
A. All tumbling must originate from and land on the performing

surface.

Clarification: A tumbler may rebound from his/her feet into a

transition. If the rebound from the tumbling pass involves hip-

over-head rotation, then the tumbler/top person must be caught

and stopped in a non-inverted position before continuing into

the hip-over-head transition or stunt.

Example: Round off handspring and then a bump or contact

from a base or bracer straight into a back flip would break this

rule for the Novice/L1 – Elite/L5 Divisions. A clear separa-tion

from the tumbling to the stunt is needed to make this legal.

Catching the rebound and then dipping to create the throw for

the rotation is legal. This would also be true if coming from just

a standing back handspring without the round off.

A. 全てのタンブリングは競技フロアから始め競技フロアに着地 す

ること。

補足:タンブラーはリバウンドして、そのまま足からスタンツに

移行してもよい。もし腰が頭を超える回転を伴うタンブリング

パスからリバウンドする場合、タンブラー/トップは腰が頭を超

えるトランジションやスタンツに続く前に、インバージョ ンで

はない姿勢でキャッチされ止まらなくていはいけない。

例: ラウンドオフハンドスプリングをしてベースまたはブレイ

サーとのコンタクトの後バックフリップをするとレベル1- 5では

ルール違反になる。 このような違反を防ぐためには、タンブリ

ングとスタンツを明確に区別しておく。着地のリバウンドを

キャッチしてディップしてからフリップさせるために投げること

は違反ではない。立位からのバックハンドスプリングの実施に

おいても同様。

B. Tumbling over, under, or through a stunt, individual, or prop,

is not al-lowed.

Clarification: An individual may jump over anoth-er individual.

B. タンブリングでスタンツ・選手・小道具を飛び越えるまたはく

ぐり抜けるのは不可。 補足:選手が別の選手を飛び越えることは

可。

C. Tumbling while holding or in contact with any prop is not

allowed.

C. なにかしらの道具を持っているまたは触れている状態でのタ ン

ブリングは不可。

D. Dive rolls are allowed:

Exception 1: Dive rolls performed in a swan/arched position are

not allowed.

Exception 2: Dive rolls that involve twisting are not allowed.

D. ダイブロールは可。

例外1: スワン/アーチポジションは禁止。例外2:ツイストつきの

ダイブロールは禁止。

E. Jumps are not considered a tumbling skill from a legalities

point of view. Therefore, if a jump skill is included in a

tumbling pass, the jump will break up the pass.

Example: If an athlete in Advanced/L4 performs a roundoff -

toe touch - back handspring- whip- layout, this combination of

skills would not be allowed since consecutive flip-flip

combinations are not allowed within the Advanced/L4 Stand-

ing Tumbling regulations.

E. ジャンプは審査の観点からはタンブリングとはみなさない。 そ

れ故一連のタンブリングの流れの中にジャンプが含まれている

場合、ジャンプがその流れの区切りとみなす。

例：選手がアドバンス/L4においてロンダート-トウタッチ-バク

転-ウィップ-レイアウトを行った場合違反となる。トウタッチが

切れ目となるため、フリップ-フリップのコンビネーションはア

ドバンス/L4スタンディングタンブリングでは認められない。
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A. Standing flips and flips from a back hand-spring entry are

allowed.

A. スタンディングフリップ、バク転から入るフリップは可。

B.
Skills are allowed up to 1 flipping and 0 twist-ing rotations.

Exception: Aerial cartwheels and Onodis are al-lowed.

B. フリップは1回転まで可。

例外：側宙、オノディは可。

C. Consecutive flip-flip combinations are not allowed. Example:

Back tuck – back tuck, back tuck – punch front are not al-

lowed.

C. フリップ-フリップのコンビネーションは禁止。

例：バクタック-バックタック、バックタック-パンチフロント

は禁止。

D. D. Jump skills are not allowed in immediate combination with

a standing flip.

Example: Toe touch back tucks, back tuck toe touches, pike

jump front flips are not allowed. Clar-ification 1: Jumps

connected to ¾ front flips are not allowed.

Clarification 2: Toe touch back handspring back tucks are

allowed because the flip skill is not con-nected immediately

after the jump skill.

