2012 年 10 月 15 日 – シングル
よびリフト

ペア・スケーティング , ノービス, スピンお

2012/2013 Records of Clarifications from Sports Directorate and Technical Committee

シングル/ペア・スケーティング

スピンおよびリフト

ISU コミュニケーション No.1760 において、ノービスの試合の技術要素の中でスピンおよびリフトに対して “異なる”という言葉が
何回か言及されている：
シングル、ベーシック・ノービス A – フリー・スケーティング – b) 最大 2 つの異なる性質(略号)の…スピンがなければならない
シングル、ベーシック・ノービス B – フリー・スケーティング – b) 最大 2 つの異なる性質の…スピンがなければならない
シングル、アドバンスト・ノービス – フリー・スケーティング – b) 最大 2 つの異なる性質の…スピンがなければならない
ペア、ベーシック・ノービス – フリー・スケーティング – a) グループ 1 から 2 の…2 つの異なるリフト
ペア、アドバンスト・ノービス – フリー・スケーティング – g) グループ 1 から 4 の…2 つの異なるリフト

質問:
スピンにおける“異なる性質”やリフトにおける“異なる”という言葉には実際にどういう意味があるのか？
回答:
ベーシック・ノービス・シングルのスピンと同じように、またシニアおよびジュニアのフリー・スケーティングのリフトに対する類似の理
解と同じように、2012-2013シーズンのスピンにおける“異なる性質”やリフトにおける“異なる”という言葉は、“異なる略号を持つ
こと”として理解される。

例：
1）シングルでは、ベーシック・ノービスBやアドバンスト・ノービスのフリー・スケーティングでCCoSpやFCCoSpは異なる性質のスピ
ンである。コンピュータ・プログラムはこれにともない改訂される。
2)ペアでは、ベーシック・ノービスとアドバンスト・ノービスのフリー・スケーティングで2つのリフトが認められるには、それらは異なる
グループでなければならない。

SINGLE & PAIR SKATING Spins and Lifts
In the ISU Communication № 1760 in Technical Requirements for Novice Competitions the word “different” is
mentioned several times for Spins and Lifts:
Singles, Basic Novice A – Free Skating - b) There must be a maximum of two (2) spins of a different nature
(abbreviation)…
Singles, Basic Novice B – Free Skating - b) There must be a maximum of two (2) spins of a different nature…
Singles, Advanced Novice – Free Skating - b) There must be a maximum of two (2) spins of a different nature…
Pairs, Basic Novice – Free Skating - a) Two different lifts of Group 1 to 2…
Pairs, Advanced Novice – Free Skating - g) Two different lifts of Groups 1 to 4…

QUESTION:
What is the actual meaning of the words “different nature” in Spins and “different” in Lifts?
ANSWER:
To be consistent with Spins in Basic Novice Singles and with a similar understanding for Lifts in
Senior and Junior Free Skating, in the season 2012-2013 the words “different nature” in Spins
and “different” in Lifts will be understood as “having different abbreviations”.
Examples:
1) In Singles, Basic Novice B and Advanced Novice, Free Skating CCoSp and FCCoSp are spins of
a different nature. The computer program will be updated accordingly.
2) In Pairs, Basic Novice and Advanced Novice, Free Skating the two allowed Lifts must be from
different Groups.

