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IUF ルール 2015 年 5 月版 “Part 4 Road Racing “ 「第 4 部 ロードレース編」 

日本語訳（抄） 

   Translation of “2015 Competition Rulebook，Part 4 Road Racing”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）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。 

  

 4.1 Definition 

These are races held usually on roadways or bike paths, generally for longer distances 

than our events on the track. All riders may race together and be separated by age 

group afterward. 

 4.1.（ロードレースの）定義 

ロードレースは通常道路あるいは自転車道の上で行われ、一般的にトラックレースより 

も長い距離で競われるレースである。全選手が同時にレースを行い、フィニッシュをした

時点で年齢別の区分により振り分けられて順位をつけ、表彰が行われる。 

  

 4.2 General Rules 

Water/food stations are recommended. Personal music systems are not allowed for any 

races on public roads where there may be motorized traffic. Riders can be divided by 

age and/or unicycle type, such as 24” and 700c track unicycles, Standard (any size 

wheel and cranks), and Unlimited (see definition in chapter 1d). 24” and smaller wheels 

are not allowed for races longer than 20km without express permission of the racing 

director. 

 4.2.（ロードレースの）一般的な原則 

給水および食料補給の場所の設置が推奨される。自動車の通行がある公道上で行われる

すべてのレースにおいて、個人用音楽プレーヤーの使用は認められない1。選手は年齢およ

                                                  
1訳注：Personal music systems、ここでいう「個人用音楽プレーヤー」とは、単に携帯音 
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び 24 インチクラス規定車種クラス、700c クラス規定車種（規定車種ではインチごとにタ

イヤ直径あるいはクランク長制限がある）あるいは車種無制限(1d の定義を参照）クラスの

ような使用する一輪車のクラスにより分類される。（IUF 理事会における）レース部門の委

員長（racing director2）よる特別の許可がない限りは 24 インチもしくはそれよりタイヤ

サイズの小さな一輪車によって 20km を超えるレースを行うことは認められない。 

 4.2.1 Ungeared Awards 

If there are 5 or more geared riders in an Unlimited event, the fastest 3 ungeared 

riders from both the male and female categories will be awarded with an ungeared 

title for that event. This is only for the overall classification, not for Age Groups. 

 4.2.1（車種無制限クラスにける）ギアなし一輪車のロードレースにおける表彰 

 もし車種無制限クラスのレースに 5 人以上の選手がいる場合、ギアのない一輪車で出場し

ている男女別のタイム上位 3 名ずつがそのロードレース種目における「ギアなし一輪車」

のタイトルにより表彰される。この場合は年齢別ではなく、全体のクラス分け（ギアつき

一輪車を使うかギアなし一輪車を使うか）によってのみ表彰される。 

  

 4.3 Safety Gear 

Riders must wear shoes, gloves and a helmet (see definition in chapter 1d). Knee pads 

and elbow pads are suggested optional safety gear. The Referee has final say on whether 

a rider’s safety equipment is sufficient. The Starter will remove from the starting lineup 

any riders not properly equipped to race, including riders with dangerously loose 

shoelaces. 

 4.3. 着用すべきプロテクター類 

選手は靴（Part 1 General Rules and Definitions 「第 1 部 一般原則ならびに用語の

定義」 の 1d ”Footware” に規定されたもの)を履き、 (Part 1 General Rules and 

Definitions 「第 1 部 一般原則ならびに用語の定義」 の 1d “Glove,and kneepad” およ

び”Helmet” の項に規定された）手袋およびヘルメットを装着しなければならない3。ひざ

                                                                                                                                                  
楽プレーヤーだけではなく、普通のラジオあるいは普通のラジカセのように、イヤホンの 
（装備および実際に使用することの）有無には関係なく、レース中に携行して使うことが 
可能と考えられるいかなる種類の音響機器も含まれるものと解釈される。  
2 訳者注：ここでいう racing derector は IUF Board、つまり IUF 理事会におけるレース部

