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基本事項 

全ての演技は水平(または背面)直線飛行で始り、直線飛行で終わる 

つまり演技の始めと終わりには必ず直線が無ければ減点となる 

インメルマン、スピリットＳ等特に指定された場合以外は 

 ロールの前後に直線が無いと３点の大幅減点となる 

演技と演技の間に直線が無い場合、 

  双方の演技から1点ずつ減点される 

演技の中に複数の宙返り及び部分宙返りがある場合、 

 最初の半径が基準となる 



直線水平飛行で開始 

３/４正宙返り 

センター 

A-１６.０１ アイ・キャッチャー・ウイズ・1/2ロール         K=3 

３/４逆宙返り 

円の大きさは
同一であること 



３/４正宙返り 

センター 

A-１６.０１ アイ・キャッチャー・ウイズ・1/2ロール         K=3 

３/４逆宙返り 

直線背面飛行で終了 

円の大きさは
同一であること 



直線水平飛行で終了 

円の大きさは
同一であること 

１/４正宙返り 

直線背面飛行で開始 

A-１６.０２ ハーフ・スクエアー・ループ     K=2 

1/4正宙返り 



センター 

A-１６.０３ ロール・コンビネーション・ウイズ・ツー・1/2ロールズ    K=4 

直線水平飛行で終了 直線水平飛行で開始 



直線水平飛行で開始 
1/4正宙返り 

A-１６.０４ ストール・ターン K=3 



円弧の大きさは同じ 

高さは同じで無くても良い 

直線水平飛行で終了 
1/4正宙返り 

A-１６.０４ ストール・ターン K=3 



直線水平飛行で開始 

センター 

ロール前後の直線は同じ
長さであること 

A-１６.０５ ハンプティ-バンプ・ウイズ・3/4ロール、3/4ロール K=5 

1/4正宙返り 

1/2ナイフエッジ宙返り 



直線水平飛行で開始 

センター 

ロール前後の直線は同じ
長さであること 

A-１６.０５ ハンプティ-バンプ・ウイズ・3/4ロール、3/4ロール K=5 

1/4正宙返り 1/4正宙返り 

1/2ナイフエッジ宙返り 

◎ 当然円の大きさは全て同じ 

（最初の円に合わせること） 

直線水平飛行で終了 



直線水平飛行で開始 

センター 

ロール前後の直線は同じ
長さであること 

A-１６.０５ ハンプティ-バンプ・ウイズ・3/4ロール、3/4ロール K=5 

1/4正宙返り 1/4正宙返り 

1/2ナイフエッジ宙返り 

◎ 当然円の大きさは全て同じ 

（最初の円に合わせること） 

直線水平飛行で終了 

此方でも良い 
*センターからの開始 



ロールの位置は 

この区間の中央 

5/8正宙返り 

当然円の大きさは同じ 

1/8正宙返り 

A-１６.０６ コメット・ウイズ・1/2ロール、1/2ロール K=4 

直線水平飛行で開始 



ロールの位置は 

この区間の中央 

直線水平飛行で終了 

3/4正宙返り 

当然円の大きさは同じ 

1/8正宙返り 

A-１６.０６ コメット・ウイズ・1/2ロール、1/2ロール K=4 

直線背面飛行で終了 



ロールの位置は 

この区間の中央 

直線水平飛行で終了 

3/4正宙返り 

1/8正宙返り 

当然円の大きさは全て
最初の円弧と同じ 

ターンの演技は高度調節が
可能なのでこの様に抜けの
位置は変わっても良い(筈?) 

