2021 ICU World Cheerleading Championships
2021 ICU Junior World Cheerleading Championships
CHEERLEADING TEAM DIVISIONS RULES & REGULATIONS
Team Cheer Coed, Team Cheer All Girl Divisions
（2020年から追記及び修正点を赤字にて表記）
※2020年日本代表選考部門に関わる規則を抜粋のうえ翻訳しています。

Ⅰ.一般規則
A. 大会期間中、全てのチーム/参加者は適切な資格を有するディ
レクター/ アドバイザー/コーチの管理指導のもと行動するこ
と。
B. 全てのチーム運営者、監督、コーチは不急の事態に備えてお
かなくてはならない。

I. GENERAL RULES
A. All teams must be supervised during all official functions
by a qualified director/advisor/coach.
B.

All directors, advisors and coaches should have an
emergency response plan in the event of an injury.

II. TOURNAMENT
A. The event will take place on Wednesday 21 April 2021 to
Friday 23 April 2021 in Orlando Florida.
Wednesday 21 April 2021
ICU Junior World Championships & Awards
ICU World Championships Opening Ceremonies
Thursday 22 April 2021
ICU Adaptive Abilities World Championships, Special
Olympics and Special Abilities World Championships &
Awards
ICU World Championships Semi-Finals
Friday 23 April 2021
ICU World Championships Finals & Awards

B.
C.

II.大会日程
A. 2021 ICU World Cheerleading Championshipsは2021年4月
21日（水）～23日（金）まで、アメリカ・フロリダ州オーラ
ンドで開催される。
4月21日（水）
ICU Junior World Championships と表彰式
ICU World Championships 開会式
4月22日（木）
ICU Adaptive Abilities World Championships, Special
Olympics & Special Abilities World Championships と表彰
式
ICU World Championships 準決勝
4月23日（金）
ICU World Championships 決勝と表彰式
ICU World Championships 閉会式

The competition is scheduled to be held at the ESPN Wide
World of Sports ® Complex.
The tournament officials shall have the right to alter the
time and location of the competition in the event changes
become necessary due to inclement weather, facility
problems, television production requirements, or any
other situation deemed by the tournament officials to be
essential to the successful execution of the championship.

B.
C.

大会はESPN Wide World Sports ®Complexにて行うことを
予定する。
大会の運営者側は、大会を安全に遂行するために、天候、施
設の問題、テレビ放映に関する必要性、また他の理由によ
り、大会の時間や場所を変更する権利を有する。

III. HOW TO HANDLE PROCEDURAL QUESTIONS
A. RULES & PROCEDURES —Any questions concerning
the rules or procedures of the competition will be handled
exclusively by the director / coach of the team and will be
directed to the Competition Director. Such questions
should be made prior to the team’s competition
performance.
B. PERFORMANCE — Any questions concerning the team’s
performance should be made to the Competition Director
immediately after the team’s performance and/or
following the outcome of the competition.

III.運営上の質問について
A. ルールと手続き-ルールや手続きに関する質問はチームの監督
またはコーチからのみ大会運営側に問い合わせること。大会
での演技に先立って済ませること。

IV. SPORTSMANSHIP

IV.スポーツマンシップ

B.

演技―演技に関する質問は演技終了後、または大会終了後ま
でに速やかに大会運営側に行うこと。

全ての参加者は、イベントを通してスポーツマンシップに
則って行動すること。各チームの監督・指導者・コーチは、
各選手、コーチ、保護者およびその他の関係者がしかるべく
行動するよう監督する。スポーツマンシップに著しく反する
行為は参加資格剥奪の対象となる。

All participants agree to conduct themselves in a manner
displaying good sportsmanship throughout the
competition with positive presentation upon entry and
exit from the performance area as well as throughout the
routine. The advisor and coach of each team is responsible
for seeing that team members, coaches, parents and other
persons affiliated with the team conduct themselves
accordingly. Severe cases of unsportsmanlike conduct
are grounds for disqualification.
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V. INTERRUPTION OF PERFORMANCE

V.演技の中断

A. UNFORSEEN CIRCUMSTANCES

A. 不測の事態

1.

If, in the opinion of the competition officials, a team’s
routine is interrupted because of failure of the competition
equipment, facilities, or other factors attributable to the
competition rather than the team, the team affected
should STOP the routine.

1.

大会施設、設備の不備、その他避けがたい要因で演技が中断
された場合は、大会役員の判 断で演技を止めることができ
る。

2.

The team will perform the routine again in its entirety;
however, will be evaluated ONLY from the point where
the interruption occurred. The degree and effect of the
interruption will be determined by the competition
officials.

2.

演技は最初からやり直しができるが、ジャッジは中断したと
ころから行う。中断の程度や影響は 大会役員が判断する。

3.

If a team needs to re-perform a routine but fails to do the
routine in its entirety, then this team will receive a score
based on the lower level performance.

3.

チームが再演技をしても完全な演技ができない場合、より低
い点数を獲得することとなる。

B. FAULT OF TEAM

B.チーム側の不備

1.

1.

チームの不備で演技が中断した場合は、チームは演技を続け
るか棄権しなくてはならない。

In the event a team’s routine is interrupted because of
failure of the team’s own equipment, the team must either
continue the routine or withdraw from the competition.

2.

The competition officials will determine if the team will be
allowed to perform at a later time. If decided by officials,
the team will perform the routine again in its entirety;
however, will be evaluated ONLY from the point where
the interruption occurred.

2.

チームがもう一度演技できるかどうかは大会役員が判断す
る。役員が再演技を選択した場合は演技を最初から行える
が、ジャッジは中断したところから行う。

3.

If a team needs to re-perform a routine but fails to do the
routine in its entirety, then this team will receive a score
based on the lower level performance.

3.

チームが再演技をしても完全な演技ができない場合、より低
い点数を獲得することとなる。

C. INJURY

C.怪我

1.

The only persons that may stop a routine for injury are: a)
competition officials, b) the advisor / coach from the team
performing or c) an injured individual.

1.

怪我による演技の中断を求めることができるのは a)大会役員
b)チーム関係者・コーチc)怪我をした本人

2.

The competition officials will determine if the team will be
allowed to perform at a later time. If the competition
officials allow a routine to be performed at a later time,
the spot in the schedule where the re-performance is to
take place is at the sole discretion of competition officials.
The team may perform the routine again in its entirety;
however, will be evaluated ONLY from the point where
the interruption occurred.
If a team needs to re-perform a routine but fails to do the
routine in its entirety, then this team will receive a score
based on the lower level performance.

2.

チームが再度演技できるかどうかは大会役員が判断する。再
演技が許可された場合でも、スケジュールのどこで演技する
かを決めるのは大会役員である。演技は最初から行えるが、
ジャッジは中断したところから行う。

3.

チームが再演技をしても完全な演技ができない場合、より低
い点数を獲得することとなる。

The injured participant that wishes to perform may not
return to the competition floor unless:

4.

怪我をした選手は以下のものがなくては演技に戻ることはで
きない

3.

4.

a.

b.

c.

d.

The competition officials receive clearance from, first,
the medical personnel attending to that participant,
the parent (if present) AND THEN the head
coach/advisor of the competing team.
If the medical personnel do not clear the participant,
the participant can only return to the competition if a
parent or legal guardian in attendance signs a return
to participation waiver.
In the event of a suspected concussion, the
participant cannot return to perform without
clearance from a physician (MD/DO) that has training
related to head injuries, and waiting 24 hours, even
with a waiver from a parent or legal guardian.
In addition to the head injury policy, we encourage
you to be familiar with the specific law where the
competition is being held.
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a.

第1にチームの医療関係者、第2に保護者、そしてチーム
コーチや関係者からの承諾

b.

チームの医療関係者がいない場合は保護者または法定後
見人からの承諾

c.

脳震盪の疑いがある場合には、頭部外傷に関する研修を
受けた医師(M.D.かD.O.)の許可なしに演技を再開するこ
とはできない。保護者、または法定後見人からの権利放
棄があったとしても、24時間は演技の再開はできない。
M.D.(Medicine Doctor)D.O. (Doctor of Osteopathic
Medicine)

d.

頭部外傷に関するルールの他、開催地に於ける特別な法
律についても熟知しておくことを推奨する。

VI. ルールと解釈

VI. INTERPRETATIONS AND/OR RULINGS

ルールや規則の判断は大会に関係することであればルール委
員会から発表される。ルール委員会は 大会の精神や目標に
沿った判断を決定していく。ルール委員会は大会役員、ヘッ
ドジャッジ、大会関係者で構成される。

Any interpretation of any aspect of these Rules and
Regulations or any decision involving any other aspect of
the competition will be rendered by the Rules Committee.
The Rules Committee will render a judgment in an effort
to ensure that the competition proceeds in a manner
consistent with the general spirit and goals of the
competition. The Rules Committee will consist of the
Competition Director, Head Judge, and a designated
competition official.
VII. DISQUALIFICATION

VII.資格はく奪
大会が設ける「ルールと規則」が守れないチームは賞や順位
がはく奪されることもある。また次年の参加資格を失うこと
もある。

Any team that does not adhere to the terms and
procedures of these “Rules and Regulations” will be
subject to disqualification from the competition, will
automatically forfeit any right to any prizes or awards
presented by the competition, and may also forfeit the
opportunity to participate the following year.
VIII. SPOTTER POLICY
In an effort to promote a higher level of safety for
competing athletes,the ICU World
CheerleadingChampionships will provide spotters for all
rehearsal and competition floors. To provide the safest
competive enviroment, team should not attempt skills
beyond their ability level.

VIII. スポッターポリシー
ICU World CheerleadingChampionshipsは競技選手の安全性を高
める為に、全てのリハーサルフロアと競技フロアにスポッターを
提供する。最も安全な競技環境を提供する為に、チームは能力レ
ベルを超えたスキルを試してはならない。

IX. MUSIC
A. For the 2021 ICU World Championships and Junior
World Championships, all National Teams will have the
choice of following the USA Cheer
(https://www.usacheer.org/music) or ICU
(http://cheerunion.org/education/musicinfo/)
Music Copyrights Educational Initiative.

IX. 音楽
A. 2021年のICU世界選手権及びジュニア世界選手権に出場する
すべてのナショナルチームはUSA
Cheer(https://www.usacheer.org/music) また
ICU(http://cheerunion.org/education/musicinfo/)の音楽著作
権を選択すること。

B.

I have read and understand the USA Cheer or ICU Music
Copyrights Educational Initiative and all sound
recordings used in our team’s music shall only be used
with the written license from the owner(s) of the sound
recordings.

B.

USA CheerまたはICU音楽著作権を読み理解し、チームの音
楽として使用されるものは、録音の所有者によるライセンス
証書でのみ認められるものとする。

C.

Teams must be able to provide proof of licensing during
the registration at the Championships.

C.

チームは、大会中にライセンス証書を提出することができな
ければならない。

D.

If a team does not have proof of music licensing available,
they will be allowed to perform to an optional approved
track of music or a track with counts (provided by the
ICU) or can count verbally.

D.

チームが音楽のライセンス証書を入手できない場合、承認さ
れた音楽トラックまたはカウント付きトラック（ICUが提供
する）で演技するか、口頭でのカウントで演技することがで
きる。

E.

If a team cannot provide proof of licensing, and do not
perform to an optional approved track of music or to
counts, the team will be disqualified from the competition.

E.

チームがライセンス証書を提出できず、承認済みの音楽ト
ラックやカウントで演技しない場合、競技会から失格とな
る。

F.

If there are concerns regarding a certain team’s use of
music, a Challenge Form must be completed immediately
following the team’s performance.
A challenge can only be made by the official coach or an
official National Federation representative of a team
competing at the event at where the challenge is being
made.

F.

チームの音楽使用に関して懸念がある場合は、チームの演技
の直後にチャレンジフォームを完了すること。

G.

チャレンジは、公認コーチまたはその競技会でのチームの公
式な国の連盟代表によってのみ行われることができる。

G.

H. チャレンジの方法：

H. Challenge Process:
1.

All music challenges must be submitted in writing to
the International Cheer Union head official.

1.

すべての音楽チャレンジは ICU国際チア連合代表役員へ
提出されること

2.

There will be a $100 USD fee to request a music
challenge and must be in the form of USA currency.
Fees collected will be returned if the challenge is
correct.
If the team challenged can provide documentation
during the event or can be verified, the fees will be
donated to a local children’s charity, St. Jude
Children’s Research Hospital.

2.

音楽チャレンジの要求には100米ドルの手数料がかかり、
必ず米国通貨の支払いであること。
手数料はチャレンジが正当なものであれば返金される。

3.
4.

3.
4.
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チームのチャレンジが大会期間中に書類を提出するか、
正当性を確認できればその費用は地元の子供慈善団体セ
ント・ジュード・チルドレンズ・リサーチ・ホスピタル
に寄付される。

5.

5.

If the team challenged can provide documentation
that requires further review, a decision will be
finalized within 48 hours of the event.

チャレンジしたチームがさらなる調査を必要とする書類
を提供できる場合、48時間以内に決定が確定される。

I.

Each team is required to have a responsible adult remain
at the music station that knows the routine and music.
This representative is responsible for start the music and
stopping the music in case of technical malfunction or
injury.

I.

各チームは、ルーティンと音楽を理解している責任ある大人
を音楽ステーションに置くこと。この代表者は、音楽を開始
し、技術的な不具合や怪我の場合には音楽を停止する責任が
ある。

J.

If available and if applicable, it is recommended that
teams who prepare their routine music on a Digital Audio
Workstation (DAW) should assure the volume of the
music is at “0”. Should a DAW be available, a few
additional reminders:

J.

デジタルオーディオワークステーション（DAW・音楽編集ソ
フト）で大会使用曲を作成するチームは、音量が「0」である
ことを確認することを推奨する。
DAWを使用する場合、下記に注意すること。

K.

L.

・ Most DAWs have a default that sets a track at -6
when a track is added

・ ほとんどのDAWには、トラックが追加されたときに音量
を-6に初期設定する機能がある。

・ Check to see if there is a normalization process after
the work is rendered/saved

・ 保存後に音量が均一化されているかどうかを確認するこ
と。

All teams must provide their own CD or MP3 device for
use on the sound system provided for the event. Music
must be recorded at the correct tempo on a high quality
CD or leaded onto an MP3 device.
Use of a Smart Phone for playing routine music is not
recommended due to the probably of music interference
during the routine.

K.

L.

すべてのチームは、会場の音響設備につなぐCDまたはMP3プ
レイヤーを準備する必要がある。音楽は高品質のCDに正しい
テンポで録音するか、MP3プレイヤーにデータを入れる必要
がある。
大会使用曲を再生するためにスマートフォンを使用すること
は、演技中に音楽が途切れる可能性があるため、推奨しな
い。

M. MP3 devices must be free of any cover (protective,
decorative or otherwise) to assure an unobstructed
connection with the event sound system.