門責任者のことと考えられるのでこの表現にしてある。日本で長年行われている全日本の

ハーフマラソンやフルマラソンについては、IUF の公認を受けない限りはこのように規定

されていても開催それ自体には影響を及ぼさないものと解釈されうる。 
3 第 2 部トラックレースの 2.3.の注でも触れた通り、今回のルール改正でロードレースにつ

いてはひざ当て装着の義務が廃止されたが、トラックレースでは引き続きひざ当て装着義

務があるので、トラックレースとロードレース両方に出場する選手は出る種目によって装

着すべきものを勘違いをしないように注意。 
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当て4あるいはひじ当てについては（ルール上）着用の義務はないが、着用することが推奨

される。選手のプロテクター類が完全に装着されているかどうかについては審判が最終決

定を下す。スターターは靴のひもが危険な状態で緩んでいる場合も含め、レース出走にあ

たり適切な装備ができていない選手についてはスタートの待機列から外し、それが是正さ

れるまでは出走が認められないことになる。 

 4.4 Age Groups 

The following age groups are the minimum required by the IUF to be offered at the 

time of registration for any Road Racing discipline: 0-13, 14-18, 19-29, 30-UP. For any 

discipline for which there is a Standard 24” wheel size category, also an age group 0-10 

(20”) must be offered. 

Convention hosts are free to offer more age groups, and often do. For example, a full 

range of offered age groups might look like 0-8 (20”), 9- 10 (20”), 0-12, 13-14, 15-16, 

17-18, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-UP. All age groups must be offered as male and 

female age group. 

 4.4. 年齢区分 

ロードレース種目を開催するにあたり、IUF によって求められる最低限の年齢区分は以下

の通りである： 

14 歳未満 14 歳以上 19 歳未満 19 歳以上 30 歳未満 30 歳以上。それぞれの年齢区分 

には 24 インチクラスを設け、さらに 11 歳未満の 20 インチクラスを設けなければならな

い。 

主催者は、自由に上記以外の年齢区分を加えることが可能であり、またしばしばそのよ

うな年齢区分でレースが行われている。 

例えば、幅広い年齢の参加者をカバーするためには、次のような区分が適切ではないかと

考えられる 

9 歳未満（20 インチ） 9 歳以上 11 歳未満（20 インチ） 13 歳未満 13 歳以上 15 歳未

満 15 歳以上17 歳未満 17 歳以上19 歳未満 19 歳以上30 歳未満 30 歳以上40 歳未満

40 歳以上 50 歳未満 50 歳以上 60 歳未満 60 歳以上 

各年齢区分は男女別に区分されなければならない。 

 

4.5 Race Distances and Distance Measurement 

Traditional road race distances have been: 

• 10k with Unlimited and Standard 24” classes, and 

• Full Marathon (42.195k) with Unlimited and possibly Standard 700c classes. 

However, any distances or wheel size classes can be used for Road Races. 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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※ここの記述は主催者用に距離測定に関する規則を記したものであるため、本書は

UNICON 参加選手の使用を意図したものであることから 4.5 全体の翻訳は省略する※ 

 

4.6 Unicycles for Racing 

4.6. レース用一輪車 

Only standard unicycles may be used. Riders may use different unicycles for different 

racing events, as long as all comply with the rules for events in which they are entered. 

（Part 1 General Rules and Definitions 「第 1 部 一般原則ならびに用語の定義」 の

1d“Standard Unicycle”項に規定された）“Standard Unicycle” 「標準一輪車」のみ使

用できる。出場する種目ごとの定められている一輪車の規則を満たしている限りは、１人

の選手が種目（レース）ごとに違う一輪車を使用することができる。 

 4.6.1 Wheel Size and Crank Arm Limit 

• For a “Standard 700c Unicycle” the rim may not have a bead seat diameter (BSD) 

larger than 622 mm (700c) and there is no minimum crank arm limit. No gearing may 

be used. 

• For a “Standard 24” Unicycle” the outside diameter of the tire may not be larger 

than 618 mm and crank arms may be no shorter than 125 mm. No gearing may be used. 

• For a “Standard 20” Unicycle” the outside diameter of the tire may not be larger 

than 518 mm and crank arms may be no shorter than 100 mm. No gearing may be used. 

