大16チームに出場枠が与えられる。
80チーム

IAAF世界選手権大会（2019年9月／10月）
ドーハ2019世界陸上競技選手権大会の上位8NOCは、2020年オリンピック競技大会のリ
レー種目の参加資格が即時に付与される。
世界リレー（2021年5月1日～2日）
シレジア2021世界リレーの上位8NOCは、2020年オリンピック競技大会のリレー種目の参加
資格が即時に付与される。NOCが既にドーハ2019世界陸上競技選手権大会で既に参加資格
を取得していた場合、残りの参加枠は2021年6月29日時点のワールドアスレティックス
トップパフォーマンスリストに基づき付与される。
ワールドアスレティックス トップパフォーマンスリスト（2021年6月29日）
残りのチームは2021年6月29日付の（2021年4月にURLを追記）のワールドアスレティックス
トップパフォーマンスリストに基づき選抜される。記録を参加資格取得の対象とするため
には、2カ国以上の代表チームがレースで競走しなければならない。

ワールドアスレティックスはオリンピック競技大会リレー各種目の出場枠を獲得した
ナショナルチームの各NOCに通知する。
参加標準記録有効期間
2019年1月1日から2020年4月5日および2020年12月1日から2021年6月29日

•
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UNIVERSALITY PLACES (UNQUALIFIED ATHLETES)
a. NOCs with no male or female qualified athlete or relay team will be allowed to enter their best ranked
male athlete or their best ranked female athlete in one athletic event, with the exception of the
Combined Events, 10,000m and 3000m Steeplechase.
b.

This applies equally to unqualified female entries from an NOC with qualified males, and vice versa.

c.

Acceptance of unqualified entries in Field Events and Road Events will be at the discretion of the World
Athletics Technical Delegates, based on the technical standard of the athlete and the numbers of
qualified athletes in the respective event. In order to allow the World Athletics Technical Delegates to
assess the technical level of such athletes, a specific application form indicating the event in which the
entry is requested and the proof of the technical level and international participation of the nominated
athlete must be submitted to World Athletics. World Athletics shall subsequently confirm, in writing to
NOCs, with a copy to the Tokyo 2020 Sport Entries Department, the approval or otherwise of the entry
of the specified athlete(s).

d. The application forms of all unqualified athletes must be submitted by NOCs to World Athletics no later
than 21 June 2021. For Marathon and 50km Race Walk the application form for unqualified athletes
must be submitted by NOCs to World Athletics no later than 23 May 2021.

E.

CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES

Following the end of the qualification period, World Athletics shall confirm the number of athletes having
achieved the entry standard plus the approved unqualified athletes and shall subsequently determine the
athletes qualified by virtue of their World Athletics World Rankings position. The final list of qualified athletes
and relay teams for each event shall be published on the World Athletics website on 1 July 2021. NOCs shall
enter all athletes to Tokyo 2020 by the entries deadline of 5 July 2021.

F.

REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES

REALLOCATION OF UNUSED QUALIFICATION PLACES
NOCs must inform World Athletics of their intention to decline a quota place, whether in individual or relay
events, by the closing date of their respective qualification periods, i.e. 31 May 2021 for the Marathon and
50km Race Walk, and 29 June 2021 for all other events. Notifications must be sent to
events@worldathletics.org by the Member Federation concerned, with a copy to its respective NOC, by no
later than midnight Monaco time on the relevant date. Quota places declined after the above deadlines will
NOT be reallocated.
If an allocated individual quota place is declined by an NOC, the quota place will be reallocated to the next
best ranked athlete in the same event according to the World Athletics World Rankings, respecting the
maximum quota by NOC per event. In case of tie (same world ranking position and ranking score), this will be
resolved in favour of the athlete with the next best performance score.
If an allocated team relay quota place is declined by the NOC, the quota place will be reallocated to the NOC
with a relay team which has recorded the next fastest time in the same event in accordance with World
Athletics` criteria for the qualification of relay teams.
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ユニバーサリティ出場枠（参加資格未取得競技者）
a.

男子・女子ともに参加資格を取得した競技者またはリレーチームがいないNOCは、自国の最上位男子競
技者1名または自国の最上位女子競技者1名を1陸上競技種目にエントリーすることができる。ただし、
混成競技、10,000m、3000m障害物を除く。

b.

