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 IUF ルール 2015 年 5 月版 “Part 1 General Rules and Definitions “ 「第 1 部 一般

原則ならびに用語の定義」 日本語訳（抄） 

   Translation of “2015 Competition Rulebook，Part 1 General Rules and Definitions”

to Japanese（extract version） 

      

                         2015 年 5 月 May 2015 

            作成：（公社）日本一輪車協会 国際委員会 国際委員 

                               徳武 満 

                                               Written by:Mitsuru Tokutake 

A committee member of “International Committee” 

in JAPAN UNICYCLING ASSOCIATION(JUA) 

  以下の文章は「IUF ルール 2015 年 5 月版 第 1 部 一般原則ならびに用語の定義」編

について国際大会（UNICON）の主にレース出場選手向けに日本語に訳したものである。

したがって、主催者向けに書かれている記述については一部記載および翻訳を省略してあ

るので注意されたい。                               

 

1a General 
This rulebook is intended to govern all unicycle competition sanctioned by the International 

Unicycling Federation, and can be used as a guideline for other competitions. The major 

sections are described in the table of contents at the beginning of this document. 

Various charts and forms that supplement these rules may be published separately. 

1a 一般原則 
このルールブックは「国際一輪車連盟」International Unicycle Federationによって承認

されるすべての一輪車競技大会に適用され、その他の一輪車競技大会でもガイドライン

として使われることを意図したものである。主要な項目にはこの文章の最初に目次の一

覧が記述されている。このルールブックの規定を補足する各種の図または表が個別に発

行されている。 

 1.1 These Are Official IUF Rules 
All IUF Unicons (International Unicycling Conventions) must abide exclusively by these 

rules. Further rules may be added to cover specific situations, but they may not override the IUF 

rules without prior approval by the IUF Board of Directors. All additional rules must be 

published well in advance of international competition, and published together with registration 

forms. 

National or local unicycling organizations may have their own rules. Though they may use 
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IUF rules as a basis for their own rules, in national or local competitions, those rules can no 

longer be called IUF rules. To get proper results for Unicon qualification it is needed to follow 

the IUF Rulebook as described above. 

Any national organization that wishes to get its modified rules approved by the IUF for a 

national competition must submit a proposal to the IUF Executive Board at least 90 days before 

the start of the given event. If approved, the national competition can still be recognized as an 

official IUF event. 

To host an “official IUF event” means that the results of this event are comparable with results 

from other official IUF events and can count for possible qualification restrictions. Rules, which 

are approved for use at a national or local competition by the IUF Board to be used, must not be 

referred to as IUF rules to prevent confusion for the riders. 

 1.1 本規則が公式な IUF のルールである旨の宣言 

 すべての IUF 主催の Unicon（IUF 主催の国際一輪車競技大会）においては、特にこ

のルールを順守しなければならない。これ以外のルールはある特定の状況に対処するた

めに加えてもよいが、IUF 理事会での事前承認がない限り IUF 主催の Uniconにおいて

は IUF ルールを破棄して、独自ルールで大会を行ってはならない。国際大会の開催に先

立っては、大会主催者が独自に追加したルールについては十分に周知しなければならず、

そして大会参加登録を行う際には一緒に発行されなければならない。 

 国内もしくは地方の一輪車連盟あるいは協会はその連盟あるいは協会の独自のルー

ルを用いることができる。国内もしくは地方の一輪車連盟あるいは協会は IUF ルールを

元にした独自のルールを使用することができるが、国内もしくは地方の一輪車連盟ある

いは協会の中で、これらの（独自の）ルールはもはや IUF ルールと呼ばれるものではな

い。Unicon として認められるために適切な結果を得るには、上述の通り IUF ルールに

（完全に）従う必要がある。 

 国内大会のために IUF によって承認を受けた修正されたルールを使用したいと希望

する各国の国内一輪車連盟または協会は、大会の開始される 90日前までに IUF 理事会

の承認を受けなればならない。もし承認された場合には、その国内大会は公式の IUF

の大会とみなされる。 

 「公式な IUF の大会」を主催することはその大会での結果がその他の IUF の大会の

記録と比較することができ、とみなされるということを意味する。IUF 理事会によって

使用することが認められる国内もしくは地方大会の独自のルールは、選手に混乱を与え

ることをさけるために、IUF ルールとしては関係のないものとなる。 

 

