
世界レスリング連盟、2021年 2月 1日発効のレスリングルールの変更を発表しました
United World Wrestling announced wrestling rules modifications, effective Feb. 1

P12
Article 8 . Competition System
Ranking criteria for the Nordic tournament

In the Nordic tournament, the wrestler with the
highest number of victories will be ranked
first.
In a same group, if two wrestlers have an equal
number of victories, their direct match will
determine the ranking.

For all the other cases with a tie between
athletes in the same group, the ranking will be
determined following these criteria, across the
all competition:
- The highest classification points
- The highest victories by « Fall »
- The highest match victories by superiority
- The highest technical points scored
- The fewest technical points given
: The direct match (if applicable)
- The lowest seeds number (if applicable)
- The lowest draw number

P12
【第８条】－ 競技方法
ノルディックトーナメント方式のランキング基準

ノルディックトーナメントでは、当該大会での勝
利数が最も多い選手が第 1位にランク付けされる。

同グループで 2 人のレスラーが同数の勝利数であ
れば、その直接対決で順位が決まります。

その他、グループ内の複数選手の勝利数が同数の
場合のランキングは、下記の基準で決定される：

- 最もクラシフィケーションポイントが多い事。
- フォールによる勝ちが最も多い事。
- テクニカルフォールによる勝利数が最も多い

事。
- 総獲得ポイントが最も多い事。
- 総失点ポイントが最も少ない事。
- 直接対決の結果で勝利。(該当する場合）
- 優位なシードナンバーの者。(該当する場合)
- 抽選番号の少ない者。

P27
Article 34 Ranking System during Team Competitions

The winning team will receive 1 team point and
the losing one 0 team point.

If two teams have an equal number of team point
s, their direct match will determine the
ranking.

If two or more than two teams have an equal
number of team points, the ranking will be
determined following these criteria:

- The highest classification points

- The highest victories by fall

- The highest match victories by superiority

- The highest technical points scored

- The fewest technical points given
- Their direct match (if applicable)
- The lowest draw number

P27
【第３４条】－団体戦の順位決定方法

勝利チームには 1 ポイント、敗者チームには０ポ
イントがチームポイントとして付与される。

2 チームが同数のチームポイントを持っている場
合は、そのチームの直接対戦によって順位が決定
されます 。

もし２つあるいはそれ以上のチームが同数のチー
ムポイントを持っている場合、ランキングは下記
の基準を考慮してチームランキングを決定します。

－ クラシフィケーションポイントが 最も高いチ
ーム。

－ フォール勝ちが最も多いチーム。

－ テクニカルフォール勝ちが最も多いチーム。
－ 獲得したテクニカルポイントが最も多いチー
ム。

－ 相手チームに与えたテクニカルポイントが最も
少ないチーム。

－ 彼らの直接対決の結果（該当する場合）
－ クジ抽選番号が最も小さいチーム。

P29
Article 39 Values assigned to the Actions and Holds
1 point
- To the wrestler whose opponent is called for
a first or second passivity in Greco-Roman
wrestling.

P29
【第 39条】 －ポイントの評価
１点
－ グレコローマンレスリングでは、１回目ある
いは２回目のパッシビティを宣告された場合、そ
の相手選手に 1ポイントが入る。

P30
4 points
- For any throw executed from standing or
parterre where the opponent is completely

lifted from the ground and lands on chest or
one / two outstretched arms. The defensive
wrestler must rotate (any direction) over a
short amplitude points.

P30
４点
－ スタンドポジションあるいは胸と片手／両手を
伸ばした状態のグランドポジションから完全に持
ち上げられたパーテレからの投げが実行された場
合、ディフェンスレスラーがいずれかの方向にノ
ーデンジャーで回転した場合。
※ターン（回転）しノーデンジャーで着地した
場合でも４点が成立する。



United World Wrestling announced wrestling rules modifications, effective Feb. 1
P36
Article 47 .Enforcement of Passivity (Freestyle and
Greco Roman)
The following procedure will be enforced:

• 1st passivity in a match (regardless which
wrestler), active wrestler receives 1 point and
can choose between standing or parterre
wrestling (P).

• 2nd passivity in a match (regardless which
wrestler), active wrestler receives 1 point and
can choose between standing or parterre
wrestling (P).

• 3rd and any further passivity in a match (rega
rdless which wrestler), active wrestler receive
s 1 point without stopping the bout (P).the
bout is stopped and the active wrestler can cho
ose between standing or parterre wrestling (P).
The active wrestler will not be awarded with
1 point.
A maximum of 2 ordered parterre position can be
applied per match.

P36
【第４７条】－パッシビティーの適用(FS と GR)

次の手順が適用されます。

最初の消極性（どのレスラーに関係なく）適用は、
アクティブレスラーが 1 ポイントを獲得し、スタ
ンディングまたはパーテレのいずれかを選択する
事ができる。（P）

2 回目の消極性（どのレスラーに関係なく）適用
は、アクティブレスラーが 1 ポイントを獲得し、
スタンディングまたはパーテレのいずれかを選択
する事ができる。（P）

3 回目以降の消極性（どのレスラーに関係なく）
適用では、試合を止め、アクティブなレスラーが
スタンディングまたはパーテレのどちらかを選択
できます。アクティブレスラーには 1 ポイントは
付与されません。（P）

P42
Article 56 . Medical Service Interventions
i) If an athlete is injured and can’t continue
the bout, he will lose the match by injury.
The concerned athlete won’t have to attend the
second weigh-in and he will be ranked based on
the points that he earned until his injury. If
the injured athlete is ready to compete for
his next match, he has to receive the approval
of the UWW Doctor.
An injured athlete will have until one hour
after the end of his first day of competition
to announce his injury to the UWW Doctor. For a
ll the other type of injuries or diseases that
happen after the first day of competition and
out of competition, the concerned athlete will
have to attend the second weigh-in otherwise he
will be eliminated of the competition and
ranked last, without rank.

P42
【第５６条】－医事介入
i) 選手が負傷して試合を続行できなくなった
場合は、その選手は負傷によりその試合に敗退
する。当該選手は2回目の計量に出席する必要
はなく、負傷までに獲得したポイントをもとに
順位を決定する。負傷した選手が次の試合に出
場できるようになった場合は、UWWドクターの
承認を得なければならない。

負傷した選手は、競技初日終了後１時間以内に
UWWドクターに報告する必要があります。その
他、競技初日終了後に競技会外で発生した怪我
や病気に拘わらず関係する選手は2回目の計量
に参加する必要があります。そうでなければ、
選手は競技から排除され、順位なしで最後尾に
ランク付けされます。
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