M. MP3プレイヤーを正しく接続するために、カバー（保護、装
飾、またはその他）を外すこと。

N. It is important (if applicable) that all devices have a
headphone connection component/jack to connect to the
sound system and that all devices are fully charged,
volume turned up and placed in airplane mode. For teams
using a CD, it is important that the CD is unscratched to
prevent a music malfunction while in play.

N. 音楽再生デバイスを使用する場合は、会場の音響設備につな
げるためのイヤホンジャックがあり、完全に充電され、音量
が上がった状態で機内モードになっていることを確認するこ
と。 CDを使用する場合は、再生中に音飛びがないよう、CD
に傷がないことを確認すること。

O.

All device connection components/jacks must be clean and
free of any debris to prevent a music malfunction. Should
a team’s device not have a headphone connection
component/jack, then the team must have an adapter to
accommodate this device requirement on site for the
competition.

O.

音楽の誤動作を防ぐために、デバイスの接続端子は清潔で埃
が詰まっていない状態であること。デバイスにイヤホン
ジャックがない場合、大会会場の機材に接続可能なアダプ
ターを持参すること。

P.

Music on a CD must be labeled with the team/country
name and division. One (1) or more selections of music
may be used within accordance of the rules enclosed
herein; however, based on the higher probably of technical
errors of CDs, teams must also have their routine music
on an MP3 device for back up.
Teams may not use Disney themes nor may they have
costumes that resemble a Disney character. However,
Disney music is acceptable if following the music
guidelines.

P.

CDにはチーム名/国名/部門名を記載すること。本書に記載さ
れている規則に従って1つ以上の音楽が使用できる。また、予
備音源としてMP3プレイヤーを用意すること。

Q.

ディズニーテーマを使用することやディズニーキャラクター
に似た衣装の着用は不可。ただし、音楽のガイドラインに従
えば、ディズニーの音楽は受け入れられる。

Q.

X. ロゴの使用

X. LOGO USAGE
A.

B.

Teams will not be allowed to use the ICU logo including:
banners, rings, bows, t-shirts, etc. without prior approval
from the ICU office. The use of the ICU letters will be
allowed.
Due to the conditions of television production, venue
and/or ICU sponsorships, teams are permitted to have
sponsors (names, logos, etc.) on athlete outerwear/warm
up attire, as well as athlete practice wear; however,
sponsors (names, logos, etc.) are not allowed on athlete
attire (uniform, etc.) that will be worn on the ICU Junior
or ICU World Cheerleading Championships competition
floor.
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A.

ICU事務局からの事前承認なしに、バナー、リング、ヘアリ
ボン、TシャツなどにICUロゴを使用できない。ICUの文字の
使用は可。

B.

テレビ制作、会場、ICUスポンサーシップの条件により、
チームは選手の上着や練習着にスポンサー名、ロゴを入れる
ことができるが、ICU世界選手権及びジュニア世界選手権の
競技場で着用するユニフォームでは入れることができない。

XI. メディアポリシー

XI. MEDIA POLICY

大会会場やその関連会場（ホテルやレストランを含むがこれ
らに限定されない）は「イベントロケーション」と指定され
ているので、そこでの商業目的の録音、録画やライブスト
リーミングを禁止とする。 チームが大会会場で商業目的の録
音、録画やライブストリーミングを行った場合、チームは自
動的に失格となる。さらに、個人的、非営利的であっても大
会中に演技の全てまたは一部をライブストリーミングアプリ
（Periscope、Facebook Liveなど）を使用し配信してはいけ
ない。 大会へ参加／チケットを購入して会場へ入場すること
により、各参加者は、ICUおよびその関連団体、被指名者、
代理人、ライセンシー、および招待者に、録音された動画、
版権物、動作、声明を、生放送、録画、ビデオ、フィルム、
写真、その他の通信手段、展示、出版、その他メディア上で
の複製を、商業目的及び宣伝目的での利用を含む、現時点で
知られている及び今後作られる可能性のある全てのもの、に
関して許可なしで、無償で提供するものとする。

No commercial recording (audio or visual) or commercial
live streaming is allowed in the event venue or other
event-related venues (including but not limited to, hotels
and restaurants) or on the grounds of any such venues
(collectively, “Event Locations”. In the event a team
authorizes the commercial recording or streaming in any
Event Location, the team will be automatically
disqualified. In addition, the personal, non-commercial
use of live streaming apps (such as Periscope, Facebook
Live, etc.) to capture all or any part of a performance
during the event is not permitted. By attending/
purchasing admission to the event, each attendee grants
permission to ICU and its affiliates, designees, agents,
licensees and invitees to use the image, likeness, action
and statements of the attendee in any live or recorded
audio, video, film, or photographic display or other
transmission, exhibition, publication, or reproduction
made of, or at, the event in any medium, whether now
known or hereafter created, or context for any purpose,
including commercial or promotional purposes, without
further authorization or compensation.
XII.GENERAL SAFETY RULE

XII. 一般安全規定

A.

All athletes must be supervised during all official
functions by a qualified director/coach.

1.

全てのチーム運営者、監督、コーチは不急の事態に備えてお
かなくてはならない。

B.

Coaches must require proficiency before skill progression.
Coaches must consider the athlete, group and team skill
levels with regard to proper performance level placement.

2.

コーチは技の向上に先立ってコーチという任務への熟達が必
要である。コーチは選手やチームの技術レベルに適した内容
が実践できるようにしなくてはならない。

C.

All teams, coaches and directors must have an
emergency response plan in the event of an injury.

3.

全てのチーム運営者、監督、コーチは不急の事態に備えてお
かなくてはならない。

D.

Athletes and coaches may not be under the influence of
alcohol, narcotics, performance- enhancing substances or
over-the-counter medications that would hinder the
ability to supervise or execute a routine safely, while
participating in a practice or performance.

4.

選手もコーチも、十分な監督や安全な演技を行う能力を妨げ
るようなアルコール、麻薬、筋肉増強剤、処方薬の影響下に
ある場合は、練習や演技を行ってはならない。

E.

Athletes must always practice and perform on an
appropriate surface. Technical skills (stunts, pyramids,
tosses or tumbling) may not be performed on concrete,
asphalt, wet or uneven surfaces or, surfaces with
obstructions.

5.

選手はいつでも適正な場所で練習、演技しなくてはならな
い。技術的なスキル（スタンツ、ピラミッド、トス、タンブ
リング）はコンクリート、濡れている場所、平らでない場
所、障害物のある場所では行ってはならない。

E.

Soft-soled shoes must be worn while competing. No dance
shoes/boots, and/or gymnastics slippers (or similar)
allowed. Shoes must have a solid sole.

6.

競技の間は柔らかいソールの靴を着用しなくてはならない。
社交ダンスシューズ、ブーツ、体操シューズ（または同等
品）は禁止。

G.

Jewelry of any kind, including but not limited to, ear,
nose, tongue, belly button and facial rings, clear plastic
jewelry, bracelets, necklaces and pins on uniforms is not
allowed. Jewelry must be removed and may not be taped
over. Exception: medical ID tags/bracelets. Clarification:

7.

耳、鼻、舌、へそまたはフェイシャルリング、ブレスレット、ネックレ
ス、ユニフォームにつけるピンは禁止。
ジュエリーは外すかテープでとめなくてはならない。
例外：医療用IDタグブレスレット。ラインストーンはユニフォームに
しっかりとつけている状態のものは可、皮膚についているものは禁
止。

8.

動作の力を 増強させるような設備の使用は禁止。 例外：スプ
リングフロア

9.

旗、バナー、サインボード、ポンポン、メガフォン、布のみが使用可
能な道具である。竿や同等のもので支持して使用する道具はスタン
ツやタンブリングでは使用してはならない。(例外：アディプティブア
ビリティー、スペシャルオリンピックス＆スペシャルアビリティーの選
手の補助器具）道具を投げるときは危険のないようにしなくてはなら
ない。（例：サインボードをスタンツからマットを横切って投げることは
禁止）ユニフォームの一部を体から外して視覚効果に使用した場合
は道具とみなされる。

Rhinestones are allowed when adhered to the uniform
and not allowed if adhered to the skin.
H. Any height increasing apparatus used to propel an athlete
is not allowed. Exception: spring floor.
I.

Flags, banners, signs, poms, megaphones and pieces of
cloth are the only props allowed (Exception: Adaptive
Abilities, Special Olympics & Special Abilities athlete
mobility/support devices). Props with poles or similar
support apparatus may not be used in conjunction with
any kind of stunt or tumbling. All props must be safely
discarded out of harm's way (example: throwing a hard
sign across the mat from a stunt is not allowed). Any
uniform piece purposefully removed from the body and
used for visual effect will be considered a prop once it is
removed from the body.
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J.

Supports, braces and soft casts that are unaltered from
the manufacturer’s original design/production do not
require additional padding. Supports, braces and soft
casts that have been altered from the manufacturer’s
original design/production must be padded with a closedcell, slow-recovery foam padding no less than ½ inch/1.27
centimeters thick if the participant is involved in stunts,
pyramids or tosses. A participant wearing a hard cast
(example: fiberglass or plaster) or a walking boot must not
be involved in stunts, pyramids or tosses.
Exception: Within the ICU Adaptive Abilities Divisions,
Special Olympics & Special Abilities Divisions, a mobile
assistance and support devices in use to assist the athlete
are considered part of the athlete. In these cases, X.10
does not apply.

10. 製造元から変えていないサポーター、添え木、柔らかいギプスは追
加で覆うものは不要。もし、スタンツやピラミッド、トスに関わるのであ
れば製造元から変えているサポーター、添え木、柔らかいギプスは
1.5インチ/1.27センチ以下の厚みのあるガーゼ等で覆わなければ
ならない。固いギプス（例：ファイバーグラス、プラスチック）や歩行
補助用ブーツを履いている選手がスタンツ、ピラミッドやトスに関わ
るのは禁止。
（例外：ICUのアディプティブアビリティー部門、スペシャルオリン
ピックス＆スペシャルアビリティー部門では選手を補助するための
器具は身体の一部としてみなす。このような場合には、認められ
る。）

K.

From a level grid standpoint, all skills allowed at a
particular level additionally encompass all skills allowed
in the preceding levels.

11. レベルグリッドにおいて、当該のレベルはそれより下のレベ
ルのスキルを包含する。

L.

Required spotters for all skills must be your own team’s
members, and be trained in proper spotting techniques.

12. 望ましいスポッターとはチームメンバーでなくてはならず、
正しいスポッティングテクニックを学んでいること。
13. ひざ、尻、腿、体の前面、背中での着地、ジャンプ、スタンツや逆さ
姿勢からのスプリット着地は、着地の衝撃を和らげるため手や足に
体重の大部分が乗っていないものは禁止。シュシュノバは可。
補足：両手足で体重を支えるいかなる着地も明確なルール違反で
はない。

M. Drops including but not limited to knee, seat, thigh, front,
back and split drops from a jump, stunt, or inverted
position are not allowed unless the majority of the weight
is first borne on the hands or feet, which breaks the
impact of the drop. Shushinovas are allowed.

Clarification: Drops that include any weight bearing
contact with the hands and feet are not in clear violation
of this rule.
N. Athletes must have at least one foot, hand or body part
(other than hair) on the performing surface when the
routine begins. Exception: Athletes may have their feet in
the hands of base(s) if the base(s) hands are resting on the
performing surface.

14. 演技の開始時、選手の片足、片手、体の一部（髪以外）が競
技フロアに接していなければならない。
補足：ベースの手に足を乗せている場合はベースの手がフロ
アに接していること。

O.

The competitors who begin a routine must remain the
same throughout the course of a routine. A performer is
not permitted to be “replaced” by another performer
during a routine.

15. 競技者は演技の間は交代してはならない。

P.

An athlete must not have gum, candy, cough drops or
other such edible or non-edible items, which may cause
choking, in her/his mouth during practice and/or
performance.
For purposes of promotion of international sport and the
global athletic image of the Sport of Cheer, athletes are
recommended to compete in national team attire that does
not intentionally expose the midriff/mid-section of the
athlete while the athlete is in a standing position. For
purposes of awareness, this is only a recommendation for
2020.

16. 窒息を防ぐため、選手は練習でも大会演技時でもガム、キャン
ディー、咳止めドロップなどの食べるもの、または食べ物以外でも、
口に入れていてはいけない。

Q.

17. チアというスポーツが国際的なスポーツ・選手へと昇進するために、
選手は意図的にミッドリフ/ミッドセクションを露出させない代表チー
ムの装いで競技することが推奨されます。これは2020年唯一の推
奨事項である。
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ICU ADVANCED DIVISION RULES
ADVANCED DIVISION GENERAL TUMBLING
A. All tumbling must originate from and land on the
performance surface.

Clarification: A tumbler may rebound from his/her feet
into a transition. If the rebound from the tumbling pass
involves hip-over-head rotation, then the tumbler/top
person must be caught and stopped in a non-inverted
position before continuing into the hip-over-head
transition or stunt.

B.

C.
D.

E.

Example: Round off handspring and then a bump or
contact from a base or bracer straight into a back flip
would break this rule. A clear separation from the
tumbling to the stunt is needed to make this
legal.Catching the rebound and then dipping to create the
throw for the rotation is legal. This would also be true if
coming from just a standing back handspring without the
round off.
Tumbling over, under, or through a stunt, individual, or
prop, is not allowed.

ICU アドバンス部門 ルール
アドバンス部門 タンブリング全般
A. 全てのタンブリングは競技フロアから始め競技フロアに着地しなけ
ればならない。

a
a
a
a

補足：タンブラーはリバウンドして、そのまま足からスタン
ツに移行しても良い。もし腰が頭を越える回転を伴うタンブ
リングパスからリバウンドする場合、タンブラー/トップは腰
が頭を越えるトランジションやスタンツに続く前に、イン
バート姿勢ではない姿勢でキャッチされ、止まらなくてはな
らない。

a

例：ラウンドオフハンドスプリングをしてベースまたはブレ
イサーとの接触の後バックフリップをするとルール違反にな
る。このような違反を防ぐためには、タンブリングとスタン
ツを明確に区別しなければならない。着地のリバウンドを
キャッチしてディッピング（一度下げてから戻す動き）して
からフリップさせるために投げることは違反ではない。スタ
ンディングバックハンドスプリングの実施においても同様。

a
a

a
a
Clarification: An individual may jump over another
a
a
individual.
Tumbling while holding or in contact with any prop is not a
allowed.
a
Dive rolls are allowed:
a
Exception 1: Dive rolls performed in a swan/arched
a
position are not allowed.
a
a
Exception 2: Dive rolls that involve twisting are not
allowed.
a
a
Jumps are not considered a tumbling skill from a
a
legalities point of view. Therefore, if a jump skill is
included in a tumbling pass, the jump will break up the
a
pass.
Example: If an athlete in Advanced/L4 performs a
roundoff - toe touch - back handspring - whip-layout, this
combination of skills would not be allowed since
consecutive flip-flip combinations are not allowed within
the Advanced/L4 Standing Tumbling regulations.

a
a
a

ADVANCED DIVISION STANDING TUMBLING
A. Standing flips and flips from a back handspring entry are
allowed.
B. Skills are allowed up to 1 flipping and 0 twisting
rotations.
Exception: Aerial cartwheels and Onodis are allowed.
C. Consecutive flip-flip combinations are not allowed.
Example: Back tuck – back tuck, back tuck – punch front
are not allowed.
D. Jump skills are not allowed in immediate combination
with a standing flip.
Example: Toe touch back tucks, back tuck toe touches,
pike jump front flips are not allowed.

a
a
a
a
a

B.