D. ジャンプからフリップへのコンビネーションは禁止

例:トウタッチ-バックタック、バックタック-トウタッチ、パイ

クジャンプ-フロントフリップは禁止

注1:ジャンプから3/4フロントフリップは禁止

注２:トウタッチ-バク転-バックタックはフリップスキルとジャ

ンプが直接繋がっていないため可。

A. Skills are allowed up to 1 flipping and 0 twisting ro-tations.

Exception: Aerial cartwheels and Onodis are al-lowed.

A. リップ1回まで可。ツイストは不可。

例外:側宙、オノディは可。

ADVANCED DIVISION STANDING TUMBLING アドバンス部門　スタンディングタンブリング

ADVANCED DIVISION RUNNING TUMBLING アドバンス部門　ランニングタンブリング
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ADVANCED DIVISION STUNTS

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

1. Extended skills up to a ½ twist are

allowed. Example: A ½ up to extended liberty is allowed.

Clarification: Any additional turn performed by the bases

in the same skill set would not be allowed if the resulting

cumulative rotation of the top person exceeds ½ rotation.

The safety judges will use the hips of the top person to

determine the amount of total rotation a top person

performs in a skill set. Once the stunt is hit (i.e. a prep)

and the athletes show a definite and clear stop with a

stationary top person, they may continue to walk the stunt 

in additional rotation.

1. 1/2回転してエクステンションへの移行は可。

例:1/2でのエクステンションへのリバティーは可。

補足:トップの回転に加え、同じ技のセットの中でベース の

回転を伴う追加のターンは、積算で1/2回転を過ぎる場合は

違反となる。セーフティージャッジは、1セットの技の中で

の回転総数をトップの腰の回転数で判断する。ツイスト 技を

(例えばプレップで)完成させた場合はクリアにとまっ ている

ことをみせること。その後、追加の回転などに入る 。

2. Extended skills exceeding a ½ twist but not exceeding 1

twist must land in a 2 -leg stunt. Example: A full up (1

twist) to an immediate extended liberty is not allowed, but

a full up (1 twist) to an extension is allowed.

Exception: Landing in a platform position is permitted. A

Platform position must be visi-bly momentarily stopped

prior to moving to a single leg stunt.

2. 2. エクステンションでトップが1回転する場合には両足スタ

ンツになること。

例：１回転のフルアップでエクステンションの片足になるの

は禁止だが、エクステンションの両足は可。

例外：プラットホームポジションになるのは可。プラット

ホームポジションは片足スタンツになる準備段階とみなす。

E. E.

F. F.

アドバンス部門　スタンツ

Single leg extended stunts are allowed.

Twisting stunts and transitions to an extend-ed position are

allowed under the following conditions:

Free flipping mounts and transitions are not allowed.

A spotter is required for each top above prep level.

Twisting stunts and transitions to prep level are al-lowed up to 

1 ½ twisting rotations by the top per-son in relation to the 

performing surface. Clarifica-tion: A twist performed with an 

additional turn by the bases performed in the same skill set, is 

not al-lowed if the resulting cumulative rotation of the top 

person exceeds 1 ½ rotations. The safety judge will use the hips 

of the top person to determine the amount of total rotation a top 

person performs in a skill set. Once a stunt is hit (i.e. prep) and 

the ath-letes show a definite and clear stop with a stationary 

top person, they may continue to walk the stunt in additional 

rotation.

片足のエクステンショ ンスタンツは可。

トップが競技フロアから実施するツイストを伴う乗り込みやトラ

ンジションは1-1/2回転のツイストまで可。

補足: トップの回転に加え、同じ技のセットの中でベースの回転を

伴う追加のターンは、積算で1-1/2回転を過ぎる場合は違反とな

る。 セーフティージャッジは、1セットの技の中での回転総数を

トップの腰の回転数で判断する。ツイスト技を(例えばプレップで)

完成させた場合はクリアにとまっていることをみせること。その

後、追加の回転などに入る。 

During transitions, at least 1 base must remain in contact with

the top person.

Exception:  See “Release Moves”.

トランジションの間少なくとも1名のベースがトップに触れている

こと。

例外：リリースムーブ参照

ツイストスタンツやエクステンションへ移行するトランジション

は以下の条件を満たす場合は可。

フリーフリッピングでの乗り込みやトランジションは禁止。

スポッターは、プレップレベル以上の各トップに必要。
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G. G.