上記は、参加資格を取得した男子はいるが女子がいないNOC、およびその反対が該当するNOCにも同様
に適用される。

c.

フィールド種目およびロード種目の参加資格未達成競技者エントリーの承認は、ワールドアスレティ
ックス技術代表が当該競技者のテクニカルスタンダードおよび各種目の参加資格保有競技者の数に基
づいて判断する。ワールドアスレティックス技術代表がこのような競技者のテクニカル（競技）レベ
ルを評価できるようにするために、当該競技者がエントリーを希望する種目、当該競技者のテクニカ
ル（競技）レベルと国際競技会出場経験を証明する専用の申請書をIAAFに提出しなければならない。
その後、IAAFはNOCに対し、当該競技者のエントリーの承認または却下を書面にて通知するとともに、
その写しを東京2020競技エントリー部門に送付する。

d.

すべての参加資格未取得競技者の申請書は、2020年6月22日までにNOCがIAAFに提出しなければならな
い。マラソンおよび50km競歩の参加標準記録未達成競技者の申請書は、2020年5月24日までにNOCが
IAAFに提出しなければならない。

E. 出場枠の確認手順
参加標準記録有効期間終了後、ワールドアスレティックスは、参加標準記録を突破した競技者と承認された
参加標準記録未達成競技者の人数を確認した後、ワールドアスレティックスワールドランキングの順位に基
づいて参加資格を付与する競技者を決定する。参加資格を取得した競技者およびリレーチームの最終リスト
は、2021年7月1日にワールドアスレティックスのウェブサイトで公開する。NOCは、2021年7月5日のエント
リー期限までに東京2020にすべての競技者のエントリーを行うものとする。

F.

未使用出場枠の再配分

未使用出場枠の再配分
NOCは、個人またはリレー種目を問わず出場枠を辞退する意思を該当種目の参加標準記録有効期間の締切日
（すなわちマラソン、50km競歩 2021年5月31日、他すべての種目は2021年6月29日まで）にワールドアスレ
ティックスに通知しなければならない。通知は、events@worldathletics.org宛に加盟連盟より、そのNOCに
同報したうえで、該当日のモナコ時間24時までに送信するものとする。上述締切後に返された出場枠の再配
分は行わない。

配分された個人出場枠をNOCが辞退した場合、その出場枠はワールドアスレティックスワールドランキング
に従い、種目ごとのNOCあたりの最大出場枠の範囲内で、同一種目の次位の競技者に再配分される。同位の
場合（同じワールドランキング順位およびランキングスコア）は次に高いパフォーマンススコアを有する競
技者を優先する。
配分されたリレーチーム出場枠をNOCが出場枠確認期限までに出場と回答しなかった、または辞退した場合、
その出場枠は、ワールドアスレティックスのリレーチーム参加資格基準に従い、同一種目で次の記録のリレ
ーチームを擁するNOCに再配分される。
Original Version: ENGLISH

28 May 2020
Page 15/9

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 2020

REALLOCATION OF UNUSED UNIVERSALITY PLACES
There will be no reallocation of Universality Places.

G.

GENERAL PRINCIPLES REGARDING THE USE OF RESERVE AND P ALTERNATE ATHLETES

RESERVE ATHLETES
Reserve athletes are competing athletes who have an Aa accreditation and who are entered by their NOC in
a specific event where they have qualified.
As reserve, they may be selected to replace another entered athlete in a different event until the time of the
final confirmation for that event provided:
• they were nominated as reserve for that event at the time of the final entry deadline
• they have achieved the entry standard or have qualified by virtue of their World Athletics World Rankings
position
• that the NOC quota for that event is respected
Reserve athletes must comply with the same eligibility rules as competing athletes as described in above
paragraph C. Athlete Eligibility.

