南京２０２１世界室内陸上競技選手権大会
参加資格取得システムおよびエントリースタンダード参考和訳
【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。

エントリー規則
● 個人種目（混成種目除く ー後述参照）
○ 各加盟国陸連は参加資格を取得した競技者を、下記各条件に基づき最大２名（ワイ
ルドカードの場合は３名）を各種目に出場させることができる。
○ ３人目の競技者（ワイルドカードの場合は４人目）は補欠としてエントリーするこ
とができる。
● リレー種目
○ 参加標準記録の設定はなく、各加盟国陸連は各種目に１チームずつそれぞれ最大８
名の競技者をエントリーすることができる。
● 参加資格未取得競技者（アンクオリファイド アスリート）
○ いかなる種目においても
男子および／または女子の参加資格取得競技者（参加標準
記録を満たして取得している場合）を有さない加盟国陸連は、男子競技者1名
あるい
は
女子競技者1名を競走種目（800mを除く）にエントリーすることができる。
○ 特別な案件かつ技術代表の同意を得られる場合は、参加資格未取得競技者を800m、
走幅跳、三段跳、砲丸投にてエントリーが認められる場合がある。
○ これらに該当する種目のエントリー承認申請は2021年3月1日まで
にワールドアスレ
ティクス（events@worldathletics.org
）に提出しなければならない。
○ ホスト国が、当該種目にて参加資格取得者を有さない場合は、参加標準記録に関わ
らず（混成種目除く）競技者1名を当該種目にエントリーすることができる。
フィールド種目および800mのエントリー可否はテクニカルデレゲートの裁量と
し、申請を2021年3月1日までにワールドアスレティクス（
events@worldathletics.org
）に提出しなければならない。
● 年齢制限
○ U20競技者：2021年12月31日の時点で18歳あるいは19歳（2003年生あるいは2002
年生）である競技者はいかなる種目に出場することができる。
○ U18競技者：2021年12月31日の時点で16歳あるいは17歳（2005年生あるいは2004
年生）の競技者は砲丸投を除くいかなる種目に出場することができる。
○ 2021年12月31日の時点で16歳未満（2006年以降生まれ）の競技者はいかなる種目
にも出場できない。
参加資格取得システム
●

●

個人競技者（混成種目除く）は次の３通りにより参加資格を取得できる。
○ 参加標準記録を同有効期間にて、下記条件に基づき達成する。
○ ワールドインドアツアーワイルドカード
■ 2019年および2020年ワールドインドアツアー各個人種目の総合優勝者はワ
イルドカードにより世界室内陸上競技選手権大会の参加資格が即時に付与
される。
■ ワールドインドアツアー優勝者のエントリー有無は各加盟国陸連の最終権
限とし、それが定める選考方式または予選方式に基づく。
■ この結果として加盟国陸連が参加資格を取得した競技者が3名いる場合は3
名全員が出場を認められる。
○ 出場種目における2021年3月9日発表のワールドランキングの順位による。ただし
必要な種目ではターゲットナンバー以内かつ参加資格未取得競技者に出場枠を付与
した後とする。
混成種目における資格取得
○ 七種競技および五種競技
では次の通り、それぞれ１２名の競技者が招待される:
■ 2019 Combined Events Challenge 優勝者。
■ 各国1名を上限とした2019年アウトドアリスト（2019年12月31日時点）上
位5名。
■ 2021インドアリスト（2021年3月1日時点）上位6名。
○ 各加盟国陸連から男子2名、女子2名を超える競技者は招待されないものとする。出
場辞退あるいはキャンセルが発生した場合は、上述各号に基づき同リストの次位競
技者が招待される。

●

ワールドランキングによる参加資格取得
○ 参加標準記録有効期間終了し、ファイナルエントリーが提出された後にワールドア
スレティックスは各種目（リレー種目および混成種目除く）で、次の通りに基づき
エントリーされた競技者数を確認する：
■ 参加標準記録達成による参加資格取得
■ ワイルドカードによる参加資格取得
■ 参加資格未取得競技者としてエントリー承認（ホスト国枠含む）
○ エントリー競技者数のターゲットナンバー（下記参照）に到達していない種目にお
いて、ワールドアスレティックスは、ターゲットナンバーに到達する様に、各加盟
国陸連の参加枠に準じてワールドランキング（3月9日発表版に基づく）における次
位の競技者を招待する。
注意：世界室内選手権に出場意思がある競技者を予め把握し、選手招待の手続きを
円滑に進めるため、加盟国陸連は、参加資格を取得しても世界室内への出場意思が
ない2020年12月31日時点におけるワールドランキング上の競技者を、ワールドア
スレティックスに連絡することが求められる。
○
○
○

