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INTRODUCTION はじめに 
 
This Guide describes in detail how athletes and teams can qualify for the Dubai 2017 
Asian Youth Para Games in each of the 10 sports on the Games programme. It provides 
to the National Paralympic Committee (NPCs), to National Sport Federations, to sports 
administrators, coaches and to the athletes themselves the conditions that allow 
participation in the most important event in the Asia of the Paralympic Movement.  
このガイドラインはドバイ2017年アジアユースパラ大会 (Dubai 2017 Asian Youth Para 
Games)で行われる開催される10種類の競技それぞれについての選手・チームの出場資格

について詳細に説明しており、NPC,NF,スポーツアドミニストレーター、コーチ、そして

選手自身に、アジアのパラリンピックムーブメントにおいて最も重要な大会への出場条件

を記載している。 
 
The Guide presents:  
▪ An overview of the Dubai 2017 Sports Programme,  
▪ The general Asian Paralympic Committee (APC) regulations on eligibility,  
▪ The specific qualification criteria for each sport,  
ガイドブックの内容は、以下の通り。 
 ドバイ2017大会”Dubai 2017”の競技プログラム要綱 
 出場資格に関するAPC規定 
 各競技別の資格条項 
 

Structure of Sport-Specific Qualification Criteria 各競技別の資格条件

の構成 
 
Each sport-specific section in this Guide follows a standardized format. Readers can 
quickly locate information of cross-reference it between sports. The standard structure 



of each sport-specific qualification criteria is as follows:  
各競技別のページは、競技間の情報を容易い比較しやすいように、同様フォーマットにな

っており、構成は以下の通り。 
 
▪ Events 種目 
▪ Age Category 年齢カテゴリー 
▪ Classification クラス分け 
▪ Athlete Eligibility 選手参加資格条件 
▪ Maximum Entries per NPC NPC毎のエントリー数の上限 
▪ Qualification System 参加認定システム 
▪ Timeline タイムライン 
▪ International Federation (IF) Contact Information IFの連絡先 
 

Qualification Methods 参加認定の方法 
This Games is an OPEN ENTRY SYSTEM to help encourage more athletes to attend the 
competition so that no MQS or ranking point will be necessary for the Dubai 2017 Asian 
Youth Para Games. この大会 “Dubai 2017 Asian Youth Para Games”は、多くの競技者が

参加できるようオープンエントリーシステムを取っており、MQSやランキングのポイント

は参加条件に設けていない。 
 
Questions and Updates 質問とアップデート 
For questions regarding sport-specific qualification issues please contact the respective 
IF. Occasional updates to this document may be necessary. Updates are logged at the 
end of the Guide. For the latest version of the Guide (see date on front page) please 
visit the Asian Paralympic Committee Official Website: 
http://www.asianparalympic.org/ Dubai 2017 Asian Youth Para Games  

競技別の参加認定条件に関する質問は、各IFにまで問い合わせのこと。本ガイドは、今

後度々加筆修正が行われ、アップデート情報はガイドの最終ページに記載される。最新

版（最初のページで日付を確認のこと）は、下記の大会委員会公式ウェブサイトで確認

すること。https://www.asianparalympic.org/asian-youth-para-games 

https://www.asianparalympic.org/asian-youth-para-games


Official Language 公式言語 
The official language of the Asian Paralympic Committee is English. If an NPC 
translates this document for internal purposes the English version shall prevail in case 
of discrepancy.  
アジアパラリンピック委員会の公用言語は英語である。この文書をNPCが他の言語に翻訳

した場合に内容に差異があった場合は、この英語原本の内容を優先すること。 
 

Copyright (2017) 著作権（2017） 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted for 
commercial purposes by any process without prior written permission of the Asian 
Paralympic Committee.  
本文書に掲載されている内容の全ては本著作者に帰属している。この文書のいかなる部

分も、アジアパラリンピック委員会の書面による事前の許可なく、いかなるプロセスに

よっても商業目的で複製または送信することはできない。 

 

GENERAL APC REGULATIONS ON ELIGIBILITY 
出場資格に関するAPC規定 

In addition to each International Federation’s athlete eligibility criteria the APC has 
established a set of general conditions that apply to all participants in the Asian Youth 
Para Games. These general regulations are derived from the APC Handbook. They 
ensure that the fundamental rights and obligations of the APC and its membership are 
recognized and protected.  
各IFによる出場資格条件に加えて、APCはアジアユースパラ大会に出場する全選手に当て