 1.1.1 Updating This Rulebook 

This publication should be updated after every Unicon. The IUF Rulebook Chair will head the 
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committee, but may optionally name a sub-committee. The Rulebook Committee will officially 

start meeting at the close of the Unicon, though the Chairperson can open it before, to take 

advantage of having so many persons physically together. The Committee should finish their 

business and make their specific proposals within three (3) months of the close of the Unicon. If 

they need more time, they may ask the IUF President for a time extension. This is meant to be 

the only time that changes to the Rulebook are made, although exceptions are possible in 

extraordinary cases. The IUF President is responsible for making sure that the Rulebook 

committee stays focused and on schedule. 

Anyone may submit a potential change to IUF Rulebook at any time. These will not be official 

proposals, but suggestions for potential topics during the next Rulebook session. A forum will 

also be provided to discuss potential changes throughout the year. The Rulebook Committee 

voting time frame and official members of the Rulebook Committee, however, will still be 

determined by the IUF Rulebook Committee Chair and the IUF Executive Board. 

 1.1.1 このルールブックの改訂 

 このルールは各 UNICON 開催の後に改訂される。IUF ルール委員会がそのトップの

委員会となるが、その下に小委員会を設けてもよい。たくさんの人と直接的に対面する

とことができるというメリットを生かし、UNICON が閉会する際の会合1から IUF ルー

ル委員会の活動を公式に開始する（ただし、ルールブック委員長によって、それより前

に活動を開始してもよい）。 

・・・（選手用のため（1）以下は中略）・・・ 

 1.3.1． 

1.3.1 Safty Equipment 

You will find the detailed rules about safety equipment in each chapter as point x.3 

(2.3,3.3, 4.3 etc.). Hosts may only deviate from these rules for safety equipment if 

this is inevitable. The status of “inevitable” has to be documented and must be 

approved by the IUF executive board. Any deviation from the IUF safety equipment 

requirements must be approved and announced at least two months before the 

event. 

1.3.1 プロテクター類 

 プロテクター類に関する規定は各部の 3 項に存在する。主催者は、もし、この規則

を適用することが"ineviable"(難しい）場合に限りプロテクター類に関するこれらの規

定によらないことは可能である。ただしこの場合、難しいという状況を説明する文章を

提供し、"IUF executive board "「IUF 理事会」の承認を取らなければならない。IUF 

のプロテクター類に関する要件の適用除外には（IUF の）承認が必要で、少なくとも

                                                  
1 一般には UNICON 後半に開催される"IUF Meeting"のことを意味する。 
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競技開始の 2 か月前までに（大会を主催する者が作成した）文章の提出が必要となる2。 

・・・ 

1.3.4 Video recordings for protest 

Private videos are generally forbidden as a means of verification in case of a protest. 

The host can decide to make an official video of some competitions (for example at 

the 5-meter-line of the 50 m one-foot race), which has to be announced before the 

competition to let the competitors know about their option to protest through this 

video. 

 1.3.4 「プロテスト」の場合のビデオ撮影 

通常は、個人が撮影したビデオは「プロテスト」における証拠の手段として使用するこ

とは禁止される。ただし、主催者は一部の種目（例えば片足レースの 5m ライン）に

おいて、競技が始まる前に公式に撮影されたビデオを「プロテスト」の際の手段として

使う選択肢がある旨を選手に知らせた場合には、（「プロテスト」用に）公式なビデオを

（主催者が）撮影すると決定することができる3。 

・・・ 

 1.4.3 Course Availability for Practice 

If the course is open for practice to all riders for at least 7 days leading up to the 

event,then there are no restrictions on who can compete. If the course is not open for 

practice until the day of the event, then anyone who has pre-ridden the course is not 

allowed to compete. Organizers must therefore ensure that course marking and 

set-up are done by non-competing staff/volunteers. 