 3.6.1(ロードレースにおける）一輪車のタイヤサイズならびにクランク長の制限 

・" Standard 700c Unicycle " 「700c 規定車種」においては、リムはビード座直径（BSD）

622mm(700c) 以下でなければならないが、クランク長には制限を設けない。ギアの使用は

認められない。 

・"Standard 24” Unicycle"「24 インチ規定車種」においては、車輪の外径が 618mm 以

下かつクランク長は 125mm 以上でなければならない。ギアの使用は認められない。 

・"Standard 20” Unicycle"「20 インチ規定車種」においては、車輪の外径が 418mm 以

下かつクランク長は 100mm 以上でなければならない。ギアの使用は認められない。 

 

4.7 Heat Assignments 

Line-up order and heats must be assigned prior to the race. There are three allowable 

formats for designating the starting configuration of a Road Race: individual start 

(section 4.7.2), heat start (section 4.7.3), or mass start (section 4.7.4). 

To determine which start configuration to use, read the following rules from top to 

bottom. Once you have an outcome, disregard the remaining rules. 

• If this is an “Individual Time Trial” format race, use individual start. 

• If the course is too narrow to allow for racers to safely and fairly start in heats,use 
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individual start. 

• If you cannot safely start five or more riders across, use individual start. 

• If the starting field consists of 30 riders or less, use a mass start. 

• If the course does not allow for ten riders to ride abreast for at least 500 meters 

before the course narrows, use heats of 12 or more riders. 

• If the starting field consists of more than 50 riders, use heats of 20 or more riders. 

• In all other cases, use a mass start. 

Standard racers should always start separately from Unlimited racers, also in the 

case of a mass start or heat starts. Unlimited racers should start first, unless there is 

no risk that Unlimited riders have to pass standard riders (for example they race on 

different days). 

In the sections below, “fastest rider” means “fastest rider by seed time.” Seed time is 

defined as an estimated finish time, preferably based on past performance in similar 

event(s). If no seed time is submitted by the rider or their coach, the organization can 

assign a seed time. 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 4.7 出走ヒートの割り当て 

出走順および出走すべきヒートはレース開始前に発表されなければならない。・・・（以

下略）・・・ 

4.8 Special Marathon Events 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

4.8. 省略 

 

4.9 Starting 

Riders start mounted, holding onto a starting post or other support. The Starter will 

give a four-count start. For example: “One, two, three, BANG!” There should be about 

3/4 second between each element in the count, with the same amount of time between 

each of them. This allows riders to predict the timing of the gun, for a fair start. Starters 

should practice this before the races begin. Timing of the count is very important for 

an accurate start. This count can be in the local language, or a language agreed upon 

before competition starts. 

As an alternative a -tart-beep apparatus can be used. In that case we have a six-count 

start. For example: “beep - beep - beep - beep - beep - buup!” The timing between beeps 

is one second. The first 5 beeps have all the same frequency. The final tone (buup) has a 

higher frequency, so that the racer can easily distinguish this tone from the rest. 

Riders start with the fronts of their tires (forward most part of wheel) behind the edge 
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of the starting line that is farthest from the finish line. Rolling starts are not permitted 

in any race. However, riders may start from behind the starting line if they wish, 

provided all other starting rules are followed. Riders may lean before the gun fires, but 

their wheels may not move forward before the gun fires. Rolling back is allowed, but 

nothing forward. Riders may place starting posts in the location most comfortable for 

them, as long as it doesn’t interfere with other riders. 

A rider’s starting time is taken as when their heat begins (when the gun goes off) 

regardless of when they actually cross the starting line. 