H. H.

I. I.

J. J.

1. Release moves are allowed but must not ex-ceed extended

arm level.

Clarification: If the release move passes above the bases ’

extended arm level, it will b

considered a toss and/or dismount, and must follow the

appropriate “Toss” and/or “Dismount” rules. To determine

the height of a release move, at the highest point of the

release, the distance from the hips to the extended arms of

the bases will be used to determine the height of the

release. If that distance is greater than the length of the

top person's legs, it will be considered a toss or dismount

and must follow the appropriate "Toss" or “ Dismount ”

rules.

1. リリースムーブは可。ベースが伸ばした手の高さをを超える

ことは禁止

注：もしリリースムーブでこの高さを超えた場合、トスまた

はディスマウントとみなされるため、トス/ディスマウント

のルールに従うこと。 リリースムーブの高さは、リリース

の最高点においてベースの腰から伸ばした手までの距離で判

断される。 この距離がトップの足の長さよりも明らかに長

い場合はトスまたはディスマウントとみなされ、そのルール

に従うこと。

2. Release moves may not land in an inverted position. When

performing a release move from an inverted position to a

non-inverted position, the bottom of the dip will be used to

determine if the initial position was inverted. Release

moves inverted to non-inverted posi-tions may not twist.

Release moved from in-verted to non- inverted positions

landing at prep level or higher must have a spot.

2. リリースムーブは逆さ状態での着地は不可。逆さ状態から、

逆さではない状態にリリースムーブする場合、逆さ状態から

開始しているかどうかは、ダウンをして下がった地点のトッ

プの姿勢が逆さ状態になっているかどうかで判断される。逆

さ状態から逆さでない状態へのリリースはツイスト禁止。逆

さ状態から、逆さではないプレップレベル以上の高さにリ

リースムーブする場合、スポットが必要。

3. Release moves must return to original bases. Clarification:

An individual may not land on the performing surface

without assistance. Exception:  See Dismount “C”.

Exception: Dismounting single based stunts with multiple

top persons.

3. リリースムーブはもとのベースに戻ること。

注：選手は補助無しにフロアに着地することは不可。

例外：DismountC参照。

例外：シングルベースの複数トップのディスマウント。

G. No stunt, pyramid or individual may move over or under

another separate stunt, pyramid or individual.

Clarification: This rule pertains to an athlete’s torso (midsection

of an athlete ’ s body) not mov-ing over or under the torso of

another athlete; this does not pertain to an athlete ’s arms or

legs.

Example: A shoulder sit walking under a prep is not allowed.

Exception 1: An individual may jump over an-other individual.

Exception 2: An individual may move under a stunt or a stunt

may move over an individual.

Single based split catches are not allowed.

Single based stunts with multiple top persons require a

separate spotter for each top person. Extended single top

persons may not connect to any other extended single leg top

person.

ADVANCED DIVISION Stunts-Release Moves

シングルベースのダブルキューピーは各トップにスポッターをつ

けること。片足のエクステンションのトップが他の片足のエクス

テンションのトップとつながることは不可。

シングルベースのスプリットキャッチは不可。

アドバンス　スタンツ-リリースムーブ

スタンツ、ピラミッド、選手が他のスタンツやピラミッドの上を

越えたり下をくぐるのは禁止。

注：このルールは選手が他の選手の胴体を超えたりくぐったりし

ないための規定で、選手の腕や足は対象外。

例:ショルダーシットがプレップの下をくぐるのは禁止。

例外1:選手が他の選手をジャンプすることは可。

例外2:選手がスタンツの下をくぐったり、スタンツが選手の上を移

動するのは可。
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4. Release moves that land in an extended po-sition must

originate from waist level or be-low and may no involve

twisting or flipping.

4. リリースムーブでエクステンションになる場合は、ウェスト

レベル以下から始め、ツイストやフリップを加えることは禁

止。

5. Release moves initiating from an extended level may not

twist.

5. エクステンションレベルから開始するリリースムーブはツイ

スト禁止。

6. Helicopters are allowed up to a 180 degree rotation and 0

twisting and must be caught by at least 3 catchers, one of

which is positioned at head and shoulder area of the top

person.