 1.4.3. 練習のためのコース開放 

 もしすべての選手に対して、少なくとも競技開催の 7 日前までに練習にためにコース

を開放する場合、競技に参加する選手が試走することについて制限はない4。コースを

競技開始日まで開放しない場合には、試走をしてしまった選手は競技参加を認められな

い。主催者ならびに競技責任者はそれゆえ、コース設営が競技に参加しないスタッフや

ボランティアによって行われていることを確かめる必要がある。 

・・・ 

 1.8 World Champions 

The Male and Female winners of each individual event at Unicon are the World 

                                                  
2 訳注：通常はプロテクター類に関して、IUF ルールに記載の以外のものを追加するとい

うことは承認される可能性はあるが、IUF ルールにあるものの免除が認められる可能性は

小さい。 
3 訳注：競技前のいつの時点までにという規定はないので、極端な話、当日の競技直前に主 
催者が選手に知らせてもルールに抵触しないことになる。 
4 なお、実際の UNICON においては、コースを開放しているかについては取り扱いが不明

確と思われる場合が少なくない（特にトラック種目、ロードレース、Muni については）。 
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Champions for that event. There is no age limit to winning the overall title. 

Age group winners can use the title ‘Age-Group Winner’, and the term ‘World 

Champions’ generally refers to winners of Overall, Finals or Expert class. See also 

section 6.12. 

 1.8.世界チャンピオン 

UNICON 各種目における男子および女子の勝者がその種目における世界チャンピオン

となる。（その種目における、総合）世界チャンピオンには年齢の制限はない。年齢別

での勝者については”Age-Group Winner”「年齢別の勝者」という呼称を使用し、”World 

Champion”「世界チャンピオン」という呼称は、通常は総合、決勝レース、あるいは

エキスパートクラスでの勝者に対して用いられる。6.12 も参照のこと 

1.9 World Records, IUF Records 

Competition results cannot break existing world records if they were not 

conducted and recorded under the conditions required by the IUF. The host should 

ensure that the conditions while the competitions are according to the IUF rulebook 

and the IUF World Record standards. 

 1.9．世界記録、IUF 記録 

 当該記録が IUF によって求められる条件によって記録が取られていないもしくは大

会が運営されていない場合には、既存の世界記録を更新することはできない。主催者は

競技開催中 IUF ルールブックならびに IUF World Record Standard5 に基づいた条件

で大会が行われているかを確かめなければならない。 

 ・・・ 

1.11 Publishing Results 

Results of national and international championships must be published including 

details such as time, distance, and total score. For each event, the names and 

represented nationality of competitors as well as the names and nationality of all 

officials shall be published. In the artistic events, countries and/or names of the 

entire judging-panel must be published. 

 An official protest/correction form must be available to riders at all times. All 

protests against any results must be submitted in writing on the proper form within 

two hours after the results are posted, unless there is a shorter time specified for 

certain events (for example: track racing). The form must be filled in completely. 

This time may be extended for riders who have to be in other races/events during 

                                                  
5 実際には IUF Wolrd Record Standard の規定について公式に発表はされていないため、

IUF 「World Record Standard に基づいた条件で」の部分には現在のところは事実上規則

としての効力はないが、その前の「IUF ルールブック」の部分は実体があり有効である。

したがって IUF が認定する世界記録を更新するためには、少なくとも当ルールに従う必要

があるものと解釈される。 
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that time period. Every effort will be made for all protests to be handled within 30 

minutes from the time they are received. Mistakes in paperwork and interference 

from other riders or other sources are all grounds for protests. Protests handed in 

after awards have been delivered will not be considered if the results have been 

posted for at least three hours before the awards.If awards are delivered before 

results are posted, it is recommended to announce the schedule of posting and the 

deadline for protests at the awarding ceremonies. All Chief Judge or Referee 

decisions are final, and cannot be protested. 