4.9．スタート5 

選手は、ポールをつかむかもしくはその他の補助を受け、一輪車に乗った状態でスター

トする。一輪車の選手はスタートする際、スタートの合図が出る前に身体を前に倒す必要

があるため、1-2-3-バン）のようにスターターは 4 カウントスタートを行うことになる6。

選手はスタート合図の前にカウントダウン（アップ）があることによって、スタートのタ

イミングをつかむことができ、公平なスタートを行うことが可能となる。それぞれのカウ

ント（1 と 2、2 と 3、3 とバン！）の間隔はおよそ 3/4 秒の等間隔で行われなければなら

ない。スターターはレース開始前にカウントダウンを実施する練習して、これに習熟して

おく必要がある。カウントのタイミングは選手が正確にスタートするために非常に重要で

ある。カウントダウンは開催地の言語、もしくは競技開始前に同意されている言語を使う

ことができる。 

また、スターターによるカウントダウンの代わりに機械式のブザーを使用することがで

きる。その場合、「ビー、ビー、ビー、ビー、ビー、バン！」のような 6 カウントでのスタ

ートとし、カウント間の間隔は１秒とする。選手が 6 カウント目のスタートの合図を容易

に認識できるようにするため、最後の６カウント目の音は最初の５カウントよりはかなり

高め音にする。 

選手は、タイヤの前端をスタートラインの最もスタートより遠い側の端を超えないよう

に合わせてスタートを行う。静止しない移動しながらのスタートは認められない7。ただし、

他のスタートに関する規定に違反しない限りは、スタートラインより後方であれば、選手

の希望する任意の地点からスタートすることが可能である。スタート合図（バン！と鳴る）

前に身体を傾けてもよいが、いかなる場合でもスタート合図（バン！と鳴る）前にタイヤ

を前方に動かしてはならない。タイヤを後ろに動かし、反動をつけたスタートをしてもよ

                                                  
5訳注：この規定は IUF ルール第 2 部トラックレース 2.4.スタートに規定されている内容

と同じである。 
6訳注：後述の通り、機械式の場合 4 カウントでなく 6 カウントでもよいとされるが、この

規定の意図は、用意ドンといった形で、カウントダウンのないスタートは行わないという

ことである 
7訳者注：この規定の趣旨は、前移動飛び乗りあるいはそれに類似するとみなされる方法で

のスタートは認められないということである。 
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いが、その場合でもスタート合図（バン！と鳴る）前に、いかなる状態でもタイヤが前方

に動いてはならない。他の選手の妨害にならない限りは、ポールを自分が最もスタートし

やすい任意の位置に移動させてスタートを行うことができる。 

選手が実際にスタートラインを実際に通過した時点とは関係なく、スタートの合図が出

た時点において、その選手の（最初の）ヒートが始まった時から経過した時間を、選手の

スタート時点とみなす。 

4.9.1 Riders Must Be Ready 

Riders must be ready when called for their races. Riders not at the start line when 

their race begins may lose their chance to participate. The Starter will decide when to 

stop waiting, remembering to consider language barriers, and the fact that some riders 

may be slow because they are helping run the convention. 

4.9.1 選手のレース出走準備義務8 

選手は自分のレースの招集がかけられたときには出場する準備が整っていなければなら

ない。レースの招集がかけられたときにスタートラインにいない選手はそのレースに参加

する機会を失う。スターターは、言葉の壁あるいは大会を運営あるいはサポートしている

ためにレースの招集がなされてもすぐに来られず遅れて来る選手がいるという現実を考慮

したうえで、レースの招集を行ったあと、いつまで待つのかを決める必要がある。 

 4.10 False Starts 

 A false start occurs if a rider’s wheel moves forward before the start signal, or if one 

or more riders are forced to dismount due to interference from another rider or other 

source. 

There are several options on how to deal with false starts: 

• One False Start Allowed Per Rider: In case of a false start, the heat is restarted. Any 

rider(s) who caused their personal first false start may start again.Any rider(s) causing 

their personal second false start are disqualified. 

• One False Start Allowed Per Heat: In case of a false start, the heat is restarted.For 

the first false start of a particular heat, all riders may start again. Thereafter,any 

rider(s) causing a false start are disqualified. 

• Time Penalty: In case of a false start, the heat is not restarted. If a false start occurs 

by one or multiple riders, these riders receive a time penalty (such as 10 seconds). 

  

If a heat has to be restarted, the Starter will immediately recall the riders, for example 

by firing a gun or blowing a whistle or any other clear and pre-defined signal. 