6. ヘリコプターは180度回転までで、ツイストは禁止。少なく

とも3名以上のキャチャーが必要。うち1名はトップの頭と肩

を 補助してキャッチすること。

7. Release moves may not intentionally travel. 7. リリースムーブは意図的に別の場所へ飛ばすのは禁止。

8. Release moves may not pass over, under or through other

stunts, pyramids or individu-als.

8. リリースムーブは他のスタンツ、ピラミッド、選手を飛び越

える、またはくぐることは禁止。

9. Top persons in separate release moves may not come in

contact with each other.

Exception: Dismounting single based stunts with multiple

top persons.

9. トップ同士がリリースムーブで触れ合うのは禁止。

例外:ダブルキューピーのディスマウント 。

K. K.

1. Extended inverted stunts are allowed. Also, see “Stunts”

and “Pyramids.”

1. エクステンションでトップが逆さになるスタンツは可。”ス

タンツ”、”ピラミッド”を参照.

ADVANCED DIVISION Stunts-Inversions アドバンス　スタンツ-インバージョン
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2. Downward inversions are allowed at prep level and must

be assisted by at least 3 catchers, at least 2 of which are

positioned to protect the head and shoulder area.

Exception: A controlled power pressing of an extended

inverted stunt (example: hand-stand) to shoulder level is

allowed.

Clarification 1: The stunt may not pass above prep level

and then become inverted at prep level or below. (The

momentum of the top person coming down is the primary

safety concern.) Clarification 2: Catchers must make

contact with the waist to shoulder region to protect the

head and shoulder area of the top person.

Clarification 3: Downward inversions origi-nating from

below prep level do not require three (3) bases.

Exception: Two-leg “ Pancake ” stunts must start at

shoulder level or below and are al-lowed to immediately

pass through the ex-tended position during the skill.

Clarification: Two-leg Pancakes cannot stop or land in an

inverted position.

2. ダウンワードインバージョンはプレップレベルのみ 可。少

なくとも3名以上のベースがトップを支え、こ のうち少なく

とも2名はトップの頭と肩を守れる位置 にいること。

例外:エクステンションのインバートスタンツ(例:倒立)から

ショルダーレベルになる場合、コン トロールされたパワー

プレスであれば可。

注1: プレップレベル以上の高さを通過してから、プレッ プ

レベル以下で逆さになることは禁止。（降下する際トップの

勢いは、安全に最も注意をすること。） 

注２: キャッチャーは、トップの頭と肩を守るために、トッ

プの腰から肩の部位に触れていること 。

注３: プレップレベル以下から実施するダウンワードイン ハ

゙ージョンは、ベースが3名以下でも可 。

例外: 両足での”Pancake”スタンツはショルダーレベル以下

から開始し、技の実施中にエクステンショ ンを通過すること

は可。

注：両足での”Pancake”スタンツは、インバート 姿勢て止゙

まったり着地することは禁止。

3. Downward inversions must maintain con-tact with an

original base.

Exception: Side rotating downward inver-sions. Example:

In cartwheel-style transitions, the original base may lose

contact with the top person when it becomes necessary to

do so.

3. ダウンワードインバージョンを行う際、元のベースがトップ

に触れていること。

例外：トップが側方に回転するダウンワードインバージョン

(例:側転ディスマウント)の場合、必要があれば元のベースが

トップから離れることは可。

4. Downward inversions may not come into contact with each 

other.

4. ダウンワードインバージョン同士が接触することは禁止 。

L. L.Bases may not support any weight of a top person while that

base is in a backbend or in-verted position.

Clarification: A person standing on the ground is not considered

a top person.

ベースが背中を反ったりインバート状態でトップの体重を支える

ことは禁止。

注：フロアに立っている選手はトップとはみなされない。
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ADVANCED DIVISION DISMOUNTS

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

E. E.

F. F.

G. G.

H. H.

アドバンス部門  ディスマウント

Cradles from single based stunts must have a spotter with at

least 1 hand/arm supporting the waist to shoulder region to

protect the head and shoulder area through the cradle.

シングルベースからのクレイドルはスポッターが1名必要。クレイ

ドルの間、頭と肩の部分を守るために少なくとも片手・腕で腰か

ら肩を補助すること。

Cradles from multi-based stunts must have 2 catchers and a

spotter with at least 1 hand/arm supporting the waist to

shoulder region to protect the head and shoulder area through

the cradle.