AP ALTERNATE ATHLETES
AP alternate athletes are non-competing athletes, and are not included within the athletes’ quota as described
in paragraph B. Athletes Quota.
If an NOC has entered three (3) athletes in one event, they are entitled to nominate one (1) AP alternate athlete
for the same event provided:
• he/she was nominated as alternate for that event at the time of the final entry deadline
• he/she has achieved the entry standard or has qualified by virtue of the World Athletics World Rankings
position
P alternate athletes must comply with the same eligibility rules as competing athletes as described in above
paragraph C. Athlete Eligibility.
More detailed information about entitlements and quotas can be found in the ‘Accreditation at the Olympic
Games – Users Guide’. P alternate athletes can only become competing athletes as per the conditions outlined
in the ‘IOC/Tokyo 2020Late Athlete Replacement policy’.
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未使用ユニバーサリティ枠の再配分
ユニバーサリティ枠の再配分は行われない。

G. 補欠選手およびP交代候補選手の使用に関する一般原則
補欠選手
補欠競技者とは、Aaアクレディテーションを受けており、参加資格を取得している特定の種目に自国のNOC
によってエントリーされた競技者である。
以下の条件のもと、補欠競技者として、当該種目のファイナルコンファメーション時までに、異なる種目に
エントリーされた別の競技者の交代競技者として選出することができる。
• 最終エントリー期限に当該種目で補欠競技者としてノミネートされている。
• 参加標準記録を満たした、またはワールドアスレティックスワールドランキングの順位に基づいて参加資格
を付与されている。
• NOCの当該種目の出場枠数以内である。
補欠競技者は、上記のC：競技者参加資格に規定された競技者の参加資格規定を満たさなければならない。
AP交代候補選手
AP交代候補競技者とは競技に参加しない競技者であり、B：競技者出場枠の項に規定する競技者出場枠に含
まれない。
以下の条件のもと、NOCが1つの種目に競技者をすでに3名エントリーしていれば、同一種目に対し、AP交代
候補競技者を1名ノミネートすることができる。
• 最終エントリー期限に当該種目の交代候補競技者として指名されている。
• 参加標準記録を満たしている、またはワールドアスレティックスワールドランキングの順位に基づいて参加
資格を付与されている。
P交代候補競技者は、上記のC：競技者参加資格に規定された競技者の参加資格規定を満たさなければならな
い。
資格付与と出場枠に関する詳細は、「オリンピック競技大会における認定－利用者ガイド」を参照のこと。P交代
候補競技者は、「IOC／2020東京 競技者の遅延交代方針（IOC/Tokyo 2020Late Athlete Replacement policy ）」
に定める条件に従ってのみ、参加する競技者となることができる。
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H.

QUALIFICATION TIMELINE
Date

Milestone

1 December 2018

Start of the World Athletics World Rankings period for Marathon and 50km Race
Walk

1 January 2019

Start of the:
•
•

Entry Standards qualification period for 10,000m, Marathon, Race
Walk, Combined Events and Relays
World Athletics World Rankings period for 10,000m, 20km Race Walk
and Combined Events

March 2019

World Athletics to confirm the entry standards for all events. The standards will
be distributed to all NOCs and NFs.

1 May 2019

Start of the Entry Standards qualification period for all other events.

30 June 2019

Start of the World Athletics World Rankings period for all other events.

6 April 2020
November 2020

–

30

Suspension of qualification and ranking period for all events.

23 May 2021

Deadline for NOCs with no qualified athletes to apply for unqualified entries (only
for Marathon and 50km Race Walk)

31 May 2021

Deadline to decline a quota place and end of qualification and ranking period for
Marathon and 50km Race Walk

2 June 2021

World Athletics to (only for Marathon and 50km Race Walk)
- confirm the list of approved Unqualified athletes
- confirm the list of athletes qualified by Entry Standard
- publish the World Athletics World Rankings and qualified athletes

21 June 2021

Deadline for NOCs with no qualified athletes to apply for unqualified entries.

29 June 2021

Deadline to decline a quota place and end of qualification and ranking period for
all other events.

