
違反と処罰 

t.170   「違反と処罰の一覧表」参照 

この表は、便宜的な一覧になるように意図されているものであり、疑問がある場合には参考にしなければならな

い当該条項の完全なテキストの代わりになるものではない 

違反と処罰の一覧表 

 違反 条項 処罰 

0.1 世界選手権大会とシニアー団体ワールドカッ

プ競技会と団体ゾーン選手権大会で義務付け

られている時、背中の名前と国籍の欠如、ナ

ショナルロゴやユニフォームの欠如 

2019-2020 の適用: 背中の名前と国籍の欠

如、ナショナルロゴやユニフォームの欠如  

 t.74  

 

 

競技会から排除 

0.2 適用していない伝導性ジャケットの着替えに

よる背中の名前の欠如 

 t.75 

0.3 プール、ランコントル、エリミナシォン・デ

ィレクトの試合開始指定時間の 10 分前の主

審の最初の点呼に登場しない 

  

 t.118 

 

0.4 競技会中に 1 分間隔で行なわれる 3 回の呼

び出しで主審に呼び出された時にピストに

登場しない 

  

 t.119   

点呼 1 回目 

 イエロー 

 カード 

点呼 2 回目 

 レッド 

 カード 

点呼 3 回目 

ブラックカー

ド(排除) 

0.5 対戦無意欲：授与される制裁は他に受けた制裁に

累積されない特有の P カードで表示される 

t.124   1回目 

P-イエロー 

2 回目 

3 回目 

P-レッド 

4 回目以降 

P-ブラック 

第 1 グループの違反 1 回目 2 回目 3 回目 

1.1 許可なくピストを離れる t.23.6    

1.2 トゥシュ回避のためのコル・ア・コル* t.25.2    

1.3 相手に背を向ける* t.27.2    

1.4 有効面の覆い隠しまたは有効面の代用* t.29.2, 

t.30.1, t.79 

   

1.5 マッチ中に電気機器に触れたり掴む*  t.29.3    

1.6 トゥシュ回避のためサイドラインを出る* t.35.3    

1.7 正当な理由なしに試合を中断する t.43.2    

1.8 欠陥があるまたは不適合な服装・用具 

予備剣、予備ボディーワイヤーの欠如 

t.71, t.72, 

t.73.1.a, 

t.117 

   



1.9 ピスト上で剣を真っ直ぐに直す t.76.2, 

t.90.2, 

t.96.5 

   

1.10 ピスト上で剣先を押し曲げたり引きずる

（フルーレ、エペにおいて） 

t.76.2, 

t.90.2 

 

   

1.12 ガードで行なったトゥシュ*；脚や足を交差

させる全ての前進動作* 

（サーブルにおいて） 

t.96.3, 

t.101.5 

   

1.13 主審の命令に従わない t.108, t.112    

1.14 規則に則っていない頭髪 t.115.2    

1.15 激しくぶつかって押す、無秩序な試合*； 

主審のアルトの号令の前にマスクを取る； 

ピスト上での着替えや脱衣 

t.116, 

t.121.2, 

t.125, t.126 

   

1.16 ピスト上での不規則な動き*  

転倒しながらまたは転倒後のトゥシュ* 

t.121.2    

1.17 道理に合わない抗議 

事実問題上の判定に抗議 

t.172, t.173, 

t.174 

   

1.18 主審の許可なくピスト内に入る(+) t..132.2    

 

 

第 2 グループの違反 1 回目 2 回目 3 回目 

2.1 剣を持たない手や腕の使用* t.29.1, 

t.30 

   

2.2 医師の認可がない負傷･痙攣を主張して 

試合の中断を要求する 

t.45.3    

2.3 検査マークの欠如* t.73.1a    

2.4      

2.5 相手以外に故意にトゥシュを行う*  t.55.2    

2.6 乱暴、危険、報復的な行為；  

ガードやポンメルで殴打する*  

t.121.2, 

t.147, 

t.149.1 

   

 

 



第３グループの違反 1 回目 2 回目 

3.1 ピスト上で秩序を乱す選手  

最も重い場合は、主審は即刻ブラックカー

ドを授与できる (t.１６８) 

t.108.2, 

t.109, 

t.110, 

t.137.2 

  

 ブラックカー

ド 

3.2 不誠実な試合* t.121  

3.3 広告規定違反 広告規定  

3.4 ピスト外に居て秩序を乱す者 

最も重い場合は、主審は即刻ブラックカー

ドを授与できる(t.１６８) 

t.109, 

t.110, 

t.111, 

t.132.2, 

t.133,t.137.

3/4, t.168 

  

3.5 ＦＩＥ規定に適合するフェンシングウエア

と用具を着用しないウォームアップやトレ

ーニング 

t.20.2 

3.6 スポーツに反する行為 t.121.2 

 

第４グループの違反 処罰（カード) 

4.1 試合中に交信可能な電気通信装具を装備し

ている選手 

t.64.6, 

t.68, 

t.73.1.g 

  

4.2 不正な装具、検査マークの偽造や移し変え t.73.1.c-d-

e 

4.3 トゥシュを記録する装置を機能させない 

故意の装具改造 

t.73.1.f; 

m.5.5.d 

4.4 正式に参加している(個人又は団体)相手選 

手との対戦を拒否 

t.113 

4.5 スポーツマンシップに違反 t.121.2, 

t.122; 

t.123; 

t.149.1 

4.6 試合前、試合後に相手や主審、観戦者に対す

るサリューの拒否 

 t.122 



4.7 共謀して利益を得る、または相手を有利にす

る行為 

t.128, 

149.1 

4.8 故意の野蛮行為 t.149.1 

4.9 ドーピング o.107 

 

 

説 明 

 ＊ 違反選手が行なったトウシュを無効にする 

 ＋  全体のチームに対する及び全部のチームマッチに有効な特別なイエローカード 

もし同じマッチ中に 1 名の選手が第 1 グループの違反を犯す場合、主審はそれ以降

はレッドカードで処罰する 

イエローカード 警告（マッチの間有効）レッドカードを受けた後で第 1 グループの違反をする選手

は新たなレッドカードを受ける 

レッドカード ペナルティーのトウシュ 

ブラックカード 競技会から排除、残りのトーナメントと以後の、現行であろうと次であろうと、活

動シーズン(ジュニアーでは 9月 1 日－世界選手権大会及びシニアーでは 9 月 1 日－

世界選手権大会)の 60 日間の出場停止 

選手が前に第 3 グループで違反した(レッドカードで表示された)場合は、第 3 グル

ープでブラックカードを受けるだけである 

Ｐカード(t.124) P イエロー(警告)と P レッド(ペナルティーヒット)と P ブラック(対戦やマッチに負

ける可能性)のカード 

個人戦と団体戦の両方で、Pブラックカードを受けて対戦/マッチに負けた選手とチ

ームは、対戦/マッチに負けたとして競技会の最終結果にランク付けされる。   

彼等は相応するポイントを受ける  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