 1.11. 競技結果の発表 

  （1 段落目の日本語訳は省略） 

 公式な抗議あるいは訂正要求（以下「プロテスト」という）の書面はすべての選手が

常時使用可能なように用意されていなくてはならない。競技の結果に対するすべての

「プロテスト」は（トラック種目のように）ルール上でより短い「プロテストの提出期

限が指定されていない場合には、競技の結果が発表されてから 2 時間以内に所定の書

面で提出する必要がある。所定の書面には必要事項がもれなく記入されていなくてはな

らない。「プロテスト」の提出締切時間は、その時間に別の競技に参加している選手の

ために延長される可能性がありうる。提出された「プロテスト」は、それが受理されて

から 30 分以内に処理されるものとする。発表された競技結果の誤り、あるいは他の選

手からの妨害などあらゆる理由が「プロテスト」の対象となりうる。もし、競技結果が

発表されてから表彰式まで少なくとも 3 時間以上の時間がある場合には、表彰式が終

了した以降に提出された「プロテスト」については受理しない。もし、表彰式が競技結

果発表の前に行われる場合には、結果発表のスケジュールならびに「プロテスト」の提

出締切時間を表彰式の際に知らせることが推奨される。審判長あるいは競技運営委員長

の決定が最終のものであり、それに対する再度の「プロテスト」は認められない。 

 ・・・ 

 1.25 Knowing The Rules 

Lack of understanding of rules will be at the disadvantage of riders, not officials or 

the IUF. The IUF is also not responsible for any errors that may occur in the 

translation of rules and information into languages other than those in which they 

were originally written. 

 1.25 ルールを理解する義務 

ルールの理解が不十分であることは、選手にとっての不利益なのであって、主催者や

IUF の不利益ではない。IUF は IUF ルールの原典に書かれている言語から他の言語

に翻訳時に発生した誤りについて一切の責任は負わない6。 

                                                  
6 訳注：翻訳版や翻訳版の解説と英語版の原典とで内容が異なってしまった場合には英語版

の原典に書かれたものが優先されるという意味である。 
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 1.26 Your Privilege 

Entry in the competition is your privilege, not your right. You are a guest at the 

Host’s event. You may be in an unfamiliar country, with different customs that are 

considered the norm. The Host and convention officials determine whether certain 

events, age groups, or policies will be used. As an attendee, you are obligated to obey 

all rules and decisions of convention officials and hosts. 

 1.26. UNICON に参加することについての名誉 

 競技に参加することはあなたの名誉であって権利ではない。あなたは主催者のイベン

トへの招待者なのである。あなたにとっては現地の社会規範を考慮したなじみのない習

慣かもしれないが、大会主催者およびイベントの運営責任者はある競技について年齢区

分あるいは運営方針を決定する。大会参加者においては、主催者ならびにイベントの運

営責任者によるすべてのルールならび決定に従うことを義務付けられる。 

  

 1d Definitions 

1d（ルールブック上における）用語の定義 
 Age: Rider’s age for all age categories is determined by their age on the first day of the 

convention. 

・Age（年齢）：すべての年齢区分を決める際の年齢は、競技開始初日の年齢による7。 

 Expert: The top category in events that don’t have a system to determine 

Finalists.When no other limitations are present, riders can choose to compete in 

this categoryagainst the other top riders. Limitations on this may be if top riders 

are chosen at previous competitions, such as national events, or if there is a limit on 

the number of competitors per country. The category is called Expert, and riders 

entered in it can be called Experts. The distinction of Experts over Finalists is that 

they are not chosen based on competition results at the current convention. 

 ・Expert（エキスパート）：”Finalist”（決勝進出者）による選手区分方法がない種目

における最上級選手のカテゴリーをいう。もし、特別な制限がないときは、選手はその

他のトップ選手の出場するカテゴリーでの出場を自ら選ぶことができる。特別な制限と

は例えば国内競技においては過去の競技において最上級カテゴリーで出場した経験の

有無による場合や、あるいは、国別に（エキスパートクラス出場者の）出場者数に制限

を設けるなどの場合には、（エキスパートクラスへの）出場を制限することはできる。

（最上級選手の出場する）カテゴリーは”Expert”「エキスパート」と呼ばれ、このクラ

                                                  
7 訳注：UNICON の場合は「競技開始初日」について実際の競技を行う日の年齢ではなく、 
開会式が開催される日の年齢によって区分することが一般的である。 
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スにエントリーする選手を”Experts”「エキスバート出場者」と呼ぶ。「ファイナリスト」