補足：選手が他の選手を飛び越えることは可。
C.

小道具を持ったまま、または触れた状態でのタンブリングは禁止。

D.

ダイブロール（飛び込み前転）は可。
例外1:伸身や スワンでのダイブロールは禁止。
例外2:ツイストを含むダイブロールは禁止。

E.

ジャンプは審査の観点からはタンブリングとはみなさない。それ故
一連のタンブリングの流れの中にジャンプが含まれている場合、シ
ャンプがその流れの区切りとみなされる。
゙
例：アドバンス/レベル4において選手がラウンドオフ→トウタッチ→
バックハンドスプリング→ウィップ→レイアウトを行った場合は違反と
なる。（連続したフリップ→フリップのコンビネーションはアドバンス/
レベル4スタンディングタンブリングルールで禁止されているため。）

アドバンス部門 スタンディングタンブリング
A. スタンディングフリップ、バックハンドスプリングからフリップは可。

a
a
a
a
a
a
Clarification 1: Jumps connected to ¾ front flips are not a
a
allowed.
Clarification 2: Toe touch back handspring back tucks are a
a
allowed because the flip skill is not connected
a
immediately after the jump skill.

ADVANCED DIVISION RUNNING TUMBLING
A. Skills are allowed up to 1 flipping and 0 twisting
rotations.
Exception: Aerial cartwheels and Onodis are allowed.

スタンツや選手、小道具を飛び越える、くぐり抜けるタンブリングは
禁止。

B.

B.フリップは1回転まで可。ツイストは禁止。

C.

例外：側宙、オノディは可。
連続したフリップ→フリップのコンビネーションは禁止。
例：バックタック→バックタック、バックタック→パンチフロントは禁
止。

D.

スタンディングフリップとそのままコンビネーションになったジャンプ
は禁止。
例:トゥタッチ→バックタック、バックタック→トゥタッチ、パイクジャンプ
→フロントフリップは禁止。
補足1:フロントフリップ3/4回転に繋がるジャンプは禁止。
補足２:トゥタッチ→バックハンドスプリング→バックタックはジャンプと
フリップスキルが直接繋がっていないため可。

アドバンス部門 ランニングタンブリング
A. A.フリップは1回転まで可。ツイストは禁止。

a

例外：側宙、オノディは可。
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ADVANCED DIVISION STUNTS
A. A spotter is required for each top above prep level.
B. Single leg extended stunts are allowed.
C. Twisting stunts and transitions to prep level are allowed
up to 1 ½ twisting rotations by the top person in relation
to the performing surface.

a
a
a
a

アドバンス部門 スタンツ
A. A.スポッターは、プレップレベルよりも高い高さの各トップに必要。
B. 片足のエクステンションスタンツは可。
C. ツイストを伴うプレップレベルの高さへ移行するスタンツと
トランジションは1-1/2回転まで可。

a

Clarification: A twist performed with an additional turn a
a
by the bases performed in the same skill set, is not
allowed if the resulting cumulative rotation of the top
person exceeds 1½ rotations. The safety judge will use the
hips of the top person to determine the amount of total
rotation a top person performs in a skill set. Once a stunt
is hit (i.e. prep) and the athletes show a definite and clear
stop with a stationary top person, they may continue to
walk the stunt in additional rotation.
D.

Twisting stunts and transitions to an extended position
are allowed under the following conditions:
1. Extended skills up to a ½ twist are allowed.
Example: A ½ up to extended single leg stunt is
allowed.

補足：1つの技の中で、トップの回転に加えベースが更に回転する
場合、積算で1- 1/2回転を越えると違反となる。セーフティージャッ
ジは、1つの技の中での1人のトップの回転総数を腰の回転数で判
断する。一度スタンツが（例えばプレップで）完成し、トップが静止し
明確に止まっていることを見せること。その後追加の回転に入るこ
と。

a
a

D.

ツイストスタンツやエクステンションへ移行するトランジションは以下
の条件を満たす場合は可。
1.

a
a
a

Clarification: Any additional turn performed by the
bases in the same skill set would not be allowed if the
resulting cumulative rotation of the top person
exceeds ½ rotation. The safety judges will use the
hips of the top person to determine the amount of
total rotation a top person performs in a skill set.
Once the stunt is hit (i.e. a prep) and the athletes
show a definite and clear stop with a stationary top
person, they may continue to walk the stunt in
a
additional rotation.
2.

E.

F.
G.

ツイスト1/2回転までを伴うエクステンションは可。
例:：ハーフアップの片足エクステンションは可。
補足：1つの技の中で、トップの回転に加えベースが更に回転
する場合、積算で1/2回転を越えると違反となる。セーフティー
ジャッジは、1つの技の中での1人のトップの回転総数を腰の
回転数で判断する。一度スタンツが（例えばプレップで）完成
し、トップが静止し明確に止まっていることを見せること。その
後追加の回転に入ること。

Extended skills exceeding a ½ twist but not exceeding a
1 twist must land in a 2 -leg stunt, platform position
or a liberty (body position variations are not allowed). a

2.

ツイスト1/2回転以上、1回転までを伴うエクステンションの場合
には両足スタンツ、プラットフォームポジション、またはリバティ
（ボディポジションの変化は禁止）になること。

Example: A full up (1 twist) to an immediate extended a
heel stretch is not allowed, but a full up (1 twist) to an
extension is allowed.
a

例：フルアップ（ツイスト1回転）をするヒールストレッチエクステ
ンションは禁止だが、両足エクステンションは可。

Clarification 1: An extended platform position must
be visibly held prior to executing a single leg stunt
other than a liberty.
Clarification 2: Any additional turn performed by the
bases in the same skill set would not be allowed if the
resulting cumulative rotation of the top person
exceeds 1 rotation. The safety judges will use the hips
of the top person to determine the amount of total
rotation a top person performs in a skill set. Once the
stunt is hit (i.e. a prep) and the athletes show a
definite and clear stop with a stationary top person,
they may continue to walk the stunt in additional
rotation.

a

補足1：エクステンションのプラットフォームポジションはリバティ
以外の片足スタンツの実施に先立って、明確に行われなくて
はならない。

During transitions, at least 1 base must remain in contact
with the top person.
Exception: See “Release Moves”.
Free flipping mounts and transitions are not allowed.
No stunt, pyramid or individual may move over or under
another separate stunt, pyramid or individual.

a
a

E.

a
a
a
a

F.
G.

a

補足2：1つの技の中で、トップの回転に加えベースが更に回
転する場合、積算で1回転を越えると違反となる。セーフティ
ジャッジは、1つの技の中での1人のトップの回転総数を腰の
回転数で判断する。一度スタンツが（例えばプレップで）完成
し、トップが静止し明確に止まっていることを見せること。その
後追加の回転に入ること。

a

a

Clarification: This rule pertains to an athlete’s torso
(midsection of an athlete’s body) not moving over or under
the torso of another athlete; this does not pertain to an
a
athlete’s arms or legs.
Example: A shoulder sit walking under a prep is not
allowed.
Exception 1: An individual may jump over another
individual.
Exception 2: An individual may move under a stunt or a
stunt may move over an individual.

トランジションの間、少なくともベース1人がトップに触れていなけれ
ばならない。
例外：「リリースムーブ」参照。
フリーフリッピングマウントやトランジションは禁止。
G.スタンツ、ピラミッド、選手が他のスタンツやピラミッ
ドの上を越える、または下をくぐってはならない。
補足：このルールは選手の胴体が他の選手の胴体の上を越え
る、または下をくぐる場合に関する規定であり、選手の腕や
足は対象外。
例:ショルダーシットがプレップの下をくぐるのは禁止。

a
a
a
a
a
a

例外1:選手が他の選手をジャンプで越えることは可。
例外2:選手がスタンツの下をくぐったり、スタンツが選手の
上を移動したりするのは可。
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H. Single based split catches are not allowed.
I. Single based stunts with multiple top persons require a
separate spotter for each top person.
Extended single top persons may not connect to any other
extended single leg top person.
J.
ADVANCED DIVISION Stunts-Release Moves
1. Release moves are allowed but must not exceed
extended arm level.

H.
aa I.
a
a
a
a J.
a

シングルベースのスプリットキャッチは禁止。
複数のトップのシングルベーススタンツは各トップに別のスポッター
を付けなければならない。片足のエクステンションのトップが他の片
足のエクステンションのトップと支持してはならない。
アドバンス部門スタンツ‐リリースムーブ
1. リリースムーブは可。しかしベースが伸ばした手の高さを越え
てはならない。

補足：もしリリースムーブがベースの伸ばした手の高さ
を越えた場合、トスまたはディスマウントとみなされる
ため、トスまたはディスマウントのルールに従うこと。
リリースムーブの高さは、リリースの最高点において
トップの腰からベースの伸ばした手までの距離で判断さ
れる。もしこの距離がトップの脚の長さよりも長い場合
はトスまたはディスマウントとみなされるので、「ト
ス」または「ディスマウント」ルールに従わなければな
らない。

Clarification: If the release move passes above the
a
bases’ extended arm level, it will be considered a toss
and/or dismount, and must follow the appropriate
“Toss” and/or “Dismount” rules. To determine the
height of a release move, at the highest point of the
release, the distance from the hips to the extended
arms of the bases will be used to determine the
height of the release. If that distance is greater than
the length of the top person's legs, it will be
considered a toss or dismount and must follow the
appropriate "Toss" or “Dismount” rules.
2.

Release moves may not land in an inverted position. a
When performing a release move from an inverted
a
position to a non-inverted position, the bottom of the
dip will be used to determine if the initial position
was inverted. Release moves inverted to non-inverted
positions may not twist. Release moved from inverted
to non-inverted positions landing at prep level or
higher must have a spot.

2.

リリースムーブはインバート姿勢で着地してはならない。
インバート姿勢から、そうでない姿勢にリリースムーブする場
合、インバート姿勢から開始しているかどうかは、ディップの一
番低い地点でのトップの姿勢が逆さか否かで判断される。
インバート姿勢からそうでない姿勢へのリリースムーブはツイス
トしてならない。インバート姿勢から、プレップレベル以上の高
さのそうでない姿勢へのリリースムーにはスポットをつけなけれ
ばならない。

3.

Release skills that land in a non-upright position
must have 3 catchers for a multi-based stunt and 2
catchers for a single based stunt.

3.

直立ではない姿勢へのリリースは、複数ベーススタンツ
は３人、シングルベーススタンツは2人のキャッチャーが
いなければならない。

4.

Release moves must return to original bases.

4.

リリースムーブは元のベースに戻らなければならない。

Clarification: An individual may not land on the
performing surface without assistance.

5.

6.
7.

8.
9.

Exception: See Advanced Division Dismount “C”.
Exception: Dismounting single based stunts with
multiple top persons.
Release moves that land in an extended position must
originate from waist level or below and may no
involve twisting or flipping.

a
a
a
a

補足：選手は補助無しに競技フロアに着地してはならない。

a

例外：「アドバンス部門のディスマウントC」参照。
例外：複数のトップのシングルベースのディスマウント。

a
a
a

5.

エクステンションになるリリースムーブは、ウェストレベル以下の
高さから始め、ツイストやフリップを伴ってはならない。

Release moves initiating from an extended level may a
not twist.
Helicopters are allowed up to a 180 degree rotation
a
and 0 twisting and must be caught by at least 3
catchers, one of which is positioned at head and
shoulder area of the top person.
a
Release moves may not intentionally travel.
a

6.

エクステンションレベルから開始するリリースムーブはツイストし
てはならない。

7.

ヘリコプターは180度回転まで、0ツイストとし、少なくとも3人以
上のキャッチャー、そのうちの1名はトップの頭と肩を守る位置
にいなければならない。

8.
9.

リリースムーブは故意に別の場所へ投げてはならない。
リリースムーブで他のスタンツ・ピラミッド・選手を越えたり、く
ぐったりしてはならない。

Release moves may not pass over, under or through
other stunts, pyramids or individuals.
10. Top persons in separate release moves may not come
in contact with each other.
Exception: Dismounting single based stunts with
multiple top persons.
K. ADVANCED DIVISION Stunts-Inversions
1. Extended inverted stunts are allowed. Also, see
“Stunts” and “Pyramids.”
2. Downward inversions are allowed at prep level and
must be assisted by at least 3 catchers, at least 2 of
which are positioned to protect the head and shoulder
area.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

10. リリースムーブされたトップ同士が接触してはならない。
例外：シングルベーススタンツで複数のトップのディスマウント
K.

アドバンス部門 スタンツ-インバージョン
1. インバート姿勢のエクステンションスタンツは可。
「スタンツ」と「ピラミッド」を参照。
2.

プレップレベルの高さでのダウンワードインバージョンは可。
最低3人のキャッチャーが補助しなければならない。その内の2
名は頭と肩を守る位置であること。

a

Exception: A controlled lowering of an extended
a
inverted stunt (example: handstand) to shoulder level a
is allowed.
a

例外:エクステンションのインバートスタンツ(例:ハンドスタンド)
をショルダーレベルに降ろすのは可。

Clarification 1: The stunt may not pass above prep
a
level and then become inverted at prep level or below.
(The momentum of the top person coming down is the
primary safety concern.)
a

補足 1: プレップレベルより高い高さを通過してから、
プレップレベル以下の高さで逆さになってはならない。（降下
する際トップの勢いに安全面で最も注意すること。）
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Clarification 2: Catchers must make contact with the
waist to shoulder region to protect the head and
shoulder area of the top person.
Clarification 3: Downward inversions originating
from below prep level do not require three (3) bases.
Exception: Two-leg “Pancake” stunts must start at
shoulder level or below and are allowed to
immediately pass through the extended position
during the skill.

a
a
a

補足 2 ：キャッチャーは頭と肩を守るため、腰と肩のあたりと接
触しなければならない。

a

補足 3: プレップレベルより低い高さからのダウンワードイン
バージョンはベースが 3 人でなくてもよい。

a
a

例外：両足での“パンケーキ”スタンツはショルダーレベ
ル以下の高さから開始し、技の実施中にエクステンショ
ンを通過することは可。

a

補足４：両足での“パンケーキ”スタンツは、インバート
姿勢で止まったり着地したりしてはならない。

Clarification 4: Two-leg Pancakes cannot stop or land
in an inverted position.
3.

Downward inversions must maintain contact with an
original base.
Exception: Side rotating downward inversions.
Example: In cartwheel-style transitions, the original
base may lose contact with the top person when it
becomes necessary to do so.

a
a

Downward inversions may not come into contact with
each other.
Bases may not support any weight of a top person while
that base is in a backbend or inverted position.

a
a
a
a
a
a

4.