If the race is started using individual starts or heat starts (see sections 4.7.2 and 4.7.3) 

                                                  
8訳注：この規定は IUF ルール第 2 部トラックレース 2.4.1.選手の出走準備義務に規定さ

れている内容と同じである。 
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a time penalty is the recommended option. In the case of a mass start (section 4.7.4), 

any option is viable. The host must announce the false start method at least two months 

before the event. 

4.10.不正スタート（フライング）9 

スタート合図（バン！）より前にタイヤが前方に動いた場合、他の選手によりあるいはそ

のほかの手段による妨害によって、1 人または複数の選手が落車を強いられた場合には、

不正スタートとなる。 

不正スタート（フライング）に対する扱いとしては次のような複数の方法がある 

・1 選手あたり 1 回の不正スタートを許容：不正スタートが起こった場合には、そのヒー

トは再スタートとなる。不正スタートをまだ 1 回しかしていない選手については再度スタ

ートすることが許される。不正スタートを 2 回してしまった選手についてはその種目では

失格となる10。 

・1 ヒートで 1 回のみの不正スタート：（1 回目のスタートで）不正スタートが起きた場

合、そのヒートは再スタートとなる。ある特定のヒートで 1 回目のスタートにおいて不正

スタートがあった場合、すべての選手が再スタートを許される。それ以降の再スタートに

おいては、（1 回目のフライングか 2 回目かに関係なく）フライングをした全選手がその種

目においては失格となる。 

・タイムペナルティー：不正スタートが発生したときでも、再スタートは行わない。1 人

または複数の選手により、不正スタートが発生した場合、不正スタートを行った選手は（10

秒のように）タイムの加算がされる。 

もし、当該ヒートが再スタートしなければならない場合においては、スターターは直ちに

たとえばピストルを鳴らす、腕を振るあるいはその他事前に定められ、かつはっきりと分

かる合図をして選手を呼び戻す。当該ヒートのスタートの際、最も早くスタートしてしま

った選手だけが失格になる可能性がある11。 

もしレースが individual start「個別スタート」もしくは heat starts「ヒートスタート」

(3.7.2 あるいは 3.7.3.）によって行われる場合には、タイムペナルティー方式が推奨される。

mass start「一斉スタート」（3.7.4.）の場合には、どの方式でも適している。主催者は大会

の 2 か月前までに、どの方式で不正スタートを取り扱うのかを周知しなければならない。 

                                                  
9訳者注：タイムペナルティー方式が追加されている以外は IUF ルール第 2 部 トラックレ

ース 2.5.不正スタート（フライング）に規定されていることと、基本的な考え方および取

り扱い方法は同じである。 
10訳者注：1 選手あたり 1 回の不正スタートが許される方式の場合、通常は誰が不正スタ

ートをしたかはスターターからあるいはスタッフより指や旗、イエローカードなどの手段

で示されることになる。 
11訳者注：ただし、1 ヒートで 1 回のみのフライングが許される場合には特に、複数選手

が同時に失格となる可能性があると解釈ができることから、この条文と上述の規定とがル

ール作成者の意図しないところで矛盾している恐れがあるので、実際にプロテストを行う

場合は注意が必要である。 
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 4.11 Riding Behavior 

  

 4.11.1 Passing 

An overtaking rider must pass on the outside, unless there is enough room to safely 

pass on the inside. Riders passing on the inside are responsible for any fouls that may 

take place as a result. No physical contact between riders is allowed. The slower rider 

must maintain a reasonably straight course, and not interfere with the faster rider. 

 

4.11. （乗車中の）選手の行動 

4.11.1 追い越し12 

内側に追い抜きのための安全で十分な余地がない限りは、追い越しを行う選手は外側から

行わなければならない内側から追い越しを行う場合における違反行為の責任は追い越しを

行った選手が結果的に負うことになる。選手間の身体的な接触は許されない。追い越しさ

れる遅い選手はできるだけ進路をまっすぐ保たねばならず、また速い選手の追い越しを妨

害してはならない13。 

4.11.2 Dismounts 

In Road Racing, dismounting and remounting is allowed. If a rider is forced to 

dismount due to a fall by the rider immediately in front, it is considered part of the race 

and both riders must remount and continue. The Referee can override this rule if 

intentional interference is observed. 