キャッチャー2名と、クレイドルの間、頭と肩の部分を守るために

少なくとも片手・腕で腰から肩を補助するスポッター1名か必゙要。

Note: Movements are only considered “Dismounts” if released to a 

cradle or released and assisted to the performing surface.

トップがリリースされてクレイドルになる動き、リリースかつ補助しな

がら演技フロアに着地する動きのみを「ディスマウント」とする。

No stunt, pyramid, individual, or, prop may move over or under

a dismount, and a dismount may not be thrown over, under, or

through stunts, pyramids, individuals, or prop.

他の選手、スタンツ、ピラミッド、小道具、ディスマウントを飛

ひ越゙える、またはくぐることは禁止。

During a cradle that exceeds 1 ¼ twists, no skill other than the

twist is allowed.
1-1/4回転を超えるツイストは、他の技を加えるのは禁止 。

Dismounts to the performing surface must be assisted by an

original base or spotter.

Exception: Straight drops or small hop offs, with no additional

skill(s), from the waist level or be-low are the only dismounts

allowed to the per-forming surface without assistance.

Clarification: An individual may not land on the performing

surface from above waist level without assistance.

演技フロアへのディスマウントは必ず元のベースまたはスポッ

ターが補助すること。

例外:ウェストレベル以下からの、他の技を追加しないストレート

ドロップ、スモールホップオフディスマウントに限り、補助なして

゙フロアに着地しても可。

注:ウェストレベル以上から補助なしで着地することは禁止。 

Up to a 2 ¼ twisting rotations are allowed from all 2- leg stunts.

Clarification: Twisting from a platform position may not exceed

1 ¼ rotations. A Platform is not considered a 2 - leg stunt. There

are specific exceptions given for the platform body position

within the Advanced Division “ Stunts ” regarding Twisting

Stunts and Transitions specifically.

両足から2-1/4回転ツイストまで可。

注: プラットフォームポジションからのツイストは1-1/4 回転を超

えることは禁止。プラットフォームは片足と みなす。アドバンス

スタンツのツイストマウントおよびツイストの入ったトランジ

ションでのみ、例外的に取り扱 われる。

Up to a 1 ¼ twisting rotations are allowed from all single leg (1

leg) stunts.

Clarification: A Platform is not considered a 2 - leg stunt. There

are specific exceptions given for the platform body position

within the Advanced Divi-sion “ Stunts ” regarding Twisting

Stunts and Transitions specifically.

片足からは1-1/4回転ツイストまで可。 

注：プラットホームは両足スタンツとはみなさない。アドバンス

部門スタンツ、トランジションにおいて特別に扱われる。

No free flipping dismounts allowed. フリップを含むディスマウントは禁止
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I. I.

J. J.

K. K.

L. L.

M. M.

N. N.

Dismounts must return to original base(s). ディスマウントは必ず元のベースに戻ること。

Dismounts may not intentionally travel. ディスマウントは意図的に別の場所へ飛ばすことは禁止。

Tension drops/rolls of any kind are not allowed. テンションドロップ/ロールの類は禁止。

Top persons in dismounts may not come in con-tact with each

other while released from the ba-ses.
ディスマウントの際、ベースからリリースされている間にトップ

同士が接触することは禁止。

Dismounts from an inverted position may not twist. インバートポジションからのディスマウントのツイストは不可。

When cradling single based stunts with multiple top persons, 2

catchers must catch each top per-son. Catchers and bases must

be stationary prior to the initiation of dismount.

ダブルキューピーをクレイドルキャッチする際は、2名のキャッ

チャーがそれぞれのトップをキャッチす る。 キャッチャーとベー

スは、ディスマウント開始前に静止していること。

8ページ



ADVANCED DIVISION TOSSES

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

E. E.

F. F.

G. G.

H. H.

I. I.

J. J.

アドバンス部門　トス

Tosses are allowed up to a total of 4 tossing bases. One (1) base

must be behind the top person dur-ing the toss and may assist

the top person into the toss.

トスのベースは4名まで。ベースの1名は必ずトップの後ろで支

え、トップのトスを補助することは可。

Tosses must be performed with all bases having their feet on

the performing surface and must land in a cradle position. Top

person must be caught in a cradle position by at least 3 original

bases one of which is positioned at the head and shoulder area

of the top person. Bases must re-main stationary during the

toss. 