L.

Clarification: A person standing on the ground is not
considered a top person.
ADVANCED DIVISION PYRAMIDS
A. Pyramids must follow Advanced Division "Stunts" and
"Dismounts" rules and are allowed up to 2 high.
Exception: Twisting mounts and transitions to extended
skills are allowed up to 1 ½ twists if connected to a bracer
at prep level or below. The connection must be made prior
to the initiation of the skill and must remain in contact
throughout the transition.
B. Top persons must receive primary support from a base.
Exception: See “Advanced Pyramid Release Moves”
C. Extended single leg (1 leg) stunts may not brace or be
braced by any other single leg (1 leg) extended stunts.
D. No stunt or pyramid may move over or under another
separate stunt or pyramid.

Clarification: A top person may not invert over or under
the torso (midsection of an athlete’s body) of another top
person regardless if the stunt or pyramid is separate of
not.

E.

F.

ダウンワードインバージョンは元のベースと接触を維持しなけ
ればならない。
例外：トップが側方に回転するダウンワードインバージョン
例:側転ディスマウントの場合、必要があれば元のベースがトッ
プから離れることは可。

a
a
4.
L.

ダウンワードインバージョン同士が接触してはならない 。

ベースが体を反っているかインバート姿勢になっている間は、ベー
スはトップの体重を支えてはならない。
補足：地面に立っている人はトップとみなされない。

a
a
a
a

アドバンス部門 ピラミッド
A. ピラミッドはアドバンス部門の「スタンツ」と「ディスマウント」のルール
に従うこと、且つ、高さは2段まで可。

a

B.

a
a
a
a
a

C.

a
a
Example: A shoulder sit walking under a prep is not
a
allowed.
a
Exception 1: An individual may jump over another
a
individual.
a
Exception 2: An individual may move under a stunt or a a
stunt may move over an individual.
a
Any skill that is allowed as an Advanced Division Release a
Move is also allowed if it remains connected to a base and a
a bracer (or 2 bracers when required).
a
Example: An extended Pancake would be required to
remain connected to 2 bracers.
ADVANCED DIVISION PYRAMIDS - Release Moves
1. During a pyramid transition, a top person may pass
above 2 persons high while in direct physical contact
with at least 1 person at prep level or below. Contact
must be maintained with the same bracer(s)
throughout the entire transition.

3.

例外：エクステンションへのツイストマウントと、ツイス トトランジション
は、1名のプレップレベル以下の高さのブ レイサーと支持し合って
いればツイスト1-1/2回転まで可。支持は技の開始前に行い、技もし
くはトラ ンジションの間接触し続けなければならない。

D.

スタンツ、ピラミッドが他のスタンツやピラミッドの上を越えたり下をく
ぐったりしてはならない。
補足：スタンツやピラミッドが離れている、いないに関わらず、トップ
はインバートで他のトップの胴体の上を越えたり、下をくぐってはな
らない。
例：ショルダーシットがプレップの下を歩くのは禁止。
例外1:：選手が他の選手を飛び越えることは可。

E.

a
a
F.
a
a

トップはベースによって主に支持されなければならない。
例外：「アドバンスピラミッドリリースムーブ」参照。
片足のエクステンションスタンツは、他の片足エクステンションスタン
ツと支持し合ってはならない。

例外2:：選手がスタンツの下をくぐったり、スタンツが選手の上を移
動するのは可。
アドバンス部門リリースムーブで実施可能な技は、ベース１人とブレ
イサー１人（必要があれば2人）が支持し続けていれば実施可。
例: エクステンションの"パンケーキ"スタンツは2人のプレイサーと
支持し続けること。
アドバンス部門ピラミッド‐リリースムーブ
1. ピラミッドトランジションを行っている間、トップはプレップレベル
以下の高さの、少なくとも1名以上のブレイサーがいる場合の
み2段の高さを越えてもよい。トランジションが行われている間
は、同じブレイサーと支持し続けなければならない。

a

Clarification 1: Contact must be made with a base on a
a
the performing surface BEFORE contact with the
a
bracer(s) is lost.
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補足1:ブレイサーとの支持が離れる前に競技フロアにいる
ベースがトップに触れなければならない。

Exception: While a tic-tock from prep level or higher
to an extended position (e.g. low to high and high to
high) is not allowed for Advanced Division “Stunts”,
the same skill is allowed in Advanced Division
“Pyramid Release Moves” if the skill is braced by at
least 1 person at prep level or below. The top person
performing the tic-tock must be braced the entire
time during the release from the bases.

a
a

例外：アドバンス部門のスタンツにおいて、プレップレベルかそ
れ以上の高さからエクステンションへのティックトック(例：ロー
トゥハイやハイトゥハイ)は禁止だが、プレップレベル以下の高さ
の少なくとも1人以上が支持し続けていれば、アドバンス部門
のピラミッドリリースムーブでは実施可。

Clarification 2: Advanced Division Pyramid Release
Moves may incorporate stunt release moves that
maintain contact with 1 other top person provided
the release move meets the Advanced Division “Stunt
Release Moves” or “Dismounts” criteria.
Clarification 3: Twisting stunts and transitions are
allowed up to 1 ½ twists if connected to at least 1
bracer at prep level or below.

a
a
a

補足2:アドバンス部門ピラミッドリリースムーブにおいて、アドバ
ンス部門のスタンツリリースムーブかディスマウントのルールに
従って、他のトップ1人と接触し続けている場合には実施可。

a
a
a

補足3:ツイストスタンツとトランジションは、プレップレベル以下
の高さの少なくとも1名以上のブレイサーと支持していればツイ
スト1-1/2回転まで可。
ピラミッドのトランジションでトップは、プレップレベル以下の高
さのブレイサーと支持していれば、そのトップを越えることは
可。

2.

In a pyramid transition, a top person may travel over a
another top person while connected to that top person a
at prep level or below.
a

2.

3.

Primary weight may not be borne at the 2nd level.

a

3.

a
a
a
a
Clarification: Contact must be made with a base on a
the performing surface BEFORE contact with the a
a
bracer(s) is lost.

4.

Clarification: The transition must be continuous.
4.

Non-inverted transitional pyramids may involve
changing bases under the following conditions:
a. The top person must maintain physical contact
with a person at prep level or below.

b. The to person must be caught by at least 2
catchers (minimum of 1 catcher and 1 spotter).
Both catchers must be stationary and may not
be involved with any other skill or choreography
when the transition is initiated. (The dip to throw
the top person is considered the initiation of the
skill).
5.

トップの重心がセカンドレベルで支持されてはならない。
補足：トランジションは連続して行わなければならない。
インバート姿勢にならないトランジショナルピラミッドでは、下記
の条件下ではベースの交替が可。
a.トップは、プレップレベルまたはそれ以下の高さの人
と接触していなければならない。
補足：ブレイサーとの接触が離れる前に競技フロアにいるベー
スがトップに接触していなければならない。
b. トップは最低でも２人のキャッチャー(キャッチャー１人とス
ポッター１人)にキャッチされなければならない。キャッチャー２
人は静止していなければならない。またトランジションしている
間は他の技や振り付けを行ったりしてはならない。（（トップを投
げるためのディップ（一度下げてから戻す動き）が技の開始と
みなされる。））

a
a

a

Non-inverted pyramid release moves must be caught a
by at least 2 catchers (minimum of 1 catcher and 1
a
spotter) under the following conditions:
a
a. Both catchers must be stationary.

5.

インバート姿勢にならないピラミッドでのリリースムーブは、下記
の条件では2人以上のキャッチャー(1人のキャッチャーと1名
人のスポッター)が必要 。
a. キャッチャーは静止していなければならない。
b. キャッチャーはトランジションの間ずっとトップを見続けてい
なければならない。
リリースムーブは支持されたり、プレップレベルより高い高さの
トップと接触してはならない。

b. Both catchers must maintain visual contact with
the top person throughout the entire transition.
6. Release moves may not be braced / connected
to the top persons above prep level.
ADVANCED
DIVISIOIN Pyramids-Inversions
G.
1. Must follow Advanced Division Stunt Inversions
rules.
H. ADVANCED DIVISION Pyramids-Release Moves w/
braced inversions
1. Pyramid transitions may involve braced inversions
(including braced flips) while released from the bases
if contact is maintained with at least 2 persons at
prep level or below.
Contact must be maintained with the same bracer
throughout entire transition.

a

Clarification 1: Contact must be made with a base on
the performing surface BEFORE contact with the
bracer(s) is lost.
Clarification 2: Braced flips must be braced on 2
separate sides (i.e. right side - left side, left side back side, etc.) by 2 separate bracers. (Example:Two
bracers on the same arm will no longer be permitted).
A top person must be braced on 2 of the 4 sides (front,
back, right or left) of their body.

a
a
a

補足1：ブレイサーとの支持が離れる前に演技フロアにいる
ベースがトップに触れていなければならない。

a
a

補足2: ブレイスフリップは2名のブレイサーに より、トップに対
し前後左右の異なる2方向から支持されていなければならな
い。（右と左、左後ろ等）
(例：トップが同じ方向からのブレイサーに腕を支持されるのは
不可),トップは４方向（前後左右）のうちの2方向から身体を支
持されていなければならない。

2.

a
a
a
a
a
a
a
a

6.

G. アドバンス部門ピラミッド‐インバージョン
アドバンス部門「スタンツ-インバージョン」ルールに従うこと。
H. アドバンス部門ピラミッド‐ブレイスインバージョンを含むリリース
ムーブ
1.

ブレイスインバージョン(ブレイスフリップも含む）トラ
ンジションを行う時は、プレップレベル以下の高さの最
低でも2名のブレイサーと支持し続けなければならない。
トランジションが行われている間は、同じブレイサーま
たはベースと支持し続けること。

a

a
Braced inversions (including braced flips) are allowed a
up to 1 ¼ flipping rotations and 0 twisting rotations. a
a
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2.

ブレイスインバージョン（ブレイスフリップも含む）は1-1/4回転フ
リップまで可。ツイストは禁止。

3.
4.
5.

Braced inversions (including braced flips) may not
involve changing bases.
Braced inversions (including braced flips) must be in
continuous movement.
All braced inversions (including braced flips) that do
not twist must be caught by at least 3 catchers.
Exception: Brace flips that land in an upright position
at prep level or above require a minimum of 1 catcher
and 2 spotters.

a
a
a
a
a
a
a
a
a

3.

ブレイスインバージョン（ブレイスフリップ含む）ではベースを交
替してはならない。

4.

ブレイスインバージョン（ブレイスフリップ含む）は、連続的な動
作で行わなければならない。

5.

ツイストしないブレイスインバージョン(ブレイスフリップも含む)
は最低３人でキャッチしなければならない。
例外：プレップレベル以上の高さで直立姿勢で着地するブレイ
スフリップの場合、最低１人のキャッチャーと２人のスポッターが
必要。
a. 全てのキャッチャー/スポッター は静止してなければならな
い。

a. All required catchers/spotters must be stationary.
b. All required catchers/spotters must maintain
visual contact with the top person throughout
the entire transition.

6.
7.

8.

b. 全てのキャッチャー/スポッターは、トランジションの間、ずっ
とトップを見続けなければならない。

a
a
a

c. 全てのキャッチャー/スポッターはトランジションしている間に
他の技や振り付けを行ったりしてはならない。(トップを投げるた
めのディップが技の開始とみなされる。)

c. The required catchers/spotters may not be involved a
with any other skill or choreography when the
a
transition is initiated. (The dip to throw the top
person is considered the initiation of the skill.)
a
Braced inversions (including braced flips) may not
a
travel downward while inverted.
a
Braced inversions (including braced flips) may not
a
come in contact with other stunt/pyramid release
moves.
a
Braced inversions (including braced flips) may not be a
braced/connected to top persons above prep level.
a

ADVANCED DIVISION DISMOUNTS

a

Note: Movements are only considered “Dismounts” if released a
to a cradle or released and assisted to the performing surface. a

6.

ブレイスインバージョン（ブレイスフリップも含む）はその姿勢の
間、下降してはいけない。

7.

ブレイスインバージョン(ブレイスフリップ含む)が他のスタンツ/
ピラミッドリリースムーブと接触してはならない。

8.

ブレイスインバージョン(ブレイスフリップを含む)はプレップレベ
ルよりも高い高さのトップと支持してはならない。

アドバンス部門ディスマウント
注意：トップがリリースされクレイドルになる動き、リリースかつ補助されな
がら競技フロアに着地する動きのみを「ディスマウント」とする。

a
A.

Cradles from single based stunts must have a spotter with a
at least 1 hand/arm supporting the waist to shoulder
region to protect the head and shoulder area through the
cradle.

A.

シングルベーススタンツからのクレイドルキャッチには、
キャッチャーとは別のスポッターが頭と肩の部分を守るため
に、腰から上の部分を少なくとも片手・腕で補助しなければ
ならない。

B.

Cradles from multi-based stunts must have 2 catchers
a
and a spotter with at least 1 hand/arm supporting the
waist to shoulder region to protect the head and shoulder a
area through the cradle.
a

B.

複数のベーススタンツからのクレイドルキャッチには、2名のキャッ
チャーと、別にトップの頭と肩を守るために、トップの腰から 肩の部
分を少なくとも片手・腕でクレイドルを補助するスポッターをつけな
ければならない。

C.

Dismounts must return to the original base(s).
Exception 1: Dismounts to the performance surface must a
be assisted by either an original base(s) and/or spotter(s).
a
Exception 2: Straight drops or small hop offs, with no
a
additional skill(s), from the waist level or below are the
only dismounts allowed to the performing surface without a
assistance.
a

C.

ディスマウントは必ず元のベースに戻らなければならない。
例外1：競技フロアへのディスマウントは元のベースまたはスポッ
ターに補助されなければならない。

Clarification: An individual may not land on the
performing surface from above waist level without
assistance.
D.

Up to a 2 ¼ twisting rotations are allowed from all 2- leg
stunts.

Clarification: Twisting from a platform position may not
exceed 1 ¼ rotations. A Platform is not considered a 2 leg stunt. There are specific exceptions given for the
platform body position within the Advanced Division
“Stunts” regarding Twisting Stunts and Transitions
specifically.
E.

例外2:ウェストレベル以下のスタンツからのストレートドロップ、安全
な範囲のポップオフ、かつ他の技を追加しないディスマウントのみ、
補助なしで競技フロアに着地しても良い。
補足:選手が補助なしでウェストレベルまたはそれ以上から競技フロ
アへ着地してはならない。

a
a
a
a
a

D.

全ての両足スタンツからのディスマウントはツイスト2-1/4回転まで
可。
補足：プラットフォームポジションからのツイストが1-1/4 回転を超え
ることは禁止。プラットフォームは両足のスタンツとはみなされない。
アドバンス部門「スタンツ」のツイストスタンツとトランジションでのみ、
例外とされる。

a
a

Up to a 1 ¼ twisting rotations are allowed from all single
leg (1 leg) stunts.

a
a
Clarification: A Platform is not considered a 2 – leg stunt. a
There are specific exceptions given for the platform body a

position within the Advanced Division “Stunts” regarding
Twisting Stunts and Transitions specifically.
a
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E.