4.11.2 落車14 

ロードレースにおいては、落車および再乗車は認められる。もし、前方を走る他の選手が

自分の目の前で落車したことによって自分が落車を強いられた場合であっても、それはレ

ースの一部としてみなされ、両方の選手とも再乗車してレースを継続しなければならない。

意図的な妨害行為が認められる場合には、審判長はこの規則（落車に巻き込まれることは

自己責任という原則）を無効とすることができる15。 

                                                  
12 訳注：最低車間距離保持義務が削除されていること以外は原則として IUF ルール第 2 部

トラックレース 2.11.追い越しで規定されていることと同一である。 
13 訳注：ロードレースにおいてはトラックレースでオープン区間の場合とは異なり、IUF
ルール第 2 部トラックレース 2.11.追い越しでされているような最低車間距離 618mm の記

載はないので、単に前の選手に接近しすぎただけという理由では違反行為にはならない。 
14IUF ルール第 2 部トラックレース 2.12.落車において規定されている、落車が認められる

レース種目の場合と基本的な考え方は同じである  
15 訳注：落車に巻き込まれることが自己責任という原則を無効とした場合であっても、意

図的な妨害行為を行った選手を失格扱いにする裁定を下す可能性は考えられるが、巻き込

まれた選手のレース再出走の機会を与えることは考えにくい。これは、競技時間が長いこ

とにより、前文において落車は自己責任で原則救済はしないという規定を設けた趣旨から

照らすと、再出走の機会は与えないと考えることが解釈上妥当と考えられるためである。 
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4.11.3 Illegal Riding 

This includes intentionally interfering in any way with another rider, deliberately 

crossing in front of another rider to prevent him or her from moving on, deliberately 

blocking another rider from passing, or distracting another rider with the intention of 

causing a dismount. A rider who is forced to dismount due to interference by another 

rider may file a protest immediately at the end of the race. Riders who intentionally 

interfere with other riders may receive from the Referee a warning, a loss of placement 

(given the next lower finishing place), disqualification from that race/event, or 

suspension from all races. 

4.11.3.不正な乗車方法16 

これ（不正な乗車方法）には、いかなる手段による他の選手に対する故意に邪魔をする

行為、乗車している選手の前を故意に横断する行為、あるいは無理やり落車させるために

追い越しをする他の選手の意図的な妨害行為が含まれる。他の選手の妨害により落車する

ことを強いられた選手についてはレース終了後直ちに「プロテスト」(抗議)の書面を提出す

ることができる。故意に他の選手を妨害した選手には審判長からの警告、順位の降格、当

該種目での失格、あるいはすべての競技への出場を停止されるといった処分が下されるこ

とがある17。 

4.12 Repair, Change, or Replace a (Broken) Unicycle 

In Road Races, riders may make modifications to their unicycles, but must be 

selfsufficient in this. The rider must carry all necessary parts and tools needed for the 

modification(s), and do all the work without any assistance. For example, a rider may 

change cranks but must carry the new cranks and all tools from the start of the race. 

Assistance is allowed in the event of a breakdown or damage to the unicycle. Outside 

tools and hands-on help may assist the rider to continue, including replacing the 

unicycle if necessary. The Chief Referee must confirm that the situation was unplanned 

and was indeed “accidental”. If the Chief Referee determines otherwise and the rider 

used outside assistance for changes to the unicycle, the rider will be disqualified. 

The rider may continue the course on foot (walking, not running) with the broken 

unicycle. If the rider exits from the course, they must reenter the course at or before the 

point where they exited from the course. When the rider is off course, he may run or use 

any other form of transportation. 