Example: No intentional traveling tosses. Excep-tion: A ½ turn

is allowed by bases as in a kick full basket.

トスはすべてのベースの足が演技フロアについている状態で行

い、クレイドルポジションで終了すること。 トスをあげたベース

と同じ3名以上のベースで、トップをクレイドルポジションで

キャッチし、うち、1名はトップの頭と肩を支えること。 ベースが

トスの間故意に移動することは禁止。例)故意に移動するトスは禁

止。

例外：キックフルバスケットにおいてベースによる 1/2ターンは

可。

The top person in a toss must have both feet in / on the hands of

the bases when the toss is initiated.
トスはすべてのベースの足が演技フロアについている状態でトス

を開始すること。

Flipping, inverted or traveling tosses are not allowed. フリップ、インバージョン、トラベリングトスは禁止。

No stunt, pyramid, individual, or prop may move over or under

a toss, and a toss may not be thrown over, under, or through

stunts, pyramids, individ-uals, or props.

スタンツ、ピラミッド、選手、または小道具が他のトスを越え

る、もしくはくぐることは禁止。 また、トスが他のスタンツ、ピ

ラミッドまたは選手、小道具を越える、くぐる、もしくは間を抜

けることも禁止。

Up to 2 tricks are allowed during a toss. Example: Kick full, full

up toe touch.
トスの技は2種類まで可。 例:キックフルツイスト、フルアップ

トゥタッチ等は可。

During a toss that exceeds 1 ½ twisting rotations, no skill other

than the twist is allowed.

Example:  No kick double tosses.

1-1/2回転以上のツイストトスの場合、他の技を加えることは禁

止。

例：キックダブルトスは不可。

Tosses may not exceed 2 ¼ twisting rotations. トスのツイストは2-1/4回転まで可。

Top persons in separate basket tosses may not come in contact

with each other and must become free of all contact from bases,

bracers and/or other top persons.

トップはトスから空中に離れたら、別のトップと触れ合うことは

禁止。ベース、ブレイサー、他のトップとのすべての接触は禁

止。

J. Only a single top person is allowed during a toss. トスを行う間、飛ぶのは1名のトップのみ 。
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ADVANCED DIVISION PYRAMIDS

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

E. E.

ADVANCED DIVISION PYRAMIDS

- Release Moves

Pyramids must follow Advanced Division "Stunts" and

"Dismounts" rules and are al-lowed up to 2 high.

Exception: Twisting mounts and transitions to extended skills

are allowed up to 1 ½ twists if connected to a bracer at prep

level or below. The connection must be made prior to the

initiation of the skill and must remain in contact through-out

the transition.

Top persons must receive primary support from a base.

Exception: See “Advanced Pyramid Release Moves” 

Extended single leg (1 leg) stunts may not brace or be braced by

any other single leg (1 leg) ex-tended stunts.

ベースと1名のブレイサー(必要な場合は2名)と支 持し続けていれ

ば、Lv4で実施できる技はLv4のピ ラミッドでのリリースムーブで

実施可 。

例: エクステンションのパンケーキは2名のブレイ サーと支持し続

けること。 

アドバンス部門　ピラミッド-リリースムーブ

Any skill that is allowed as an Advanced Divi-sion Release

Move is also allowed if it remains connected to a base and a

bracer (or 2 bracers when required)

Example: An extended Pancake would be re-quired to remain

connected to 2 bracers.

アドバンス部門　ピラミッド

No stunt or pyramid may move over or un-der another separate

stunt or pyramid.

Example: A shoulder sit walking under a prep is not allowed.

Exception 1: An individual may jump over anoth-er individual.

Exception 2: An individual may move under a stunt or a stunt

may move over an individual.