に対する「エキスパート」の違いは、（「エキスパート」という言葉の場合、）現在（進

行中）の競技の結果に基づき選ばれるわけではないことである。 

 Figure: (noun) ・・・（中略）・・・ 

 Finalist, Finals: A Finalist is a person, and “the Finals” is the last category or 

group in any event that has multiple rounds. For example in Track racing, the top 

riders from the age groups compete against each other in the Finals of most events. 

  ・Finalist,Finals（「決勝進出者」、「決勝」）“Finalist”「ファイナリスト」とは以下

に該当するような人を、”Final”「決勝」とは複数の試合が行われる種目の中での最終

のカテゴリーのことをいう。例えばトラックレースにおいては、多くの種目において年

齢区分全体を通して最高の記録を出した選手がファイナリストである。 

 Footwear For Racing: Shoes with full uppers are required. This means the shoe 

must cover the entire top of the foot. Sandals or thongs are not acceptable. 

Shoelaces must not dangle where they can catch in crank arms. 

 ・Footwear For Racing レース用の履き物）：full upper,つまり足の甲まで完全に覆わ

れた靴を履く必要がある。これは、足首全体を覆う靴を履かなくてはならないというこ

とを意味する。サンダルやスリッパなどは認められない。靴ひもはクランクにからむ状

態にほどけていてはならない。 

 Gloves: (For racing) Any glove with thick material covering the palms (Leather is 

acceptable,thin nylon is not). Gloves may be fingerless, such as bicycling gloves, 

provided the palm of the hand is completely covered. Wrist guards, such as those 

used with in-line skates, are an acceptable alternative to gloves. 

 ・Glove(For Racing):（レース用の）手袋：皮で覆われた厚手の手袋のことである（皮

革は許容されるが、ナイロンは許容されない8）。手のひらの部分が皮で覆われている限

りは自転車用手袋のように指のないもので差し支えない。インラインスケート用のリス

トガードのようなものも“glove”「手袋」の代わりとして使用することができる。 

 Helmet:Helmets must be of bicycle quality (or stronger), and should meet the 

prevalent safety standards for bicycle (or unicycle) helmets, such as ASTM, SNELL, 

CPSC, or whatever prevails in the host country. Helmets for sports other than 

cycling or skating are not permitted, unless the Referee makes exceptions. Helmets 

are required for some events as described in section 3 (Safety Gear) of each chapter. 

 ・Helmet（ヘルメット）：ヘルメットは自転車用の強度（あるいはそれ以上）があり、

                                                  
8 訳注：合成皮革であっても差し支えない。ここでいうナイロン製とはいわゆる軍手のよう

なものをいう。皮でと書かれているが、軍手や冬用の編んだ手袋のようなものでない限り

において、自転車用、スケボー用、ローラースケート用あるいはインラインスケート用と

してスポーツ用品店に市販されているものであれば一般的には差し支えないものと考えら

れる。 
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自転車用（あるいは一輪車用）のヘルメットに対する ASTM、SNELL,CPSC あるい

は開催国により承認されている安全基準に適合していなければならない9。審判が例外

を認めない限りは自転車用あるいはスケート用10以外のヘルメットは認められない11。

ヘルメット（トラックレース、ロードレースの部などの）それぞれの部の 3 条の各項

に規定された一部の種目においては装着する必要がある。 

 IUF: International Unicycling Federation. The IUF sponsors and oversees 

international competitions such as Unicon, creates rules for international 

competition, and promotes and provides information on unicycling in general. 

 ・IUF：”International Unicycling Federation”「国際一輪車連盟」のことである。

UNICON のような国際的な大会においては、IUF の関係者が国際的なルールを作成し、

大会のプロモーションを行い、一輪車に関する情報一般を提供する。 

 Junior Expert: Same as Expert, but open only to riders age 0-14. Riders in this age 

range may optionally enter Expert instead, to compete in the highest/hardest 

category. 