Any modifications made to the unicycle must still adhere to the requirements of the 

                                                  
16 IUF ルール第 2 部 2.14.不正な乗車方法に規定されていることと原則は同じである 
17 訳注：IUF ルール第 4 部ロードレース 4.11.2 落車の訳注(注 15)でも触れたとおり、ロ

ードレースの場合、「プロテスト」を行っても、相手に処分を下すことにはなりうるが、自

身が救済措置の適用を受けられることは考えにくい。とはいっても妨害を受けたと思った

のであれば当然「プロテスト」を行う必要があるものと考えられる。 
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category that the rider is entered in. For example, if a rider broke a crank in the 

Standard 24" 10k race, they are only allowed to install a new crank of 125 mm or longer. 

4.12 修理、（故障した）一輪車の取替え  

ロードレースにおいては、選手が自分の一輪車を修理する行為は認められる。しかし修

理にあたっては「自給自足」（selfsufficient ） で行われなければならない。選手は修理に

必要となるいかなる部品ならびに道具も自分で（故障した地点まで）運ばなければならず、

また他人の援助を受けることなく行わなければならない。たとえば、選手は（レース中に）

クランクを交換することは認められるが、新しいクランクならびに交換に必要な道具はレ

ースのスタート地点から自身で運搬18しなければならない。 

一輪車が故障あるいは破損した場合において、（第三者が当該選手に対して）救援を行う

ことは認められる 。その選手がレースを継続するために、必要に応じて一輪車を交換する

ことを含め、外部の管理下にある道具ならびに実作業において救援を行うことは認められ

る。審判長はその状況が予定外のものであり、実際に「不慮の」 出来事である旨を承認し

なければならない  。もし審判長が、不慮の出来事でないのにその選手が外部からの（修

理や一輪車取替えの）救援を受けたと認める場合には、その選手は失格となる。 

選手は故障した一輪車を持ってコースを足で歩いて（ただし、走ってはならない）レース

を継続することができる。もし選手がコース外に（一旦）退出する場合には、レースを継

続するには、その選手がコース外に退出した地点もしくはその地点より（スタート側に）

前方からコースに戻らなくてはならない。選手がコース外に退出するときは、走ることあ

るいはいかなる移動手段を使って移動することができる。 

 一輪車に対してなされたいかなる修理や取替えであっても、その選手がエントリーして

いるカテゴリーの一輪車の要件を満たすものでなければならない19。たとえば、24 インチ

標準車種の 10 キロレースにおいてクランクが破損した場合には、新しいクランクは、クラ

ンク長 125mm あるいはそれ以上のものしか取り付けてはならない。 

4.13 Finishes 

Finish times are determined when the front of the tire first crosses the vertical plane of 

the nearer edge of the finish line. 

Riders are always timed by their wheels, not by outstretched bodies. If riders do not 

cross the line in control, they are awarded a 5 second penalty to their time. “Control” is 

defined by the rearmost part of the wheel crossing completely over the vertical finish 

plane (as defined above) with the rider having both feet on the pedals. (Note: a rider is 

                                                  
18 訳注：本規定の第 3 段落で規定されている通り、その選手の人力しか使えないというこ

とではない。自動車やバイク、あるいは動力を用いる道具の使用は可能である。 
19 修理した一輪車あるいは取り替えた一輪車は当然に第 1 章の Definition の Standard 
Unicycle「標準一輪車」の規定に即したものでなければならない。また標準車種レースでは

それに加えて、カテゴリーごとに規定されているタイヤ寸法およびクランク長制限を満た

している一輪車である必要がある。この規定は上述の趣旨であると解釈される。 
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not considered in control if the unicycle crosses the finish line independent of the rider. 

The finish time is still measured by when the wheel crosses the vertical finish plane and 

the 5 second penalty is applied.) 

In the case where a rider is finishing with a broken unicycle, the rider must bring at 

minimum the wheel to the finish line, and time is still taken when the wheel crosses the 

finish line. The 5 second penalty is applied. 

If finish times for a race are timed using microchips or other non-photographic 

electronic equipment, finish order must be verified by photo timing equipment if the 

finishers are within 0.1 seconds of each other. Also, in the case where a world record is 

suspected of being set, the time must be verified with photo timing equipment. 