全ての片足のスタンツからはツイスト1-1/4回転まで可。
補足：プラットホームは両足のスタンツとはみなさない。アドバンス部
門「スタンツ」のツイストスタンツとトランジションでのみ、例外とされ
る。

F.

No stunt, pyramid, individual, or, prop may move over or
under a dismount, and a dismount may not be thrown
over, under, or through stunts, pyramids, individuals, or
prop.

a
a

During a cradle that exceeds 1 ¼ twists, no skill other
than the twist is allowed.
H. No free flipping dismounts allowed.
I. Dismounts may not intentionally travel.
J. Top persons in dismounts may not come in contact with
each other while released from the bases.
K. Tension drops/rolls of any kind are not allowed.
L. When cradling single based stunts with multiple top
persons, 2 catchers must catch each top person.
Catchers and bases must be stationary prior to the
initiation of dismount.
M. Dismounts from an inverted position may not twist.

a
a
a
a
a
a
a
a
a

ADVANCED DIVISION TOSSES
A. Tosses are allowed up to a total of 4 tossing bases.
One (1) base must be behind the top person during the
toss and may assist the top person into the toss.

a
a
a

G.

B.

C.
D.
E.

F.

Up to 2 tricks are allowed during a toss.
Example: Kick full, full up toe touch.
G. During a toss that exceeds 1 ½ twisting rotations, no skill
other than the twist is allowed.
Example: No kick double tosses.
H. Tosses may not exceed 2 ¼ twisting rotations.
I. Top persons in separate basket tosses may not come in
contact with each other and must become free of all
contact from bases, bracers and/or other top persons.
J.

スタンツ、ピラミッド、小道具または選手が、ディスマウントを越えるも
しくはくぐる、またディスマウントがスタンツ、ピラミッド、選手または小
道具を飛び越える、もしくはくぐることは禁止。

ツイスト1-1/4回転を超えるクレイドルの場合、他の技を加えるのは
禁止。
H. フリーフリッピングを含むディスマウントは禁止。
I. ディスマウントは故意に別の場所に移動してはならない。
J. ディスマウントにおいて、トップはベースにリリースされている間、お
互いに接触してはならない。
G.

K.
L.

テンションドロップ/ロールは禁止。
複数のトップを支えるシングルベーススタンツをクレイドルキャッチ
する際は、2名のキャッチャーがそれぞれのトップを キャッチしなけ
ればならない。キャッチャーとベースはディスマウント開始前に静止
していなければならない。

M. インバート姿勢からのディスマウントはツイストしてはならない。

Tosses must be performed with all bases having their feet a
a
on the performing surface and must land in a cradle
position. Top person must be caught in a cradle position
by at least 3 original bases one of which is positioned at
the head and shoulder area of the top person. Bases must
remain stationary during the toss.
Example: No intentional traveling tosses.
Exception: A ½ turn is allowed by bases as in a kick full
basket.
The top person in a toss must have both feet in / on the
hands of the bases when the toss is initiated.
Flipping, inverted or traveling tosses are not allowed.
No stunt, pyramid, individual, or prop may move over or
under a toss, and a toss may not be thrown over, under, or
through stunts, pyramids, individuals, or props.

F.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Only a single top person is allowed during a toss.

アドバンス部門トス
A. トスは最大4名のベースまで可。ベース1名は必ずトスを行っている
間トップの後ろに位置しなければならず、トスに乗り込む際トップを
補助しても良い。
B.

例：故意に移動してはならない。
例外：キックフルバスケットトスの際、ベースの1/2回転は可。
C.

トスの開始時、トップの両足がベースの手に乗っていなければなら
ない。

D.
E.

フリップ、インバート姿勢、移動を伴うトスは禁止。
スタンツ、ピラミッド、小道具または選手が、トスを越えるもしくはくぐ
る、またトスがスタンツ、ピラミッド、選手または小道具を越える、もし
くはくぐったりしてはならない。

トスの技は2種類まで可。
例:キックフルツイスト、フルアップトゥタッチ等は可。
G. 1-1/2回転のツイストトスの場合、それ以外の技を加えることは禁
止。
例：キックダブルトスは禁止。
H. トスのツイストは2-1/4回転まで可。
I. 別のバスケットトスのトップと接触してはならない。ベース、ブレイ
サー、その他のトップとも接触してはならない。
F.

J.
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トスはベース全員が競技フロアに足をつけている状態でクレイドル
キャッチをしなければならない。トップは最低3名の元のベースに
よってクレイドルキャッチされなければならず、うち1名はトップの頭
と肩のあたりにいなければならない。ベースはトスの間は静止しなけ
ればならない。

バスケットトスではトップは1名のみ可。

ICU ELITE DIVISION RULES
ELITE DIVISION GENERAL TUMBLING
A. All tumbling must originate from and land on the
performing surface.

a
a
a
a

ICU エリート部門 ルール
エリート部門 タンブリング全般
A. 全てのタンブリングは競技フロアから始め競技フロアに着地しなけ
ればならない。
補足：タンブラーはリバウンドして、そのまま足からスタンツに移行し
ても良い。もし腰が頭を越える回転を伴うタンブリングパスからリバウ
ンドする場合、タンブラー／トップは腰が頭を越えるトランジションや
スタンツに続く前に、インバート姿勢ではない姿勢でキャッチされ止
まらなくてはならない。

Clarification: A tumbler may rebound from his/her feet
into a stunt transition. If the rebound from the
tumbling pass involves hip-over--head rotation, then the
tumbler/top person must be caught and stopped in a noninverted position before continuing into the hip--over-a
head transition or stunt.
Example: Round off handspring and then a bump or
contact from a base or bracer straight into a back flip
would break this rule for the Novice / L1 - Elite / L5
Divisions. A clear separation from the tumbling to the
stunt is needed to make this legal. Catching the rebound
and then dipping to create the throw for the rotation is
legal. This would also be true if coming from just a
standing back handspring without the round off.

例：ラウンドオフハンドスプリングをしてベースまたはブレイサーとの
接触の後バックフリップをするとNovice/Lv. 1-Elite /Lv. 5では
ルール違反になる。このような違反を防ぐためには、タンブリングと
スタンツを明確に区別しなければならない。着地のリバウンドを
キャッチしてディッピング（一度下げてから戻す動き）してからフリッ
プさせるために投げることは違反ではない。スタンディングバックハ
ンドスプリングの実施においても同様。

a
a

a
B.

C.
D.

E.

Tumbling over, under, or through a stunt, individual, or
prop, is not allowed.

a
a
Clarification: An individual may jump over another
a
a
individual.
Tumbling while holding or in contact with any prop is not a
allowed.
a
Dive rolls are allowed:
a
Exception: Dive rolls that involve twisting are not
a
allowed.
a
a
Jumps are not considered a tumbling skill from a
a
legalities point of view. Therefore, if a jump skill is
included in a tumbling pass, the jump will break up the
pass.

ELITE DIVISION STANDING TUMBLING
A. Skills are allowed up to 1 flipping and 1 twisting
rotations.

a
a
a

C.

小道具を持ったまま、または接触した状態でのタンブリングは禁
止。

D.

ダイブロール（飛び込み前転）は可。
例外1：ツイストを含むダイブロールは禁止。

E.

ジャンプは審査の観点からはタンブリングとはみなさない。それ故
一連のタンブリングの流れの中にジャンプが含まれている場合、
ジャンプがその流れの区切りとみなされる。

エリート部門 スタンディングタンブリング
A. フリップ1回転とツイスト1回転は可。

エリート部門 ランニングタンブリング
A. フリップ1回転とツイスト1回転は可。

a
a
a
a

エリート部門 スタンツ
A. A.スポッターは、プレップレベルよりも高い高さの各トップに必要。
B. 片足のエクステンションスタンツは可。
C. ツイストを伴うスタンツとトランジションは2-1/4回転まで
可。

a

Clarification: A twist performed with an additional turn a
a
by the bases performed in the same skill set, would be
illegal if the resulting cumulative rotation of the top
person exceeds 2 1/4 rotations. The safety judge will use
the hips of the top person to determine the amount of
total rotation a top person performs in a skill set. Once a
stunt is hit (i.e. prep) and the athletes show a definite and
clear stop with a stationary top person they may continue
to walk the stunt in additional rotation.
D.
E.
F.

Free flipping stunts and transitions are not allowed.
Single based split catches are not allowed.
Single based stunts with multiple top persons require a
separate spotter for each top person.
G. ELITE DIVISION Stunts-Release Moves
1. Release moves are allowed but must not exceed more
than 18 inches/46 centimeters above extended arm
level.

スタンツや選手、小道具を飛び越える、くぐり抜けるタンブリングは
禁止。
補足：選手が他の選手を飛び越えることは可。

a
a

ELITE DIVISION RUNNING TUMBLING
A. Skills are allowed up to 1 flipping and 1 twisting
rotations.
ELITE DIVISION STUNTS
A. A spotter is required for each top above prep level.
B. Single leg extended stunts are allowed.
C. Twisting stunts and transitions are allowed up to 2 1/4
twisting rotations by the top person in relation to the
performing surface.

B.

補足：1つの技の中でトップの回転に加えベースが更に回転する場
合、積算で2 1/4回転を過ぎると違反となる。セーフティージャッジ
は、1つの技の中での回転総数をトップの腰の回転数で判断する。
一度スタンツが（例えばプレップで）完成し、トップが静止し明確に
にとまっていることをみせること。その後追加の回転に入ること。

a
a
a

D.
E.
F.

フリーフリッピングマウントやトランジションは禁止。
シングルベースのスプリットキャッチは禁止。
シングルベースのダブルキューピーは各トップに別のスポッターを
つけなければならない。

a
a

G.

エリート部門スタンツ‐リリースムーブ
1. リリースムーブは可。しかし、伸ばした腕から18インチ（46cm）
以上になることは禁止。
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Clarification: If the release move exceeds more than a
a
18 inches/46 centimeters above the bases' extended
arm level, it will be considered a toss, and must
follow the appropriate “Toss" rules. To determine the
height of a release move, at the highest point of the
release, the distance from the hips to the extended
arms of the bases will be used to determine the
height of the release. If that distance is greater than
the length of the top person's legs plus an additional
18 inches/46 centimeters, it will be considered a toss
or dismount and must follow the appropriate "Toss"
or “Dismount" rules.
2.

補足：行ったリリースムーブがベースの伸ばした腕の18インチ
(46cm)以上の場合はトスとみなされるので「トス」のルールに従
うこと。リリースムーブの高さの決定とはリリースの最高到達点
においてトップの腰と伸ばした腕の距離がリリースの高さとな
る。この距離がトップの足の長さと18インチを越えた場合はトス
またはディスマウントとみなされ『トス』もしくは『ディスマウント』
のルールに従うこと。

a
a
a
a
a
a

3.

Release skills that land in a non-upright position
must have 3 catches for a multi-based stunt and 2
catchers for a single based stunt.

a
a
a

3.

リリーススキルで垂直に着地しない場合、
複数ベースの場合は3名のキャチャー、シングルベースの場合
は２名以上のキャチャーが必須。

4.

Release moves must return to original bases.

a
a
a
a
a

4.

リリースムーブは元のベースに戻らなければならない。
補足：補助なしで競技フロアに着地してはならない。

a
a

5.

ヘリコプターは180度回転まで可。最低3名でキャッチし、その
うちの1名はトップの頭と肩を守る位置にいなければならない。

6.
7.

リリースムーブは故意に別の場所へ投げてはならない。
リリースムーブで他のスタンツ・ピラミッド・選手を越えたり、く
ぐったりしてはならない。

8.

リリースムーブされたトップ同士が接触してはならない。

Clarification: An individual may not land on the
performance surface without assistance.

5.

Exception 1: See Elite Division Dismount “C".
Exception 2: Dismounting single based stunts with
multiple top persons.
Helicopters are allowed up to a 180 degree rotation
and must be caught by at least 3 catchers， one (1) of
which is positioned at head and shoulder area of the
top person.

6.
7.

Release moves may not intentionally travel.
Release moves may not pass over， under or through
other stunts， pyramids or individuals.
8. Top persons in separate release moves may not come
in contact with each other.
Exception: Dismounting single based stunts with
multiple top persons.
H. ELITE DIVISION Stunts-Inversions
1. Extended inverted stunts are allowed. Also， see
“Stunts" and “Pyramids."
2. Downward inversions are allowed from prep level and
above and must be assisted by at least 3 catchers， at
least 2 of which are positioned to protect the head and
shoulder area. Contact must be initiated at the
shoulder level (or above) of the bases.

Clarification 1: Catchers must make contact with the
waist to shoulder region to protect the head and
shoulder area.
Clarification 2: Downward inversion originating from
prep level or below do not require 3 catchers.If the
stunts begins at prep level or below and passes above
prep level it requires 3 cathers.(The momentum of
the top person coming down is the primary safety
concern.)

2.

リリースムーブではインバート姿勢での着地してはならない。リ
リースムーブをインバート姿勢からそうでない姿勢となる場合、
開始のポジションが逆さかどうかは、動き始めて一番低い地点
のトップの姿勢が逆さか否かで判断される。リリースムーブを逆
さ状態から逆さではない状態へ実施する場合、ツイストしては
ならない。

Release moves may not land in an inverted position.
When performing a release move from an inverted
position to a non-inverted position， the bottom of the
dip will be used to determine if the initial position
was inverted. Release moves inverted to non-inverted
positions may not twist.
Exception: Front handspring up to an extended
stunts may include up to a 1/2 twist. Release moves
from inverted to non-inverted positions landing at
prep level or higher must have a spot.

例外：フロントハンドスプリング1/2回転のエクステンションスタン
ツになるのは可。インバート姿勢からそうでないト姿勢でプレッ
プレベルまたはそれ以上の高さにリリースムーブをする場合、
スポットをつけなければならない。

a
a

例外：ディスマウントCを参照。
例外：シングルベースのダブルキューピーのディスマウント。

a
a
a
a
a
aa
a
a
a
a
a
a

例外：シングルベーススタンツで複数のトップのディスマウント
H.エリート部門 スタンツ-インバージョン
インバート姿勢のエクステンションスタンツは可。「スタンツ」と
1.
「ピラミッド」参照。
2.

a
a
a
a

補足：キャッチャーは頭と肩を守るため、腰と肩のあたりと接触
しなければならない。

a

補足：プレップレベルまたはそれ以下の高さからのダウンワー
ドインバージョンはベースが3名でなくてもよい。

a

Exception: A controlled lowering of an extended
a
inverted stunt (example:handstand) to shoulder level a
is allowed.
a
3.

Downward inversions must maintain contact with an
original base.
Exception: The original base may lose contact with
the top person when it becomes necessary to do so .
Example: Cartwheel-style transition dismounts.