はまる条件を設定している。これらの規定はAPCハンドブック” APC Handbook”から抜粋

したものであり、APCとその会員の基本的権利と義務が認識され、保護されていること

を保証するものである。 
 
The General APC Regulations on Eligibility are as follows:  
出場資格に関するAPC規定は、以下の通り。 
▪ APC Membership APC会員 
▪ Compliance with APC Athletes Nationality Code APC選手国籍コードにへの準拠 
▪ Age Requirement 年齢要件 



▪ NPC Selection Standards NPC選考基準 
▪ Compliance with the Classification Rules クラス分け規則の準拠 
 

APC Membership APC会員 
Only NPCs in good standing with the APC may enter eligible athletes in the Dubai 2017 
Asian Youth Para Games. NPCs are reminded that athletes must ensure their 
membership with their sport’s respective International Federation is in good standing 
during the participation period and upon close of registration entry to the Asian Youth 
Para Games.  
ドバイ2017アジアユースパラ大会” Dubai 2017 Asian Youth Para Games”には、APC
の良好な立場のNPCのみが参加条件を満たす選手をエントリーすることができる。

NPCは、選手が参加期間中およびアジアユースパラ大会へのエントリー登録の終了時

点で各競技のIFの会員になっていることを確認しておく必要がある。 
 
Compliance with APC Athletes Nationality Code  
APC選手国籍コードへの準拠 
Any athlete in the Asian Para Games must be a national of the country/territory of the 
NPC entering him/her and in compliance with the provisions of the Nationality Code as 
published in the APC Handbook. アジアンパラゲームにおいて選手は、APCハンドブック

に掲載されている国籍コードに準拠している国・地域の国籍でなければならない。 
 
Age Requirement 年齢要件 
The minimum age to participate in the Games will be 13 years old on 31 December of 
the year of the Games. The Maximum age will be to participate in the games will be 21 
years old on 31 December of the year of the Games. However, NPCs should note that an 
age limit is established by relevant International Federations through sport-specific 
athlete eligibility standards.  
本大会への参加最低年齢は大会年の12月31日時点で13歳、最高年齢は同時点で21歳と

する。ただし、年齢制限については、各IFの競技別選手参加条件基準により定められて

いるということをNPCは心得るよう。 
 
 



NPC Selection Standards NPC選考基準 
The APC recognizes and respects the right of NPCs to establish national selection 
standards for determining an athlete or team’s qualification to compete in the Asian 
Youth Para Games. All athletes and teams are equally subject to their respective NPC 
selection standards when applied. APCは、アジアユースパラ大会に参加する選手やチー

ムの資格条件を決定するための選考基準を定めるためのNPCの権利を認識しまた尊重す

る。全ての選手とチームは平等にそれぞれのNPC選考基準の対象になる。 

 
Sport Class Status: 競技クラスのステータス 
Sport Class Status that the athlete needs to have in order to participate in the specific 
sport at the Dubai 2017 Asian Youth Para Games. ドバイ２０１７大会に参加するために

選手が保持していなければならない競技クラスのステータスは以下の通り。 
N = New 
R = Review  
C = Confirmed  
Athletes with ‘New’ or ‘Review’ sport class status must undergo international 
classification on site. Athletes will need to present themselves for classification at the 
date and time designated by the sport. 競技クラスステータスがNとRの選手は、この大会

の会場にて国際クラス分けを受検しなければならない。 
NPCs must present all relevant medical paperwork for their athletes with ‘New’ or 
‘Review’ status to the respective IF, according to their classification rules. For every 
classification matter the NPC must contact the respective IF. NPCは、N、Rステータス

の選手に関する必要な医療書類を整えて、それぞれのIFのクラス分け規則に則り、IFに 
提示しなければならない。 
 
Viability Criteria 成立基準 
If the IF does not state its Viability Criteria, then it shall adhere to the Viability Criteria 
of the APC as follows: IFが成立基準を示していない場合、APCは次のように遵守する。 
 
▪ Individual Events 個人種目 
There should be a minimum of four (4) athletes from two (2) participating nations;  
参加2カ国から最低4人が参加しなければならない。 
 



▪ Team Events チーム種目 
There should be a minimum of four (4) participating nations. 最低4カ国が参加しなければ

ならない 
 
In exceptional cases where an event is already on the final programme and does not 
fulfil the Viability Criteria during the competition day, the following alternative steps can 
be taken: 例外として、最終プログラムに種目として成立しているが競技当日に種目成立の

基準に満たさない場合は、次のような代替手順がとられる。 
 
▪ Technical Delegate’s Decision 技術代表（TD）の決定 
The Technical Delegate reserves the right and authority to move the athletes into 
another reasonable class, or combine different classes together 技術代表（TD）は、選

手を他のクラスに移動させたり、異なるクラスを組み合わせたりする権利と権限を留保す

る。 