4.13. フィニッシュ20 

フィニッシュをした時点はタイヤの前端がフィニッシュラインの最もスタートに近い垂

直面を通過した時となる。 

選手のタイムは体の一部分が通過した時点ではなく、タイヤの通過時点で計測される。

もし、選手が一輪車を control「コントロール」していない状態でフィニッシュラインを通

過した場合には、5 秒のペナルティータイムが加算される。”control”「コントロールして

いる状態」とは、タイヤの最も後端が、両足がペダルについている状態で、完全にフィニ

ッシュラインの「垂直面上」（上述の定義の通り）を通過したことをいう（注：もし一輪車

が選手とは無関係に21フィニッシュラインを通過した場合には、その選手は「コントロール

された状態」とはみなされない。その場合であっても、フィニッシュは車輪がフィニッシ

ュラインの「垂直面上」を通過した時点から 5 秒のペナルティを加算したタイムによって

判定される）。 

 もし、一輪車が壊れた状態でフィニッシュした場合には、選手は最低限車輪をフィニッ

シュラインに持っていかなればならず、車輪がフィニッシュラインを通過した時点でフィ

ニッシュをしたと判定される。この場合当該選手は 5 秒のタイムペナルティーの適用とな

る22。 

 もし、レースのタイムを、マイクロチップを使用して計測する場合あるいは写真判定シ

ステムを使用しないで計測する場合おいて、0.1 秒以内に続けてフィニッシュした選手がい

るときには、フィニッシュ順は写真判定装置によって確認しなければならない。また、世

界記録が樹立された可能性がある場合には、その記録は写真判定装置によって確認される

                                                  
20 トラックレースの規則（2.11.落車ならびに 2.6. フィニッシュ）と基本的な考え方は同じ

である。 
21 たとえば、フィニッシュライン直前で落車したが、その際一輪車が前方に転がって無人

の一輪車だけがフィニッシュラインを通過したようなケースが考えられる。 
22訳者注：「フィニッシュは一輪車に乗って通過しなければならない」という規定に違反し

ているために、故障した一輪車を持っていてもこの規定の適用は除外されないものと解釈

される。 
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必要がある。 

 

 4.14 Optional Race-End Cut-Off Time 

 It may be necessary to have a maximum time limit for long races, to keep events on 

schedule. When this is planned in advance, it must be advertised as early as possible, 

so attending riders will know of the limit. Additionally, at the discretion of the Racing 

Director, a race cut-off time may be set on the day of or during an event. The purpose 

of this is to allow things to move on if all but a few slow racers are still on the course. 

These cut-offs need not be announced in advance. At the cut-off time, any racers who 

have not finished will be listed as incomplete (no time recorded, or same cut-off time 

recorded for all). Optionally, if there is no more than one person on the course per age 

category and awards are at stake, they can be given the following place in the finishing 

order. But if each participating age category has had finishers for all available awards 

(no awards at stake), there is no need to wait. 

 4.14.主催者によるレース時間制限の設定 

 長距離のレースにおいては、スケジュールに遅れを生じないようにするためにレース最

大時間の制限をすべきである。レース最大時間制限の設定を事前に計画する場合には、参

加する選手がその時間を知ることができるように、なるべく早く告知しなければならない。

それに加え、レース審判長の決定によって、当日あるいは競技中にこれを設定してもよい。

時間制限の目的はコース内に残っているとても遅い選手が少数しか残っていない場合に、

当該選手をコースから出すことができるようにすることである。これらの時間制限につい

ては事前に告知する必要はない。制限時間になったときには、まだフィニッシュしていな

い選手はすべてフィニッシュしていないものとして扱われる（タイムは記録されない、あ

るいはすべて時間切れとして記録される）。オプションとして、各年齢区分内において誰も

制限時間内にフィニッシュできず、表彰式を行う時点でなお競技中の場合には、そのまま

フィニッシュできたと仮定した順位をつけることができる。ただし、競技を行った各年齢

区分において表彰を行うことができる順位でフィニッシュした場合には、その順位決定を

待つ必要なく表彰式を行う（（ただし、当該表彰対象選手が）レース中には表彰式は行わな

いものとする）。 
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