スタンツ、ピラミッド、選手が他のスタンツやピラミッドの上を

越えたり下をくぐるのは禁止。

例:ショルダーシットがプレップの下をくぐるのは禁止。

例外1:選手が他の選手をジャンプすることは可。

例外2:選手がスタンツの下をくぐったり、スタンツが選手の上を

移動するのは可。

ピラミッドはアドバンス部門のスタンツ/ディスマウントのルール

に従うこと。高さは2highまで可。 

例外：エクステンションへのツイストマウントと、ツイス トトラ

ンジションは、1名のプレップレベル以下のブ レイサーと支持し

合っていれは1゙-1/2回転ツイスト まで可。支持は技の開始前に行

い、技もしくはトラ ンジションの間支持し続けること。 

トップの重心は、主にベースによって支持された状態であるこ

と。

例外: “アドバンスピラミッドリリースムーブ”参照。

他の片足エクステンションと支持し合うのは 禁止。
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1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

a. The top person must maintain physical contact with a

person at prep level or be-low.

Clarification: Contact must be made with a base on the

performing surface BEFORE contact with the bracer(s) is

lost.

a. トップはプレップレベル以下の1名以上のブレイサーによっ

て支持されていること。

注)地上にいるベースは、トップがブレイサーとの支持が離

れる前にトップに触れること。

b. The top person must be caught by at least 2 catchers

(minimum of 1 catcher and 1 spotter). Both catchers must

be stationary and may not be involved with any other skill

or choreography when the transition is initiated. (The dip

to throw the top person is considered the initiation of the

skill).

b. トップは2名以上のキャッチャー(1名のキャッチャーと1名

のスポッター)が必要。どちらのキャッチャーも故意に移動

することは禁 止。トランジションが始まったら他のいかな

る技や振付も行うことは禁止。(トップ を飛ばすためのダウ

ンを技の開始とみなす)

5. 5.

a. Both catchers must be stationary. a. どちらのキャッチャーも故意に移動することは禁止。

b. Both catchers must maintain visual contact with the top

person throughout the entire transition.

b. どちらのキャッチャーもトランジションの間トップを見続け

る。

6. 5.

Primary weight may not be borne at the 2nd level.

Clarification: The transition must be continuous.
トップの重心が、セカンドレベルのトップによって 支えられた状

態で止まることは禁止。 

注：トランジションは、連続した動作で行うこと。

In a pyramid transition, a top person may travel over another

top person while con-nected to that top person at prep level or

be-low.

ピラミッドのトランジションでトップは、プレップレベル以下の

ブレイサーと支持していれば、そのトップを越えることは可。

During a pyramid transition, a top person may pass above 2

persons high while in di-rect physical contact with at least 1

person at prep level or below. Contact must be maintained with

the same bracer(s) throughout the entire transition.

Clarification 1: Contact must be made with a base on the

performing surface BEFORE con-tact with the bracer(s) is lost.

Exception: While a tic-tock from prep level or higher to an

extended position (e.g. low to high and high to high) is not

allowed for Advanced Division “ Stunts ” , the same skill is

allowed in Advanced Division “Pyramid Release Moves” if the

skill is braced by at least 1 person at prep level or below. The

top person performing the tic-tock must be braced the entire

time during the release from the bases.

Clarification 2: Advanced Division Pyramid Re-lease Moves

may incorporate stunt release moves that maintain contact

with 1 other top person provided the release move meets the

Advanced Division “ Stunt Release Moves ” or “ Dismounts ”

criteria.

Clarification 3: Twisting stunts and transitions are allowed up

to 1 ½ twists if connected to at least 1 bracer at prep level or

below.

ピラミッドトランジションの間、プレップレベル以下の1名以上の

ブレイサーと触 れていれは、゙2 high以上の高さを経過する ことは

可。ブレイサーの交替は不可。

注1:地上にいるベースは、トップがブレイサーとの支持が離れる

前にトップに触れること。 

例外：アドバンスのスタンツにおいて、エクステンションからエ

クステンションへのtic-tock(high to high、high to low)は禁止だ

が、tic-tockの間中ずっとプレップレベル以下の1名以上のブレイ

サーに支持されていれは、゙アドバンスのピラミッドのリリース

ムーブでは実施可

注2:アドバンス部門ピラミッドリリースムーブにおいて、アドバ

ンスのスタンツリースムーブ、ディスマウントのの規約に則って1

名のトップと触れている場合には実施可能。

注3:ツイストスタンツと移行はプレップレベル以下のすくなくと

も1名のブレサーと触れていれば1-1/2まで実施可能。

Release moves may not be braced / connected to the top persons

above prep level.
リリースムーブはプレップレベルより高いトップと支持しないこ

と。 

トップが逆さ状態にならないピラミッドでのリリースムーブは2名

以上のキャッチャー(1名のキャッチャーと1名のスポッター)が必

要 。

Non-inverted pyramid release moves must be caught by at least

2 catchers (minimum of 1 catch-er and 1 spotter) under the

following conditions:

