2013 年 9 月 13 日 – シングル／ペア・スケーティング , ステップおよびコレ
オグラフィック・シークェンス
2013/2014 Records of Clarifications from Sports Directorate and Technical Committee
シングル/ペア・スケーティング

ステップおよびコレオグラフィック・シークェンス

質問:
テクニカル・パネル・ハンドブックでは、シングルおよびペアに関して、以下のように記述されている。
ステップまたはコレオグラフィック・シークェンスには要求されるパターンはないが、氷面を十分に活用していなければならない。
ステップまたはコレオグラフィック・シークェンスは目に見えて確認でき、氷面のほぼ全体を活用して行われなければならず、短
辺フェンスから短辺フェンスへの長さを 1 回（例えば、ストレート・ライン、サーペンタインまたは類似の形状）または長辺フェンス
から長辺フェンスへの幅を 2 回（例えば、サーキュラー（円、楕円）または類似の形状）利用しなければならない。上記が達成さ
れない場合は無価値となる。
1) この記述は、ステップおよびコレオグラフィック・シークェンスはフェンスから始めなければならないおよび/またはフェン
スで終えなければならない、ということを意味するのか？
2) ステップおよびコレオグラフィック・シークェンスは、一方の長辺フェンスからもう一方の長辺フェンスへ行って元の長辺
フェンスへと戻るという、2つのストレート・ラインの形でもよいのか？
回答:
1) いいえ、ステップおよびコレオグラフィック・シークェンスの最終的な形が上記のような形にならなければならないというこ
とを意味しているだけである。シークェンスは氷面のいかなる場所から始めても終わってもよい。円、楕円、類似の形状の
場合では、シークェンスがコンファームされる（価値がある）ためには、スケーターは、シークェンスが始まった位置から長辺
フェンスに平行な線を引いたその線上にまで達しなければならない。
2) はい、ステップおよびコレオグラフィック・シークェンスの最終的な形は上記のような、2つのストレート・ラインの形でもよ
い。元のフェンスに近づいたそれぞれの位置（開始地点と終了地点）は同じであっても異なっていても良い。1) にあるよう
に、シークェンスをフェンスから始めるおよび/またはフェンスで終える、ということは必須ではない。

SINGLE & PAIR SKATING

Step and Choreographic Sequences

QUESTIONS:
According to the Technical Panel Handbooks, Singles and Pairs,
There is no required pattern, but a Step or Choreographic Sequence must fully utilize the ice surface. It must be visible and
identifiable and should be performed by using almost the full ice surface either in it length from short barrier to short barrier
(e.g. straight line, serpentine or similar shape) or twice in its width from long barrier to long barrier (e.g. circle, oval or
similar shape). Failure to achieve the above description will result in no value.
1) Does this description mean that Step and Choreographic Sequences must start and/or finish at the barrier?
2) Can the Step and Choreographic Sequence have a shape of 2 straight lines going from a long barrier to the
opposite long barrier and back to the original long barrier?
ANSWERS:
1) No, it only means that the final shape of a Step and Choreographic Sequence must be as described above. A
Sequence can start and/or finish anywhere on the ice surface. In case of a circle/oval/similar shape the skater(s) must
just reach the line parallel to the long barrier where the Sequence had started in order for the Sequence to be
confirmed (have a value).
2) Yes, the final shape of a Step and Choreographic Sequence can be the 2 straight lines described above. The points
close to the original barrier can be the same or different. As in 1), it’s not compulsory to start and/or finish the
Sequence at the barrier.