ダウンワードインバージョンはプレップレベルまたはそれ以上
の高さからなら実施可。最低3名のキャッチャーが補助しなけ
ればならない。その内の2名は頭と肩を守る位置であること。こ
の接触はベースのショルダーレベル（またはそれ以上）から行
わなければならない。

a 3.
a
a
aa
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例外：エクステンションの高さのインバージョン・スタンツ（例：
ニードル、倒立）をパワープレスでショルダーレベルに降ろす
のは可。
ダウンワードインバージョンは元のベースと接触を維持しなけ
ればならない。
例外：やむを得ず元のベースの接触が失われる場合（例：側
転スタイルの展開のディスマウント）。

4.

Downward inversions from above prep level:

a

a. May not stop in an inverted position.
Example: A cartwheel roll off would be legal
because the top person is landing on their feet.
Exception: A controlled lowering of an extended
inverted stunt (example: handstand) to shoulder
level is allowed.
b. May not land on or touch the ground while
inverted.

a

プレップレベルより上の高さからのダウンワードインバージョン
の場合：

4.

a. インバート姿勢で止まってはならない。
例：トップが両足で着地するのであれば側転も可。
例外：エクステンションの高さのインバージョン・スタンツ（例：
ニードル、倒立）をパワープレスで肩の高さに降ろすのは
可。
b. ダウンワードインバージョンから着地または競技フロアに
接してはならない。
補足：エクステンションからのうつ伏せ、仰向けの着地は地面
に着くまえに逆さでない状態で明確に止まっていること。

a
a
a
Clarification: Prone or supine landings from an
extended stunt must visibly stop in a non- inverted a

position and be held before any inversion to the
ground.
5.
I.

a
a
a
a

Clarification: A person standing on the ground is not
considered a top person.

a

ELITE DIVISION PYRAMIDS
A. Pyramids must follow Elite Division "Stunts" and
"Dismounts" rules and are allowed up to 2 high.
B. Top persons must receive primary support from a base.
Exception:See Elite Division "Pyramids Release Moves"
C.

a

Downward inversions may not come in contact with
each other.
Bases may not support any weight of a top person while
that base is in a backbend or inverted position.

ELITE DIVISION PYRAMIDS - Release Moves
1. During a pyramid transition， a top person may pass
above 2 persons high while in direct physical contact
with at least 1 person at prep level or below. Contact
must be maintained with the same bracer throughout
the entire trainsition.

a
a
a
a
a
a
a
a
a

5.
I.

ベースが体を反っていたり、逆さ状態になっていたりする時は、トッ
プの体重を支えてはならない。
補足：地面に立っている人はトップとはみなされない。

エリート部門 ピラミッド
A. ピラミッドではレベル5「スタンツ」と「ディスマウント」ルールに従うこ
と、且つ、高さは2段まで可。
B. トップはベースによって主に支持されなければならない。
例外：エリートディビジョン ”ピラミッドリリースムーブ”参照。
C. エリート部門ピラミッド リリースムーブ
1. ピラミッドトランジションを行っている間、トップはプレップレベル
以下の高さの、少なくとも1名以上のブレイサーがいる場合の
み2段の高さを越えてもよい。トランジションが行われている間
は、同じブレイサーと接触し続けなければならない。
補足：ブレイサーとの接触が離れる前に競技フロアにい
るベースがトップに触れなければならない。

Clarification: Contact must be made with a base on
the performing surface BEFORE contact with the
bracer(s) is lost.
2.

Primary weight may not be borne at the 2nd level.

3.

a
a
Non-inverted pyramid release moves must be caught a
by at least 2 catchers (minimum of 1 catcher and 1
a
spotter).under the following conditions:
a

4.

a. Both catchers must be stationary.
b. Both catchers must maintain visual contact with
the top person throughout the entire transition.
Non inverted transitional pyramids may involve
changing bases. When changing bases:
a. The top person must maintain physical contact
with a person at prep level or below.

2.

Clarification: The transition must be continuous.

a
a
a
a
a
a
aa

3.

4.

b. The top person must be caught by at least 2
catchers (minimum of 1 catcher and 1 spotter).
Both catchers must be stationary and may not be
involved with any other skill or choreography
when the transition is initiated. (The dip to throw
the top person is considered the initiation of the
skill.)

a
a

Release moves may not be braced / connected to the
top persons above prep level.
D. ELITE DIVISIOIN Pyramids-Inversions
1. Must follow Elite Division “Stunt Inversions” rules.
E ELITE DIVISION Pyramids-Release moves w/ braced
inversions

a
a
a
a
a
a

トップの重心がセカンドレベルで支持されてはならない。
補足：トランジションは連続して行われなければならない。
インバート姿勢にならないピラミッドのリリースムーブ
は、少なくとも2名のキャッチャーでキャッチされなけれ
ばならない（最低１名のキャッチャーと１名のスポッ
ター）。
a. どちらのキャッチャーも移動してはならない。
b. トランジションし続けている間は、どちらのキャッチャーも
トップを見続けていなくてはならない。
インバート姿勢にならないトランジショナル・ピラミッドではベー
スは交代をしても良い。その際には；
a. トップは、プレップレベルまたはそれ以下の高さの人と
支持されなければならない。
補足：ブレイサーとの支持が離れる前に競技フロアにいる
ベースがトップに触れなければならない。

Clarification: Contact must be made with a base on
the performing surface BEFORE contact with the
bracer(s) is lost.

5.

ダウンワードインバージョン同士が接触してはならない。

b. トップは最低でも2名のキャッチャー（キャッチャー１名と
スポッター１名）にキャッチされなければならない。キャッ
チャー2名は移動してはいけない。またトランジションして
いる間に他の技や振付を行ったりしてはならない。（（トッ
プを投げるためのディップ（一度下げてから戻す動き）が
技の開始とみなされる。））

a
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5.

リリースムーブはプレップレベルよりも高い高さのトップと支持し
てはならない。

D. エリート部門ピラミッド‐インバージョン
エリート部門「スタンツ-インバージョン」ルールに従うこと。
E. エリート部門ピラミッド‐ブレイスインバージョンを含むリリースムー
ブ

1.

Pyramid transitions may involve braced inversions
a
(including braced flips) while released from the bases a
if contact is maintained with at least 1 person at prep
level or below. Contact must be maintained with the
same bracer throughout entire transition .
a
Clarification: Contact must be made with a base on
a

1.

ブレイスインバージョン(ブレイス・フリップを含む)トランジション
を行う時は、プレップレベル以下の最低でも1名のブレイサーと
接触し続けなければならない。 トランジションが行われている
間は、同じブレイサーと接触し続けること。
補足：ブレイサーとの支持が離れる前に演技フロアにいるベー
スがトップに触れていなければならない。

the performing surface BEFORE contact with the
bracer(s) is lost.
2.

Braced inversions (including braced flips) are allowed a
up to 1 1⁄4 flipping rotations and 1⁄2 twisting
a
rotations.

2.

ブレイスインバージョン（ブレイスフリップも含む）はフリップ11/4回転とツイスト1/2回転まで可。

3.

Braced inversions (including braced flips) that exceed a
a
1⁄2 twisting rotations are only allowed up to a 3⁄4
flipping rotation provided release is initiated from an
upright, non-inverted position, doesn't transition past
a horizontal position (i.e. cradle, flat back, prone) and
doesn't exceed 1 twisting rotation.

3.

ブレイスインバージョン（ブレイスフリップも含む）でツイスト1/2
回転を超えてよいのは、フリップ3/4回転までを行う場合のみと
する。トップがインバート姿勢でなく地面に直立した状態からス
タートすること、水平姿勢(クレイドル、フラットバック、プローン)
からの移行でないこと、ツイストは1回転まで可。

Clarification: ALLOWED - An athlete tossed from an
upright ， non-inverted position (i.e. basket toss or
sponge) performing a full twist and a backward 3/4
rotation to a prone position while in contact with 1
bracer.
4.
5.
6.

7.

4.

トップが逆さになるトランジショナルピラミッドはベースの交代を
しても良い。

5.

ブレイスインバージョン（ブレイスフリップも含む）は連続した動
きでなければならない。

6.

ツイストしないブレイスインバージョン（ブレイスフリップも含む）
は最低でも3名でキャッチされなければならない。

Inverted transitional pyramids may involve changing
bases.
Braced inversions (including braced flips) must be in
continuous movement.
All braced inversions (including braced flips) that do
not twist must be caught by at least 3 catchers.
Exception: Brace flips that land in an upright
position at prep level or above require a minimum of
1 catcher and 2 spotters.

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a. The 3 catchers / spotters must be stationary.
b. The 3 catchers / spotters must maintain visual
contact with the top person throughout the
entire transition.

a
a
a
a

a. 3名のキャッチャー／スポッターは移動してはならない。
b. 3名のキャッチャー／スポッターはトランジションの間
ずっとトップを見続けていなければならない。

c. The 3 catchers / spotters may not be involved
with any other skill or choreography when the
transition is initiated. (The dip to throw the top
person is considered the initiation of the skill.)

a

c. 3名のキャッチャー／スポッターはトランジションの間は
他の技や振付を行ったりしてはならない。（トップを投げ
るための動作は技の開始とみなされる）

Braced inversions (including braced flips) may not
travel downward while inverted.
9. Braced flips may not come in contact with other stunt
/ pyramid release moves.
10. Braced inversions (including braced flips) may not be
braced / connected to top persons above prep level.

例外：ブレイスフリップから、プレップ以上の高さで直立姿勢に
なる場合、最低1名のキャッチャーと2名のスポッターが必要。

a
a

All braced inversions (including braced flips) that
a
twist (including ¼ twist or more) must be caught by
at least 3 catchers. All 3 catchers must make contact a
during the catch.
a
a. The catchers must be stationary.
b. The catchers must maintain visual contact with
the top person throughout the entire transition.
c. The catchers may not be involved with any other
skill or choreography when the transition is
initiated. (The dip to throw the top person is
considered the initiation of the skill.)

8.

補足：違反でない技-トップが直立、逆さでない姿勢からバス
ケットかスポンジトスされ、1名のブレイサーに支持されながら
後方フリップ3/4回転とツイスト1回転を行い、プローン姿勢で
キャッチされる。

7.

a. キャッチャーは移動してはならない。
b. トランジションし続けている間は、どちらのキャッチャーも
トップを見続けていなくてはならない。

a
a
a
a

c. キャッチャーはトランジションしている間に他の技や振付
を行ったりしてはならない。（トップを投げるためのディッ
プが技の開始とみなされる。）

a
a
a
a
a
a
a
a
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ツイスト1/4回転又は、それ以上のすべてのブレイスインバー
ジョン(ブレイスフリップを含む)は最低3名でキャッチされなけ
ればならない。すべての3名のキャッチャーはキャッチのときに
触れていなければならない。

8.

ブレイスインバージョン（ブレイスフリップも含む）はその姿勢の
間、下降してはいけない。

9.

ブレイスフリップは他のスタンツやピラミッドの
リリースムーブと接触してはならない。

10. ブレイスインバージョン(ブレイスフリップを含む)はプレップレベ
ルよりも高い高さのトップと支持してはならない。

ELITE DIVISION DISMOUNTS

a

Note: Movements are only considered “Dismounts” if released a
a
to a cradle or released and assisted to the performance
surface.
A.

A.

シングルベーススタンツからのクレイドルキャッチには、別のスポッ
ターが頭と肩の部分を守るために、腰から上の部分を少なくとも片
手・腕で補助しなければならない。

a

B.

a
a

複数のベーススタンツからのクレイドルキャッチには、2名のキャッ
チャーと、別にトップの頭と肩を守るために、トップの腰から 肩の部
分を少なくとも片手・腕でクレイドルを補助するスポッターをつけな
ければならない。

C.

ディスマウントは必ず元のベースに戻らなければならない。
例外1:競技フロアへのディスマウントは必ず元のベースまたはス
ポッターが補助しなければならない。

Cradles from single based stunts must have a separate
spotter with at least 1 hand/arm supporting the waist to
shoulder region to protect the head and shoulder area
through the cradle.

a

Cradles from multi-based stunts must have 2 catchers
and a separate spotter with at least 1 hand/arm
supporting the waist to shoulder region to protect the
head and shoulder area through the cradle.
Dismounts must return to original base(s).
Exception 1 : Dismounts o the performance surface must
be assisted by either an original base(s) and / or spotter(s).
Exception 2 : Straight drops or small hop offs, with no
additionals skill(s), from the waist level or below are the
only dismounts allowed to the performing surface without
assistance.

Clarification: An individual may not land on the
performing surface from above waist level without
assistance.

a
a
a

Up to a 2-1/4 twisting rotations are allowed from all
stunts.
No stunt, pyramid, individual, or, prop may move over or
under a dismount, and a dismount may not be thrown
over, under, or through stunts, pyramids, individuals, or
prop.

a
a
a

F. No free flipping dismounts allowed.
G. Dismounts may not intentionally travel.
H. Top persons in dismounts may not come in contact with
each other while released from the bases.
I. Tension drops/rolls of any kind are not allowed.
J. When cradling single based stunts with multiple top
persons, 2 catchers must catch each top person. Catchers
and bases must be stationary prior to the initiation of
dismount.

a
a
a
a
a
a
a

B.

C.

D.
E.

エリート部門 ディスマウント
注意：トップがリリースされクレイドルになる動き、リリースかつ補助しなが
ら競技フロアに着地する動きのみを「ディスマウント」とする。

a
a

例外2：ウェストレベル以下のスタンツからのストレートドロップ、安全
な範囲のポップオフ、かつ他の技を追加しないディスマウントのみ、
補助なしで競技フロアに着地しても良い。

a
a

補足：選手が補助なしでウェストレベルまたはそれ以上から競技フ
ロアへ着地してはならない。
D.

全てのスタンツからのディスマウントはツイスト2-1/4回転まで可。

E.

スタンツ、ピラミッド、小道具または選手が、ディスマウントを越えるも
しくはくぐる、またディスマウントがスタンツ、ピラミッド、選手または小
道具をとび越える、もしくはくぐることは禁止。

a

F. フリーフリップを含むディスマウントは禁止。
G. ディスマウントは故意に別の場所に移動してはならない。
H. ディスマウントにおいて、トップはベースにリリースされている間、お
互いに接触してはならない。
I.
J.

テンションドロップ/ロールは禁止。
シングルベースの複数トップがいるスタンツからのクレイド
ルは、2名のキャッチャーがそれぞれのトップをキャッチしな
ければならない。キャッチャーとベースはディスマウント開
始前に静止していなければならない

K.

インバート姿勢からのディスマウントはツイスト禁止。

a
K.

Dismounts from an inverted position may not twist.

ELITE DIVISION TOSSES
A. Tosses are allowed up to a total of 4 tossing bases. One (1)
base must be behind the top person during the toss and
may assist the top person into the toss.
B.