 Junior Expert（ジュニアエキスパート）：”Expert” と同じだが、その中の 15 歳未満

の選手のみのカテゴリーである。15 歳未満の選手の場合は、エキスパートクラスに代

わり、最上級選手のカテゴリーとなる12。 

 Kneepads: Any commercially made, thick version is acceptable, such as those 

used for basketball and volleyball, or any with hard plastic caps. Kneepads must 

cover the entire knee and stay on during the whole length of the competition. Long 

pants, bandages or patches are not acceptable substitutes. 

 Kneepads ひざ当て：バスケットボールやバレーボールあるいはその他硬質プラステ

ィックのカップがついており、商品として市販されている厚いタイプであれば認められ

る。すねあてはすね全体を完全に覆い、競技を行っている間に外れないものでなくては

ならない。長ズボン、包帯あるいは、医療用ばんそうこうはここに規定する”kneepad” 

「ひざ当て」としては認められない。 

 Muni: Mountain unicycling, or mountain unicycle. The previous term for this was 

UMX. 

 Muni：”Mountain Unicycling” あるいは”montain unicycle” と表記される。以前の

                                                  
9 訳注：ここに日本の規格は例示されていないが、（レース用や競技用）自転車専門店で売

られているもの、もしくはスポーツ用品店で売られているスケートボード、インラインス

ケート用ものであれば日本で販売されているもので通常問題は生じないものと考えられる。 
10 ここでいう Skating とは氷上のスケート用だけではなく、スケートボードやインライン

スケート用も含むと解釈されうる。 
11 訳注：この文の趣旨は一義的には工事用安全帽のようなものを排除することであると解

釈される。 
12 訳注：Final（決勝）を行うレースについては、Junior Finalist のタイトルはないこと

が一般的である。 
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UMX である。 

 Non-unicycling Skills: (for Freestyle judging):・・・（中略）・・・ 

Prop:・・・（中略）・・・ 

 Shin guards: Any commercially made, thick version is acceptable, such as those 

used for football or bicycling, or any with hard plastic shell. Shin guards must cover 

the shin and stay on during the whole length of the competition. Long pants, 

bandages or patches are not acceptable as substitutes. 

 Shin guards すね当て：サッカーや自転車あるいはその他外側が硬質プラスティック

で覆われているもの13で、商品として市販されている厚いタイプであれば認められる。

すねあてはすね全体を完全に覆い、競技を行っている間に外れないものでなくてはなら

ない。長ズボン、包帯あるいは、医療用ばんそうこうはここに規定する”shin guards”

「ひざ当て」としては認められない。 

  Standard Unicycle: Has only one wheel. Is driven by crank arms directly 

attached to the wheel’s axle/hub, with no gearing or additional drive system. Pedals 

and cranks rotate to power the wheel. Is balanced and controlled by the rider only, 

with no additional support devices. Brakes and extended handles/handlebars are 

permitted. For some events, such as track racing, standard unicycles have 

restrictions on wheel size and/or crank arm length. Other events may specify other 

restrictions. When not noted otherwise,there are no size limitations. 

 ・Standard Unicycle「標準一輪車」14：車輪を 1 つだけ持つものである。そして、ギ

アその他の動力伝達装置を持たず、車輪の軸に取り付けられたクランクにより直接的に

駆動されるものである。ペダルおよびクランクを回転させることで車輪を駆動させる。

付加的な補助装置によらず、選手が自らバランスを取り、コントロールするものである。

ブレーキあるいは延長ハンドルの装着は認められる。トラックレースのように一部の種

目については、”standard unicycle”「規定一輪車」は、さらにタイヤのサイズおよびク

ランク長の制限がある。その他の一部の競技15ではその他の制限が設けられている。も

しこれらに規定がない場合には、サイズの制限はない。 

 Unlimited unicycle: Multiple wheels are permitted, but only one may touch the 

ground and nothing else. Is human powered only. Gearing and/or a transmission are 