○

出場辞退や欠場が判明した際に、インビテーションは、ワールドアスレティックス
の独占的権限により次位の有資格競技者に与えられる。
タイ（同位）の場合は該当競技者のうち高いパフォーマンススコアを有するものを
優先する。
インビテーションはEメールにて各加盟国陸連の公式Eメールアドレス（
xxx@mf.worldathletics.org
）に送付され、24時間以内に回答しなければならない。
回答が期限内にない場合は辞退として扱われ、次位競技者にインビテーションが送
られる。
必要に応じて、ファイナルエントリーはワールドアスレティックスにて修正する。

種目別 競技者・リレーチーム数ターゲットナンバー
各種目競技者数・チーム数のターゲットナンバーは次の通りとする:
種目

ターゲットナンバー

60m

56

400m

30

800m

18

1500m

18

3000m (男子)

24

3000m (女子) – 決勝のみ

15

60mハードル

48

走高跳、棒高跳

12

走幅跳、三段跳、砲丸投

16

混成種目

12

リレー

n/a

参加標準記録および条件
参加標準記録は2019年3月のカウンシル会議にて承認済で次の通りとする：
女

子

室内

男
屋外

子

種目

室内

屋外

7.30

11.15 (100m)

60m

6.63

10.10 (100m)

52.90

51.00

400m

46.50

45.00

2:01.50

1:58.00

800m

1:46.70

1:44.00

4:09.00 /

4:02.00

1500m

3:40.00

3:33.00

4:28.50 (Mile)

3:55.00 (Mile)

8:49.00

8:30.00 /

3000m

7:50.00

14:50.00 (5000)
8.16

12.85 (100mH)

7:40.00 /
13:10.00 (5000)

60m H

7.70

13.40 (110mH)

設定なし

4x400mR

1.95

走高跳

2.34

4.70

棒高跳

5.80

6.75

走幅跳

8.20

14.30

三段跳

16.90

18.30

砲丸投

20.95

設定なし

記録の有効性に係る条件:
● 参加標準記録有効期間の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
3月7日に達成されなければならないものとするが混成種目（上述参照）は除く。
● 記録は、ワールドアスレティクス、エリア陸連あるいは加盟国陸連が主催あるいは承認す
る競技会で達成されなければならない。すなわち、大学あるいは学校内で開催される競技
会は当該競技会が開催される国の陸連で承認されなければならない。
● 記録は、ワールドアスレティクス競技規則が遵守されている公式の競技会にて達成されな
ければならない。
● 男女混合で実施されたトラック種目の記録は認められない。例外的に、ワールドアスレ
ティクスTechnical Rule9条（第147条）に基づき、5000m競走の記録では、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
が非効率であり、他の性別の競技者がペースメイクや助力をしていない場合の、特定の状
況および条件（TR9条／第147条参照）において、認めることができる。
● 追い風参考記録は認められない。
● 手計時：60m、100m、400m、800m、60mハードルおよび100m/110mハードルの手計時記
録は認められない。
● 400m以上の競走種目はオーバーサイズトラック
の記録は認められない。
以上
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ENTRY RULES
 Individual Events (except CE – see later)
o Each Member will be allowed to participate with a maximum of two qualified athletes (three
in case of a Wild Card) in each event, subject to the below.
o A third (fourth in case of a Wild Card) qualified athlete can be entered as a reserve.
 Relays
o There is no entry standard and each Member Federation will be able to enter one team of
up to eight athletes in each event.
 Unqualified Athletes
o Members who have no male and/or no female qualified athletes (eligible by Entry
Standard) in any event may enter one unqualified male athlete OR one unqualified female
athlete in a running event (except the 800m).
o In exceptional cases, and as agreed by the Technical Delegates, entry of unqualified athletes
in the 800m, Long Jump, Triple Jump or Shot Put may be accepted. Applications for such
entries must be submitted to World Athletics (events@worldathletics.org) by no later than
1 March 2021.
o If the host country does not have a qualified athlete in an event, it may enter one athlete in
this event regardless of any Entry Standard (except for the Combined Events). For the Field
Events and 800m, the entry is at the discretion of the Technical Delegates and must be
submitted to World Athletics (events@worldathletics.org) by no later than 1 March 2021.
 Age Requirements
o U20 Athletes: any athlete aged 18 or 19 years on 31 December 2021 (born in 2003 or 2002)
may compete in any event.
o U18 athletes: any athlete aged 16 or 17 years on 31 December 2021 (born in 2005 or 2004)
may compete in any event except the Shot Put.
o Athletes younger than 16 years on 31 December 2021 (born in 2006 or later) may not
compete in any event.
QUALIFICATION SYSTEM
 Individual athletes (except Combined Events) can qualify in one of three ways:
o By achieving the Entry Standard within the qualification period in accordance with the
conditions detailed below.
o By World Indoor Tour Wild Card
 The individual overall winner of each event of the World Indoor Tour 2019 and 2020
will automatically qualify for the World Athletics Indoor Championships by Wild
Card.
 The Member Federation of the World Indoor Tour winner will have the ultimate
authority to enter the athlete or not, based on its own criteria or qualification system.
 If a Member Federation has three athletes qualified as a result, all three will be
permitted to compete.
o By virtue of their position in the World Rankings published on 9 March 2021 to complete,
where necessary, the target number of athletes in each event and once places have been
allocated to the accepted unqualified athletes.
 Qualification in Combined Events
o 12 athletes will be invited in the Heptathlon and in the Pentathlon as follows:
 the winner of the 2019 Combined Events Challenge
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the five best athletes from the 2019 Outdoor Lists (as at 31 December 2019),
limited to a maximum of one per country
 the six best athletes from the 2021 Indoor Lists (as at 1 March 2021)
o In total no more than two male and two female athletes from any one Member will be invited.
Upon refusals or cancellations, the invitations will be extended to the next ranked athletes
in the same lists respecting the above conditions.
Athletes qualified by World Rankings
o Following the end of the qualification period and the submission of Final Entries, World
Athletics shall, for each event (except relays and combined events), assess the number of
athletes entered based on:
 Qualification by entry standard
 Qualification by Wild Card
 Accepted unqualified entries (including host country)
o In those events where the target number of entries (see below) has not been reached, World
Athletics shall invite the athletes with the next best World Rankings position (based on list
issued on 9 March) in order to reach the established target number while respecting the
maximum quota by Member Federation by event.