1 July 2021

World Athletics to:
- confirm the list of approved Unqualified athletes
- confirm the list of athletes qualified by Entry Standard
- publish the World Athletics World Rankings and qualified athletes
- publish the list of qualified Relay Teams

2-5 July 2021

NOCs to submit entries to Tokyo 2020

5 July 2021

Tokyo 2020 Sport Entries deadline

23 July - 8 August 2021

Olympic Games Tokyo 2020

Original Version: ENGLISH

28 May 2020
Page 18/9

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 2020

H. 参加資格付与日程
日付

摘要

2018年12月1日

マラソンおよび50km競歩のワールドアスレティックスワールドランキング対象期間の
開始

2019年1月1日

以下の開始。
⚫

10,000m、マラソン、競歩、混成競技、リレーの資格記録有効期間

⚫

10,000m、20km競歩および混成競技のワールドアスレティックスワールドランキ
ング対象期間

2019年3月

ワールドアスレティックスが全種目の参加標準記録を確定する。参加標準記録をすべ
てのNOCとNFに配布する。

2019年5月1日

その他全種目の資格記録有効期間開始

2019年6月30日

その他全種目のワールドアスレティックスワールドランキング対象期間開始

2020年4月6日 – 2020年11月
30日

全種目の参加標準記録およびランキングの有効期間停止

2021年5月23日

参加標準記録突破競技者がいないNOCによる参加標準記録未達成競技者のエントリー
申請期限（マラソンおよび50km競歩が対象）

2021年5月31日

マラソンと50km競歩における、出場枠辞退期限および参加標準記録有効期間の終了

2021年6月2日

（マラソンと50km競歩を対象に）ワールドアスレティックスは以下を実施する。

- 承認された参加標準記録未達成競技者のリストの確定
- 参加標準記録によって参加資格を付与された競技者リストの確定
- ワールドアスレティックスワールドランキングと参加資格を取得した競技者の公表
2021年6月21日

参加標準記録を満たす競技者がいないNOCによる参加標準記録未達成競技者のエント
リー申請期限

2021年6月29日

その他全種目における出場枠辞退期限および参加標準記録有効期間の終了

2021年7月1日

ワールドアスレティックスは以下を実施する。

- 承認された参加標準記録未達成競技者のリストの確定
- 参加標準記録によって参加資格を付与された競技者リストの確定
- ワールドアスレティックスワールドランキングと参加資格を取得した競技者の公表
- 参加資格を取得したリレーチームリストの公開
2021年7月2～5日

各NOCは東京2020にエントリーを提出

2021年7月5日

東京2020大会競技エントリー期限

2021年7月23日～8月8日

東京2020オリンピック競技大会
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I.

ENTRY STANDARDS

The entry standards below were approved by World Athletics Council in March 2019 in Doha.
Men
10.05
20.24
44.90
1:45.20
3:35.00
13:13.50
27:28.00
13.32
48.90
8:22.00
2.33
5.80
8.22
17.14
21.10
66.00
77.50
85.00
8350
1:21:00
3:50:00
2:11:30

Original Version: ENGLISH

Event
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10,000m
110m Hurdles / 100m Hurdles
400m Hurdles
3000m Steeplechase
High Jump
Pole Vault
Long Jump
Triple Jump
Shot Put
Discus Throw
Hammer Throw
Javelin Throw
Decathlon / Heptathlon
20km Race Walk
50km Race Walk
Marathon

Women
11.15
22.80
51.35
1:59.50
4:04.20
15:10.00
31:25.00
12.84
55.40
9:30.00
1.96
4.70
6.82
14.32
18.50
63.50
72.50
64.00
6420
1:31:00
2:29:30

28 May 2020
Page 20/9

QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 2020

I.

参加標準記録
2019年3月にドーハで、以下の参加標準記録がワールドアスレティックスカウンシルによって承認された。

男子
10.05
20.24
44.90
1:45.20
3:35.00
13:13.50
27:28.00
13.32
48.90
8:22.00
2.33
5.80
8.22
17.14
21.10
66.00
77.50
85.00
8350
1:21:00
3:50:00
2:11:30

Original Version: ENGLISH

種目
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10,000m
110mハードル／100mハードル
400mハードル
3000m障害物
走高跳
棒高跳
走幅跳
三段跳
砲丸投
円盤投
ハンマー投
やり投
十種競技／七種競技
20km競歩
50km競歩
マラソン

女子
11.15
22.80
51.35
1:59.50
4:04.20
15:10.00
31:25.00
12.84
55.40
9:30.00
1.96
4.70
6.82
14.32
18.50
63.50
72.50
64.00
6420
1:31:00
2:29:30
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