                                                  
13 訳者注：自転車トライアル用としてスポーツ用品店や自転車店で市販されているひざ当

てとすね当て一体型のもので、プラスティック部分の外側にさらに布張りになっているで

あれば当然にこの文章の規定を満たすものと考えられる。 
14 同じ standard という言葉でもトラックレースやロードレースにおける「規定車種クラ

ス」における standard の使い方とはニュアンスが異なるので注意。後者の場合は「車種が

無制限」であることに対して「ある一定の基準に従った車種」いう意味において standard
という単語を使っている。 
15 訳注：トラックレース、ロードレースの規定車種クラスの種目などのことを指す。 
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allowed. 

 ・Unlimited unicycle「無制限一輪車」：複数の車輪を持つことが許されるが、地面

に接触するタイヤは 1 つでなければならない16。また、人の力で駆動されるものでなけ

ればならない17。ギアあるいは動力伝達装置を持ったものも認められる。 

 Ultimate wheel: A special unicycle consisting of only a wheel and pedals, with no 

frame or seat. 

 ・Ultimate wheel 原型一輪車：フレームおよびサドルがなく、車輪およびペダルし

かない特殊な一輪車である。 

 UMX: Unicycle Motocross. This term has been replaced by muni 

・・・（中略）・・・. 

Unicycling skill: (noun, for Freestyle judging)：・・・（中略）・・・ 

 Unintentional dismount: In most cases, any part of a rider unintentionally 

touching the ground. For example, a fingertip on the floor while spinning is not 

unintentional.A pedal and foot touching the ground in a sharp turn is not a 

dismount as long as the foot stays on the pedal while the pedal is on the ground. 

Dismounts during many races disqualify the rider. 

・Unintentional dismount 選手の意図しない『落車』：たいていの場合、体のどこか

一部分でも意図せずに地面に接触することをいう。例えば、スピン中につま先を床に着

けたような場合には、意図しない落車にはあたらない。ペダルが地面に接触した状態で

足がペダルに残っている限りは、急な方向変換中にペダルおよび足が地面に接触するこ

とは落車ではない18。多くのレースにおいて、『落車』19をすると選手は失格になる20。 

 Unicon: Unicycling Convention. This word usually refers to the IUF World 

Unicycling Championships conventions. 

  ・Unicon:一輪車の大会。この単語(“Unicon”)は通常、IUF 主催の世界一輪車競技選

手権大会のことを意味する。 

 Wheel walking: Propelling the unicycle by pushing the top of the tire with the 

                                                  
16 訳者注：この文の規定がないと、Standard Unicycle「標準一輪車」の定義に反してしま

う。この文の規定は逆転一輪車のようなタイプの一輪車を排除しないために設けられてい

ると考えられる。 
17 訳者注：この文の規定がないと Standard Unicycle「標準一輪車」の定義に反してしま

うために設けられた規定であると考えられる。 
18訳者注：それゆえ、（トライアルなどでは）落車判定は注意を要する。 
19 前文までで定義している Unintentional dismount のことを意味しているのでこの表現

を使っている。 
20訳者注：ここでいう「落車」は「意図しない落車」だけではなく、当該落車行為が妨害を

避けるためにやむを得ないと審判が認め、再出走を認められる場合以外の「落車行為全般」

の意味しているため、レース部門の規定に「落車」とある場合には解釈に注意が必要であ

る。本来は Unintentional Dismount「意図しない落車」の定義の他に「Unintentional 意
図しない」のつかない単なる「Dismount 落車」の定義もここに必要と思われる。 
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feet.Feet touch wheel only, not pedals or crank arms. A non-pushing foot may rest 

on the fork. 

・Wheel Walk タイヤ乗り：タイヤの上部を足で蹴ることによって、一輪車を進める乗

車技術をいう。足はペダルやクランクの上ではなく、タイヤにのみ接触するものとする。

タイヤを蹴っていない足はフォークの上にあってもよい。 

 ・・・ 

 1e Convention Officials 

・・・以下省略・・・ 