NB: In order to pro-actively identify those athletes who would be available to compete at
the WIC and therefore help with the invitation process, MF are asked to inform World
Athletics of any athletes in the World Rankings as at 31 December 2020 who would not be
competing at the WIC even if qualified.
o
o
o

o

Upon refusals or cancellations, invitations shall be extended to the next eligible athlete at
the sole and exclusive discretion of World Athletics.
In case of ties, these will be broken in favour of the athlete with the best Performance score.
Invitations shall be sent by email to the official email address of the Member Federation
(xxx@mf.worldathletics.org) and replies shall be expected within 24 hours, otherwise the
invitation shall be understood as declined and the next ranked athlete shall be invited.
Where required, amendments to the Final Entries will be made directly by World Athletics

TARGET NUMBER OF ATHLETES/TEAMS BY EVENT
The target number of athletes/teams by event will be as follows:
Events
60m
400m
800m
1500m
3000m (Men’s)
3000m (Women’s) – straight final
60m hurdles
High Jump, Pole Vault
Long Jump, Triple Jump, Shot Put
Combined Events
Relays

Target Number
56
30
18
18
24
15
48
12
16
12
n/a
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ENTRY STANDARDS AND CONDITIONS
The Entry Standards were approved by the Council in March 2019 and are as follows:
WOMEN

MEN

Indoor

Outdoor

Event

Indoor

Outdoor

7.30
52.90
2:01.50
4:09.00 /
4:28.50 (Mile)
8:49.00

11.15 (100m)
51.00
1:58.00
4:02.00

60m
400m
800m

6.63
46.50
1:46.70
3:40.00
3:55.00 (Mile)
7:50.00

10.10 (100m)
45.00
1:44.00
3:33.00

1500m

8:30.00 /
14:50.00
3000m
(5000)
8.16
12.85 (100mH) 60m H
No Standard
4x400 R
1.95
HJ
4.70
PV
6.75
LJ
14.30
TJ
18.30
SP

7:40.00 /
13:10.00
(5000m)
7.70
13.40 (110mH)
No Standard
2.34
5.80
8.20
16.90
20.95

CONDITIONS FOR THE VALIDITY OF PERFORMANCES:
 Performances must be achieved during the qualification period of 1 January 2019 to 5 April 2020
and from 1 December 2020 to 7 March 2021, except for the Combined Events (see below)
 Performances must be achieved during competitions organised or authorised by World Athletics,
its Area Associations or its National Member Federations. Thus, results achieved at university or
school competitions must be certified by the National Federation of the country in which the
competition was organised.
 Performances must be achieved during an official competition organised in conformity with World
Athletics Rules.
 Performances achieved in mixed competitions in track events will not be accepted. Exceptionally,
in accordance with Rule 9 of the Technical Rules, performances achieved in the 5000m event 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 under specific circumstances and
conditions (see TR9).
 Wind-assisted performances will not be accepted.
 Hand-timed performances in 60m, 100m, 400m, 800m, 60m Hurdles, and 100m/110m Hurdles
will not be accepted.
 For the running events of 400m and over, performances achieved on oversized tracks will NOT be
accepted.
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