A-１６.０６ コメット・ウイズ・1/2ロール、1/2ロール K=4 

直線水平飛行で開始 

直線背面飛行で終了 

1/8正宙返り 



センター 

A-１６.０７ シックス・サイデッド・ループ K=4 

直線背面飛行で開始 

1/6正宙返り 

1/6正宙返り 1/6正宙返り 

1/6正宙返り 

1/6正宙返り 
1/6正宙返り 

全ての経路の長さは
同じであること。 

当然円の大きさは全て
最初の円弧と同じ 



センター 

A-１６.０７ シックス・サイデッド・ループ K=4 

直線背面飛行で終了 

1/6正宙返り 

1/6正宙返り 1/6正宙返り 

1/6正宙返り 

1/6正宙返り 
1/6正宙返り 当然円の大きさは全て

最初の円弧と同じ 

全ての経路の長さは
同じであること。 



直線背面飛行で開始 

直線水平飛行で終了 

1/2正宙返り 

A-１６.０８ ハーフ・ループ K=2 



センター 

直線水平飛行で開始 

1/2逆宙返り 

A-１６. ０９ フィギュアＳ     K=4 

1/2正宙返り 

直線水平飛行で終了 

当然円の大きさ
は同じ 



A-１６.１０ スピン・ウイズ・３・ターンズ      K=4 

直線背面飛行で終了 

スナップした場合には
ゼロスコアとなる 

1/4逆宙返り 

直線水平飛行で開始 



前後も等しい長さの直
線が必要 

直線背面飛行で開始 

直線背面飛行で終了 

センター 

1/8逆宙返り 

1/8正宙返り 

当然円の大きさ
は同じ 

A-１６.１１ 45度アップライン・ウイズ・コンセキュティブリ―・1/2ロール、1/2ロール K=4 

ロール方向の切り返しは直ちに行う。 



◎ 円の大きさは始めと同じ 

ロールの位置はこの直線
区間の中央であること 

直線背面飛行で開始 

1/2正宙返り 

A-１６.１２ リバース・プル・プル・プッシュ・ハンプティ-バンプ 
                （オプション：ウイズ・1/4ロール、1/4ロール）  K=3 

1/4正宙返り 



円弧の大きさは同じ 

◎ 円の大きさは始めと同じ 

直線水平飛行で終了 

A-１６.１２ リバース・プル・プル・プッシュ・ハンプティ-バンプ 
                （オプション：ウイズ・1/4ロール、1/4ロール）  K=3 

1/4逆宙返り 

1/2正宙返り 



円弧の大きさは同じ 

ロール前後の直線は同じ
長さであること 

直線背面飛行で開始 

A-１６.１２ リバース・プル・プル・プッシュ・ハンプティ-バンプ 
                （オプション：ウイズ・1/4ロール、1/4ロール）  K=3 

1/2正宙返り 

1/4正宙返り 

オプション 



円弧の大きさは同じ 

ロール前後の直線は同じ
長さであること 

直線水平飛行で終了 

A-１６.１２ リバース・プル・プル・プッシュ・ハンプティ-バンプ 
                （オプション：ウイズ・1/4ロール、1/4ロール）  K=3 

1/4逆宙返り 

1/2正宙返り 

オプション 



◎ 当然円の大きさは全て同じ 

（最初の円に合わせること） 

センター 

1/4逆宙返り 

3/8逆宙返り 

A-１６.１３ トライアングル・ループ・ウイズ・ロール K=4 

直線水平飛行で開始 



◎ 当然円の大きさは全て同じ 

（最初の円に合わせること） 

センター 

1/4逆宙返り 

3/8逆宙返り 

A-１６.１３ トライアングル・ループ・ウイズ・ロール K=4 

直線水平飛行で終了 



ロールの前後には等しい
長さの直線が必要 

直線水平飛行で開始 

円の大きさは全て
同一であること 

初めのＲに後の二
つを合わせる 

1/8正宙返り 

1/8逆宙返り 

1/4正宙返り 

直線水平飛行で終了 

この経路の
長さは同じで
あること。 

A-１６.１４ ハーフ・スクエアー・ループ・オン・コーナー・ウイズ・1/2ロール K=3 



ロールの長さ・速さは同一であること 

センター 

直線水平飛行で開始 直線水平飛行で終了 
ロール方向の切り返しは直ちに行う。 

A-１６.１５ ロール・コンビネーション・ウイズ・コンセキュティブ・ツー・ロールズ K=4 



ロールの位置は 

この区間の中央 

直線水平飛行で終了 

当然円の大きさは同じ 

1/8正宙返り 

5/8正宙返り 

A-１６.１６ ハーフ・キューバン８・ウイズ・1/2ロール K=2 

直線水平飛行で開始 



ロールの位置は 

この区間の中央 

直線水平飛行で終了 

当然円の大きさは同じ 

A-１６.１６ ハーフ・キューバン８・ウイズ・1/2ロール K=2 

5/8正宙返り 

1/8正宙返り 

ターンの演技は高度調節が
可能なのでこの様に抜けの
高度は変わっても良い 

直線水平飛行で開始 



直線水平飛行で開始 

直線水平飛行で終了 

センター 

正宙返り 

A-１６.１７ アバランシュ K=5 