C.
D.
E.

F.
G.

a
a
a
a

Tosses must be performed with all bases having their feet a
on the performing surface and must land in a cradle
a
position. Top person must be caught in a cradle position
by at least 3 original bases one of which is positioned at
the head and shoulder area of the top person. Bases must
remain stationary during the toss.
a
Example: No intentional traveling tosses.
Exception: A 1/2 turn is allowed by bases as in a kick full
basket.
The top person in a toss must have both feet in/on the
hands of the bases when the toss is initiated.
Flipping， inverted or traveling tosses are not allowed.
No stunt, pyramid, individual, or prop may move over or
under a toss, and a toss may not be thrown over, under, or
through stunts, pyramids, individuals, or props.
Up to 2-1/2 twisting rotations allowed.
Top persons in separate basket tosses may not come in
contact with each other and must become free of all
contact from bases, bracers and/or top persons.

H. Only a single top person is allowed during a basket toss.

エリート部門 トス
A. トスは最大4名のベースまで可。ベース1名は必ずトスを行っている
間トップの後ろに位置しなければならず、トスに乗り込む際トップを
補助しても良い。
B.

a
a
a
a C.
aa
a D.
a E.
a
a
a
a
a
a
a
a
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F.
G.

トスはベース全員が競技フロアに足をつけている状態でクレイドル
キャッチをしなければならない。トップは最低3名の元のベースに
よってクレイドルキャッチされなければならず、うち1名はトップの頭
と肩のあたりにいなければならない。ベースはトスの間は静止しなけ
ればならない。

補足：故意に移動してはならない。
例外：キックフルバスケットトスのキャッチの際、ベースの1/2回転は
可。
トスの開始時、トップの両足がベースの手に乗っていなければなら
ない。
フリップ、インバート姿勢、移動を伴うトスは禁止。
スタンツ、ピラミッド、小道具または選手が、トスを越えるもしくはくぐ
る、またトスがスタンツ、ピラミッド、選手または小道具を越える、もし
くはくぐったりしてはならない。
ツイスト2-1/2回転まで可。
別のバスケットトスのトップと接触してはならない。ベース、ブレイ
サー、その他のトップとも接触してはならない。

H. バスケットトスではトップは1名のみ可。

ICU PREMIER DIVISION RULES
PREMIER DIVISION GENERAL TUMBLING
A. All tumbling must originate from and land on the
performing surface.
Exception 1: A Tumbler may rebound from his/her feet
into a stunt transition. If the rebound from the
tumbling pass involves hip-over-head rotation, then the
tumbler/top person must be caught and stopped in a noninverted position before continuing into the hip-over-head
transition or stunt.

a
a
a
a
a

ICUプレミア部門ルール
プレミア部門 タンブリング全般
A. 全てのタンブリングは競技フロアから始め競技フロアに着地しなけ
ればならない。
例外１：タンブラーはリバウンドして、そのまま足からスタンツに移行
しても良い。もし腰が頭を越える回転を伴うタンブリングパスからリバ
ウンドする場合、タンブラー／トップは腰が頭を越えるトランジション
やスタンツに続く前に、インバート姿勢ではない姿勢でキャッチされ
止まらなくてはならない。

a
例外2：ラウンドオフからリワインドとスタンディングシングルバックハ
ンドスプリングからリワインドは可。ただし、ラウンドオフやスタンディ
ングバックハンドスプリングの前に他のタンブリング技を付け加える
ことは禁止。

Exception 2: Round off rewinds and standing single back a
handspring rewinds are allowed. No tumbling skills prior a
to the round-off or standing backhandpring are permitted.
a
B.

C.
D.

Tumbling over，under，or through a stunt，individual，or a
prop，is not allowed.
a
Clarification: An individual may jump over another
a
a
individual.
Tumbling while holding or in contact with any prop is not a
allowed.
a
Dive rolls are allowed:
a
Exception: Dive rolls that involve twisting are not
a
allowed.
a

PREMIER DIVISION STANDING/RUNNING
TUMBLING
A. Skills are allowed up to 1 flipping and 1 twisting
rotations.
PREMIER DIVISION STUNTS
A. A spotter is required:
1. During one-arm(1arm)stunts avove prep level, other
than an cupies or liberties.

B.

スタンツや選手、小道具を飛び越える、くぐり抜けるタンブリングは
禁止。
補足：選手が他の選手を飛び越えるのは可。

C.

小道具を持ったまま、または接触した状態でのタンブリングは禁
止。

D.

ダイブロール（飛び込み前転）は可。
例外：ツイストを含むダイブロールは禁止。

プレミア部門スタンディング／ランニングタンブリング
A. フリップ１回転とツイスト1回転は可。

a
a
a
a

プレミア部門スタンツ
A. 以下の場合はスポッターが必要。
1. キューピーやリバティー以外のプレップレベルよりも高い高さス
タンツを行う場合。
補足：ヒールストレッチ・アラベスク・ハイトーチ・スコーピオン・
ボウアンドアロウ等を実施する場合も必ずスポッターを付けなく
てはならない。

Clarification: A one-arm heel stretch, arabesque, high
torch, scorpions, bow and arrow, etc. require a
spotter.
When the load/transition involves:
a. A release move with a twist greater than 360
degrees.
b. A release move with an inverted position landing
at prep level or below.
c. A free flip.
3. During stunts in which the top person is in an
inverted position avobe prep level.
4. When the top person is released from above ground
level to a one-arm (1 arm) stunt.
Stunt levels:
1. Single leg (1 leg) extended stunts are allowed.
Twisting stunts and transitions are allowed up to 2 1/4
twisting rotations by the top person in relation to the
performance surface.
2.

B.
C.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2.

b. インバート姿勢からプレップ以下の高さで着地するリリース
ムーブ
3.

Rewinds (Free flipping) and assisted flipping stunts and
transitions are allowed. Rewinds must originate from
ground level only and are allowed up to 1 flipping and 1
1/4 twisting rotations.

a
a
a
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c. フリーフリップ
トップがプレップより高い高さでのインバート姿勢。

トップがグランドレベルより高い高さからベースが片手
のスタンツに移行する。
スタンツのレベル：
1. エクステンションのシングルレッグ（1レッグ）は可。
ツイストを伴うスタンツとトランジションは2-1/4回転まで
可。
4.

B.
C.

Clarification: A twist performed with an additional turn a
a
by the bases performed in the same skill set ， would be
illegal if the resulting cumulative rotation of the top
person exceeds 2 1/4 rotations. The safety judge will use
the hips of the top person to determine the amount of
total rotation a top person performs in a skill set. Once a
stunt is hit (i.e. prep) and the athletes show a definite and
clear stop with a stationary top person, they may
continue to walk the stunt in additional rotation.
D.

以下の乗り込みやトランジションを行う場合:
a. 360度を超えるのツイストを含むリリースムーブ

補足：1つの技の中でトップの回転に加えベースが更に回転する場
合、回転は、積算で2-１/4回転を過ぎると違反となる。セーフティー
ジャッジは、1つの技の中での回転総数をトップの腰の回転数で判
断する。一度スタンツが（例えばプレップで）完成し、トップが静止し
明確ににとまっていることをみせること。その後追加の回転に入るこ
と。

D.

リワインド（フリーフリッピング）と補助されてのフリッピングスタンツとト
ランジションは実施可。リワインドは必ずグランドレベルから始め、フ
リップ１回転とツイスト１-1/4回転まで可。

Exception 1: Rewinds to a cradle position are 1 1/4 flips.
All rewinds caught below shoulder level must use 2
catchers. (Example: a rewind that lands in a cradle
position)

例外1：クレイドルに入るリワインドは1-1/4回転まで可。全てのリワイ
ンドはショルダーレベル以下の高さで2名のキャッチャーがキャッチ
しなければならない。（例：クレイドルポジションに着地するリワイン
ド）

a
a
a

Exception 2: Round off rewinds and standing single back a
handspring rewinds are allowed. No tumbling skills prior a
to the round-off or standing back handspring are
permitted.
a

例外2：ラウンドオフとスタンディングシングルバックハンドスプリング
からのリワインドは可。ラウンドオフまたはスタンディングバックハンド
スプリングの前に他のタンブリング技を加えてはならない。

Clarification: Free flipping stunts and transitions that do a
a
not start on the performing surface are not allowed.

補足：演技フロアから始まっていないフリーフリッピングスタンツおよ
びトランジションは禁止。

Clarification: Toe pitch, leg pitch and similar types of
tosses are not allowed in initiating free flipping skills.

補足：トゥピッチ、レッグピッチとそれに類似したトスからのフリーフ
リッピングスタンツは禁止。

E.
F.

Single based split catches are not allowed.
Single based stunts with multiple top persons require a
separate spotter for each top person
G. PREMIER DIVISION STUNTS-Release Moves
1. Release moves are allowed but must not exceed more
than 18 inches / 46 centimeters above extended arm
level.

a
a
a
a
a
a
a

シングルベースのスプリットキャッチは禁止。
シングルベースの複数トップがいるスタンツは各トップに別
のスポッターが必要。
G. プレミア部門スタンツ-リリースムーブ
1. リリースムーブは可。しかし、伸ばした腕から18インチ（46cm）
以上になることは禁止。

E.
F.

Clarification: If the release move exceeds more than a
a
18 inches/46 centimeters above the bases’ extended
arm level, it will be considered a toss or a dismount,
and must follow the appropriate “Toss” or “Dismount”
a
rules.
2.
3.

a
a
a
Release moves must return to original bases.
Exception1: Coed style tosses to a new base are a
allowed if the stunt is thrown by a single base and a
caught by at least one base and an additional spotter
who are not involved in any other skill or
a
choreography when the transitions is initiated.
Release moves may not land in an inverted position.

補足：リリースムーブがベースの伸ばした腕の18インチ(46cm)
以上の場合はトスもしくはディスマウントとみなされるので、『ト
ス』もしくは『ディスマウント』のルールに従うこと。

2.

リリースムーブからインバート姿勢で着地してはしてはならな
い。

3.

リリースムーブは元のベースに戻らなければならない。
例外1：コエドスタイルのトスの場合、別ベースにキャッチされて
も良いが他の技に関わったり振付を行っていない少なくとも1
名のベースと追加のスポッターで行うこと。

Exception 2: Toss single based stunts with multiple a
top persons are allowed without returning to original
base(s).The original base may become a required
sppoter in toss single based sutunt with multiple top
a
persons.

例外2：複数のトップを支えるシングルベーススタンツは元の
ベースに戻らなくても良い。複数のトップを支えるシングルベー
ススタンツにトスをした元ベースが必須スポッターになることは
可。

Clarification: An individual may not land on the
performing surface without assistance from above
waist level.

a
a
a

補足：ウェストレベル以上から補助なしで競技フロアに着地す
るのは禁止。

Helicopters are allowed up to a 180 degree rotation
must be caught by at least 3 catchers， one (1) of
which is positioned at head and shoulder area of the
top person.

a
a

4.

ヘリコプターは180度回転まで可。最低3名のキャッチャーで
キャッチされ、そのうちの1名はトップの頭と肩を守る位置にい
なければならない。

Release moves may not intentionally travel. See
exception in #3 above.
6. Release moves may not pass over， under or through
other stunts， pyramids or individuals.
7. Top persons in separate release moves may not come
in contact with each other.
Exception: Single based stunts with multiple top
persons.
H. PREMIER DIVISION STUNTS -Inversions
1. Downward inversions from above prep level must be
assisted by at least 2 catchers Top person must
maintain contact with a base.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

5.

リリースムーブは故意に別の場所に投げてはならない。上記３
を参照。

6.

リリースムーブで他のスタンツ・ピラミッド・選手を越えたり、く
ぐったりしてはならない。

7.

リリースムーブされたトップ同士が接触してはならない。

H. プレミア部門スタンツ-インバージョン
1. プレップレベルより上の高さからのダウンワードインバージョン
は最低2名のキャッチャーに補助されていること。トップとベー
ス1名は接触し続けなければならない。

PREMIER DIVISION PYRAMIDS
A. Pyramids are allowed up to 2-1/2 high.

a
a

プレミア部門ピラミッド
A. ピラミッドは2-1/2の高さまで可。

4.

5.
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例外：シングルベースでの複数のトップ

B.

For 2-1/2 high pyramids， there must be at least 2 spotters a
， one providing additional pyramid support， and both
a
designated for each person who is above 2 persons high
and whose primary support does not have at least 1 foot
on the ground. Both spotters must be in position as the
top person is loading onto the pyramid. One spotter must
be behind the top person and the other spotter must be in
front of the top person or at the side of the pyramid in a
position to get to the top person if they were to dismount
forward. Once a pyramid shows adequate stability and
just prior to the dismount， this spotter can move to the
back to catch the cradle. As pyramid design varies
greatly， we recommend a review of any new pyramids
where the spotting position may be in question.

B.

補足：全てのタワーピラミッドを行う場合、トップの後方にピラミッドに
触れていないスポッターを付けること。ミドル層のサイスタンドを支え
る人が必要な場合、この人はこのスポッターの役割を担うことはでき
ず、ピラミッドに触れていないスポッターが必要。

Clarification: For all tower pyramids ， there must be a a
spotter who is in not in contact with the pyramid in place
behind the top person and one bracer to assist the thigh
stand middle layer.
C.

a
Free-flying mounts originating from ground level， may
not originate in a handstand position， and are allowed up a
to 1 flipping (3/4 maximum free flip between release and
catch) and 1 twisting rotation， or 0 flipping and 2
twisting rotations.

C.

グランドレベルから始まるフリーフライングマウントは倒立
姿勢で開始してはならない。グランドレベルからのフリーフ
ライングマウントは、フリップ１回転まで（リリースして
キャッチする間のフリーフリップは最大3/4回転）＋ツイスト
１回転まで可。または、フリップなしでのツイスト２回転ま
で可。
補足：フリーフライングマウントは、乗せようとしている技
の高さを著しく超えてはならず、他のスタンツピラミッド・
選手を越えたりくぐったりしてはならない。

D.

プレミア部門ピラミッド-リリースムーブ
1. 以下の条件でピラミッドでトランジションを行う場合、トップは2
段半の高さを越えても良い。

Clarification: Free-flying mounts may not significantly
exceed the height of the intended skill and may not pass
over, under or through other stunts, pyramids or
individuals.
D.

E.

PREMIER DIVISION Pyramids-Release Moves
1. During a pyramid transition， a top person may pass
above 2 1/2 high under the following conditions:
a. Anytime a pyramid release moved is released
from a second layer base and is caught by a
second layer base， the second layer base that is
catching the top person must also be the second
layer base that originally released the top
person. (i.e. tower tick-tocks)
b. Free release moves from 2 1/2 high pyramids
may not land in a prone or inverted position.
PREMIER DIVISION Pyramids-Inversions
1. Inverted stunts are allowed up to 2 1/2 persons high.
2.

F.

Downward inversions from above prep level must be
assisted by at least 2 bases. Top person must
maintain contact with a base or another top person.

PREMIER DIVISION Pyramids-Release Moves
w / Braces Inversions
1. Braced flips are allowed up to up to 1 1/4 flipping and
1 twisting rotation.
2. Braced flips are allowed if direct physical contact is
maintained with at least 1 top person at prep level or
below and must be caught by at least 2 catchers.