トップが逆さ状態にならないトランジショナルピラミッドでは、

ベースの交替は可。

Non-inverted transitional pyramids may in-volve changing

bases under the following conditions:
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ADVANCED DIVISIOIN Pyramids-Inversions

1. 1.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

a. All required catchers / spotters must be stationary. a. 必要とされるすべてのキャッチャー/スポッター が故意に移

動することは禁止 。

b. All required catchers / spotters must maintain visual

contact with the top person throughout the entire

transition.

b. 必要とされるすべてのキャッチャー/スポッターは、トラン

ジションの間トップを見続けること。

c. The required catchers / spotters may not be involved with

any other skill or chore-ography when the transition is

initiated. (The dip to throw the top person is consid-ered

the initiation of the skill.)

ｃ. 必要とされるすべてのキャッチャー/スポッターは、他のい

かなる技や振付も行うことは禁止。トップを飛ばすためのダ

ウンは、スタンツの開始とみなす。

Must follow Advanced Division Stunt In-vesions rules. アドバンスのスタンツインバージョンルールに従うこと。

Braced inversions (including braced flips) may not involve

changing bases.
ブレスインバージョンでのベースの交替は禁止 。

ADVANCED DIVISION Pyramids

-Release Moves w/ braced inversions

アドバンスブレスインバージョンピラミッドリリースムーブ

アドバンスピラミッドインバージョン

トップがプレップレベル以下の2名以上のブレイ サーによって支

持されていれは、゙ピラミッドトランジ ションにおいてブレイスド

インバージョン(ブレイスド フリップ含む)は可。トランジション

の間ブレイサーの 交替は禁止 。

注1: 地上にいるベースは、トップがブレイサーとの 支持が離れる

前にトップに触れること 。

注2: ブレスフリップは2名の別々のブレイサーに より、トップに

対する前後左右の異なる2方向から 支持されること。（右と左や

左と後ろ等）例：トップが同じ方向からのブレサーに腕を支持さ

れるのは不可,トップは４方向（前後左右）のうちの2方向から身

体を支持されていること。

ブレスインバージョン（フリップ含む）は1-1/4回転フリップまで

可。ツイストは禁止 。

ブレイスドインバージョンは、連続的な動作で行うこと。 Braced inversions (including braced flips) must be in

continuous movement.

Braced inversions (including braced flips) are allowed up to 1 ¼

flipping rotations and 0 twisting rotations.

Pyramid transitions may involve braced inversions (including

braced flips) while released from the bases if contact is

maintained with at least 2 persons at prep level or below.

Contact must be maintained with the same bracer throughout

entire transition. 

Clarification 1: Contact must be made with a base on the

performing surface BEFORE contact with the brac-er(s) is lost.

Clarification 2: Braced flips must be braced on 2 separate sides

(i.e. right side - left side, left side- back side, etc.) by 2 separate

bracers. (Example: Two bracers on the same arm will no longer

be permitted). A top person must be braced on 2 of the 4 sides

(front, back, right or left) of their body.

All braced inversions (including braced flips) that do not twist

must be caught by at least 3 catchers.

Exception: Brace flips that land in an upright position at prep

level or above require a min-imum of 1 catcher and 2 spotters.

ブレスインバージョンは3名以上のキャッチャーでキャッチするこ

と。 

例外: ブレスフリップから、プレップレベル以上 の直立姿勢にな

る場合は、1名以上のキャッチャー と2名以上のスポッターが必

要。
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6. 6.

7. 7.

8. 8. ブレイスドインバージョンは、プレップレベル以上のトップと支

持/接触することは禁止。

Braced inversions (including braced flips) may not be braced /

connected to top persons above prep level.

Braced inversions (including braced flips) may not come in

contact with other stunt / pyramid release moves.
ブレイスドインバージョンが他のスタンツ/ピラミッドのリリース

ムーブと接触することは禁止 。

Braced inversions (including braced flips) may not travel

downward while inverted.
ブレスインバージョンでの逆さ状態での下降は禁止 。
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