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2-1/2highピラミッドを行う際に、2highを超える高さ位置にトップが
いて、それを支えている人の少なくとも片足が競技フロアに接して
いない場合、それぞれのトップに少なくとも2名以上のスポッターを
つけること。両方のスポッターは、トップをピラミッドに乗せる際にス
ポットの位置についていること。一方のスポッターは、トップの後方、
もう一方スポッターは前方に配置するか、側面に配置してトップが
前方へ落ちた場合に前方まで動けるようにすること。ピラミッドが安
定した後、ディスマウントに入る直前には、スポッターはクレイドルに
入るため後方へ移動してよい。ピラミッドは様々に変化するため、す
べてのピラミッドにここで求められているスポッターの配置につけて
いるかその都度確認することを推奨する。

a. ２層目ベースからリリースムーブされ２層目ベースによっ
てキャッチされるピラミッドはいかなる時でも、トップは元の
２層目ベースにキャッチされなければならない。
(例：タワーのティックトック)

b. ２-1/2からのフリーリリースムーブは、プローン姿勢または
インバート姿勢で地面に着いてはならない。
E.

プレミア部門ピラミッド-インバージョン
1. インバート姿勢を伴うスタンツは2段半の高さまで可。
プレップレベルより高い高さからのダウンワードイン
バージョンは最低2名のベースに補助されなければならな
い。トップはベースまたは他のトップと接触し続けなけ
ればならない。
プレミア部門ピラミッド-リリースムーブ
/ ブレイスインバージョン
1. ブレイスフリップは、1-1/4回転とツイスト１回転可。
2.

F.

2.

ブレイスフリップは、プレップレベルまたはそれ以下の高さの
トップ（1名以上）と身体の接触があれば、実施可。そして2名
以上のキャッチャーによってキャッチされなければならない。

a

3.

Exception 1: Braced inversions to 2 ½ high pyramids
may be caught by 1 person.
All braced inversions (including braced flips) that
land in an upright position at prep level or above
require at least 1 base and 1 additional spotter under
the following conditions:

a
a
a
a

例外1：ブレイスインバージョンから2-1/2の高さのピラミッドへ移
行する場合、キャッチャーは1名でも良い。
3． すべてのブレイスインバージョン(ブレイスフリップを含む)から、
直立姿勢でプレップレベル以上の高さになる場合、以下の条
件下の1名以上のベースと1名の追加のスポッターが必要。

a. The base/spotter must be stationary.
b. The base/spotter must maintain visual contact
with the top person throughout
the entire transition.

a
a
a

a. ベース・スポッターは移動してはならない。
b. ベース・スポッターはトランジションが行われている間、
トップを見続けていなければならない。

c. The base/spotter may not be involved with any
other skill or choreography when the transition
is initiated.(The dip to throw of the top person is
considered the initiation of the skill.)

a
a
a

c.ベース・スポッターは、トランジションの開始時に他
の技や振付を行ったりしてはならない。(トップを投げる
ための動作は技の開始とみなされる)
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G.

Free released moves from 2 1/2 high pyramids:
1. May not land in a prone or inverted position.
2. Are limited to 0 flipping and 1 twisting rotation.
H. One arm (1 arm) extended Paper Dolls require a spotter
for each top person.

a
a
a
a
a

G.

PREMIER DIVISION DISMOUNTS

a

プレミア部門 ディスマウント
注意：トップがリリースされクレイドルになる動きまたは、リリースかつ補助
しながら競技フロアに着地する動きのみを「ディスマウント」とする。

Note: Movements are only considered “Dismounts” if released a
a
to a cradle or released and assisted to the performance
surface.

2-1/2の高さのピラミッドからのフリーリリースムーブは
1. プローン姿勢やインバート姿勢で着地してはならない。
2. フリップは禁止、ツイスト1回転まで可。
H. 片手のエクステンションレベルでのペーパードールには各トップに
スポッターが必要。

A.

Single based cradles that exceed 1 1⁄4 twisting
a
rotations must have a spotter assisting the cradle with at a
least 1 hand/arm supporting the head and shoulder of the
a
top person.

A.

A.ツイスト1-1/4回転を越えるツイストを伴うシングルベー
スクレイドルは、キャッチャーとは別のスポッターが頭と肩
の部分を守るために、腰から上の部分を少なくとも片手・腕
で補助しなければならない。

B.

Dismounts to the performance surface must be assisted by a
an original base or spotter.
a
Exception: Straight drops or small hop offs, with no
additional skills, from waist level or below are the only
dismounts allowed to the performance surface that do not
require assistance.
a

B.

フロアへのディスマウントは必ず元のベースまたはスポッターが補
助しなければならない。

Clarification: An individual may not land on the
performance surface from above waist level without
assistance.
C.

例外:ウェストレベル以下の高さからのストレートドロップまたは安全
な範囲のホップオフ、かつ他の技を追加しないディスマウントのみ、
補助なしで競技フロアに着地しても良い。
補足：選手が補助なしでウェストレベルまたはそれ以上から競技フ
ロアへ着地してはならない。

a
a
a

a
Up to a 2 1⁄4 twist cradle is allowed from all stunts and
a
pyramids up to 2 persons high and requires at least 2
catchers. Cradles from 2 1⁄2 high pyramids are allowed up
to 1 1⁄2 twist and require 2 catchers, 1 of which must be
stationary at the initiation of the cradle.

C.

例外：2-1-1でトップが正面を向いているサイスタンドはツイスト2回
転まで可。（例：エクステンション、リバティー、ヒールストレッチ）

Exception: 2-1-1 thigh stands may perform 2 twists from a
a forward facing stunt only (example: extension， liberty， a
a
heel stretch).
D.
E.

Free released dismounts from 2 1/2 high pyramids may
not land in a prone or inverted position.
Free flipping dismounts to a cradle:
1. Are allowed up to 1 1⁄4 flipping and 1⁄2 twisting
rotations (Arabians).
2. Require at least 2 catchers, 1 of which is an
original base.
3. May not intentionally travel.
4. Must originate from prep level or below. (May not
originate from 2 1/2 pyramids.)
Exception: 3⁄4 front flip to cradle may occur from a 2 1
⁄2 high pyramid and requires 2 catchers, 1 on each
side of the top person and 1 of which must be
stationary when the cradle is initiated, 3⁄4 front flip to
cradle from 2 1⁄2 high may not twist.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2段の高さのスタンツやピラミッドからはツイスト2-1/4回転クレイドル
まで可。ただし最低2名のキャッチャーがキャッチしなければならな
い。2段半のピラミッドからのクレイドルはツイスト1-1/2回転まで可。
ただし2名のキャッチャーが必要であり、その内の１名はクレイドル
開始から静止していなければならない。

D.
E.

2段半のピラミッドからのフリーリリースディスマウントはうつぶせや逆
さ姿勢で着地してはならない。
クレイドルになるフリーフリッピングディスマウント：
1. フリップ1-1/4回転とツイスト1/2回転まで可（アラビアン）。
2.

最低２名のキャッチャーが必須であり、その内の１人は元の
ベースでなければならない。

3.
4.

故意に移動してはならない。
プレップもしくはそれ以下の高さから始めなければならない。
（2-1/2ピラミッドから始めてはならない。）

例外：フロントフリップ3/4回転のクレイドルは2-1/2ピラミッドから行う
場合、２名のキャッチャーがキャッチしなければならない。キャッ
チャーはトップの両サイドにいなければならない。うち１名はクレイド
ルの開始から静止していなければならない。2-1/2の高さからのフロ
ントフリップ3/4回転クレイドルを実施する際、ツイストは禁止。

a
F.

Free flipping dismounts to the performing surface are
only allowed in front flipping rotation:

a
a
Clarification: Back-flipping dismounts must go to cradle. a
a
1. Allowed up to 1front flipping and 0 twisting rotations. a
a
2. Must return to an original base.
a
3. Must have a spotter.
a
4. May not intentionally travel.
a
5. Must originate from prep level or below. (May not
a
originate from 2 1/2 high pyramid.)
a
Tension drops/rolls of any kind are not allowed.
a

G.
H. When cradling single based stunts with multiple top
persons, 2 catchers must catch each top person. Catchers
and bases must be stationary prior to the initiation of the
dismount.
I. Cradles from 1 arm stunt that involve a twist must have a a
spotter assisting the cradle with at least 1 hand-arm
a
supporting the head and shoulder of the top person.
a
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F.

競技フロアへのフリーフリッピングディスマウントはフロントフリッピン
グのみ可
補足：バックフリッピングディスマウントはクレイドルにならなければな
らない。
1.

フロントフリッピング1回転とツイストは不可。

2.
3.
4.
5.

元のベースに戻らなければならない。
１名のスポッターを付けなければならない。
故意に移動してはならない。
プレップレベルまたはそれ以下の高さから始めなければならな
い。（2-1/2の高さのピラミッドから始めてはならない。）

G. テンションドロップ/ロールは禁止
H. トップ複数を支えるシングルベーススタンツをクレイドルキャッチする
際は、2名のキャッチャーがそれぞれのトップを キャッチしなければ
ならない。キャッチャーとベースはディスマウント開始前に静止して
いなければならない
I.

ツイストを含む片手スタンツからのクレイドルの際、クレイドルを補助
するための１名のスポッターが必須。スポッターは少なくとも片手・
腕でトップの頭と肩を補助しなければならない。

Dismounts may not pass over, under or through other
stunts, pyramids or individuals.
K. Dismounts must return to original base(s).
Exception: Single based stunts with multiple top persons
do not need to return to original base(s)
L. Dismounts may not intentionally travel.
M. Top persons in dismounts may not come in contact with
each other while released from the bases.

a
a
a
a
a
a
a
a

J.

ディスマウントでは他のスタンツやピラミッドまたは選手を越えるもし
くはくぐってなならない。

K.

ディスマウントは元のベースに戻らなければならない。
例外：トップが複数のシングルベーススタンツは元のベースに戻ら
なくても良い。

PREMIER DIVISION TOSSES
A. Tosses are allowed up to a total of 4 tossing bases.One
base must be behind the top person during the toss and
may assist the top person into the toss.

a
a
a
a

プレミア部門 トス
A. トスは最大4名のベースまで可。ベース1名は必ずトスを行っている
間トップの後ろに位置しなければならず、トスに乗り込む際トップを
補助しても良い。

J.

B.

C.
D.

Exception 1: Fly away tosses that would go over the back
person.
Exception 2: Arabians in which the 3rd person would need
to start in front to be in position to catch a cradle.
Tosses must be performed from ground level and must
land in a cradle position. Top person must be caught in a
cradle position by at least 3 bases 1 of which is positioned
at the head and shoulder area of the top person. Tosses
may not be directed so that the bases must move to catch
the top person.

a
a
a
a
a
a

The top person in a toss must have both feet in/on
hands of bases when the toss is initiated.
Flipping tosses are allowed up to 1-1/4 flipping rotation
and 2 additional skills. A tuck， pike or lay out are not
counted in the 2 additional skills. A pike open double full
is legal. A tuck X-out double full is illegal because the Xout is considered a skill

a
a
a
a

Legal (Two Skills)

Illegal (Three Skills)

Tuck flip, X-Out, Full Twist
Double Full-Twisting Layout
Kick, Full-Twisting Layout
Pike, Open, Double Full-Twist
Arabian Front, Full-Twist

Tuck flip, X-Out, Double Full Twist

L. ディスマウントは故意に別の場所に移動してはならない。
M. ディスマウントにおいて、トップはベースにリリースされている間、お
互いに接触してはならない。

例外1：後ろの人を越えて飛ばすトスは可。

B.

a
C.

トスの開始時、トップの両足がベースの手に乗っていなければなら
ない。

D.

フリップは1-1/4回転まで。２つの追加技も可。タック、パイクまたは
レイアウトは追加した2技とカウントしない。パイクオープンダブルフ
ルは可。Xアウトが１つの技と判断されるため、タックXアウトダブル
フルは禁止。

a
実施可（2つのスキル）

a

キック・フルツイストレイアウト
キック・フルツイストレイアウト・キック
パイク・オープン・ダブルフルツイスト パイク・スプリット・ダブルフルツイスト

Kick, Full-Twisting Layout, Kick

Pike, Split, Double Full-Twist
Full-Twisting Layout, Split, Full-Twist

NOTE: An Arabian Front followed by a 1 1/2 twist is
considered to be a legal skill.
E. No stunt， pyramid， individual， or， prop may move over
or under a toss， and a toss may not be thrown over，
under， or through stunts， pyramids， individuals， or
props.

a
a
a
a

F.
G.

a
a
a

アラビアン・フロント・フルツイスト フルツイストレイアウト・スプリット・フルツイスト
注意：ツイスト1-1/2回転からのアラビアンフロントは可。
E.

スタンツ、ピラミッド、小道具または選手が、トスを越えるもしくはくぐ
る、またトスがスタンツ、ピラミッド、選手または小道具を越える、もし
くはくぐったりしてはならない。

F.
G.

フリップなしのトスではツイスト3-1/2回転を越えてはならない。
トップが別の組のベースにトスされる場合、最低3名の静止している
キャッチャーでクレイドルキャッチしなければならない。キャッチャー
は他の技や振付を行ってはならない。トスの開始時から終了まで
トップから目を離してはならない。トスはフリップ無しツイスト1-1/2回
転、もしくはツイスト無しフロントフリップ3/4回転まで可。トスに関
わっているベースはトスを行っている間、静止していなければはな
らない。

a

a

Exception: 3/4 front flips with no twists are allowed.
a
H. Top persons in separate basket tosses may not come in
a
contact with each other and must become free of all
a
contact from the bases, bracers and /or other top persons.
a
I. Only a single top person is allowed during a basket toss.

禁止（3つのスキル）

タックフリップ・エックスアウト・フルツイスト タックフリップ・エックスアウト・ダブルフルツイスト
ダブルフルツイストレイアウト
キック・ダブルフル・フルツイストレイアウト

Kick, Double Full-Full Twisting Layout

Non-flipping tosses may not exceed 3-1/2 twists.
Top persons tossed to another set of bases must be
caught in a cradle position by at least 3 stationary
catchers. Catchers may not be involved in any other
choreography and must have visual contact with top
person when the toss is initiated and must maintain
visual contact throughout the entire toss. The toss is
allowed up to 0 flipping and 1 1⁄2 twisting rotations or 3⁄4
front flips with 0 twists. The bases involved in the toss
must be stationary while tossing.

例外2：アラビアンでクレイドルキャッチのポジションになるため3人
目が前で開始してもよい。
トスはベース全員が競技フロアに足をつけている状態でクレイドル
キャッチをしなければならない。トップは最低3名の元のベースに
よってクレイドルキャッチされなければならず、うち1名はトップの頭
と肩のあたりにいなければならない。ベースはトスの間は静止しなけ
ればならない。

a
a
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例外：ツイストなしのフロントフリップ3/4回転は可。
H. 別のバスケットトスのトップと接触してはならない。ベース、ブレイ
サー、その他のトップとも接触してはならない。

I. バスケットトスではトップは1名のみ可。

