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  大 会 :  競 技 方 法  
 
複数グループで行なわれる大会すべてにおいて、グループの振り分けは過去 3 年間の大会での成

績に基づいて行なう。出場のなかった所属協会は、公式の WCF 世界ランキングに基づき上記チー

ムの後に順位づけされる。 

 

冬季オリンピックゲーム(OWG): 男子・女子 

 男女各 10 チーム: 出場チームの決定方法は国際オリンピック委員会(IOC)と WCF の間で協議

中。IOC の承認後すみやかに WCF のウェブサイトで掲載予定。 

 

 1 グループ、ラウンドロビンで上位 4 チームを決定。 

 

プレーオフシステム: 準決勝は 1 位対 4 位、2 位対 3 位。勝者は決勝(金メダルと銀メダル)へ、敗者

は銅メダルゲームへ。 

 
冬季オリンピックゲーム(OWG): ミックスダブルス 

 10 チーム: 出場チームの決定方法は IOC と WCF の間で協議中。 IOC の承認後すみやかに

WCF のウェブサイトで掲載予定。 

 1 グループ、ラウンドロビンで上位 4 チームを決定。 

 

プレーオフシステム: 準決勝は 1 位対 4 位、2 位対 3 位。勝者は決勝(金メダルと銀メダル)へ、敗者

は銅メダルゲームへ。 

 

オリンピック最終予選(OQE): 男子・女子 

 大会形式は国際オリンピック委員会(IOC)と WCF の間で協議中。IOC の承認後すみやかに

WCF のウェブサイトで掲載予定。 

 

オリンピック予備予選(pre-OQE): 男子・女子 

 大会形式は国際オリンピック委員会(IOC)と WCF の間で協議中。IOC の承認後すみやかに

WCF のウェブサイトで掲載予定。 

 

オリンピック最終予選(OQE): ミックスダブルス 

 大会形式は国際オリンピック委員会(IOC)と WCF の間で協議中。IOC の承認後すみやかに

WCF のウェブサイトで掲載予定。 

 

 

 

C O M P ET IT I ON S  –  TH E  PL A Y DO WN  SY S T EM S  
 
For all competitions with multiple groups, seeding is based on ranking from the previous 
three years. MAs that did not play in those events will be ranked at the bottom of the list 
according to the official WCF World Ranking. 
 
Olympic Winter Games (OWG) – Men & Women 
 10 teams for each gender… The qualification system will be agreed between the IOC 

and the WCF. It will be published on the WCF website as soon as it is approved by the 
IOC. 

 Teams placed in one group, playing a round robin to establish the top four ranked teams. 
 
Play-off System: Semi-finals with 1 v 4 and 2 v 3; winners play in the final (for the gold and 

silver medals), losers play in the bronze medal game. 
 
Olympic Winter Games (OWG) – Mixed Doubles 
 10 teams… The qualification system will be agreed between the IOC and the WCF. It will 

be published on the WCF website as soon as it is approved by the IOC. 
 Teams placed in one group, playing a round robin to establish the top four ranked teams. 
 
Play-off System: Semi-finals with 1 v 4 and 2 v 3; winners play in the final (for the gold and 

silver medals), losers play in the bronze medal game. 
 
Olympic Qualification Event (OQE) – Men & Women 
 The qualification system will be agreed between the IOC and the WCF. It will be 

published on the WCF website as soon as it is approved by the IOC. 
 
Pre-Olympic Qualification Event (Pre-OQE) - Men & Women 
 The qualification system will be agreed between the IOC and the WCF. It will be 

published on the WCF website as soon as it is approved by the IOC. 
 
Olympic Qualification Event (OQE) – Mixed Doubles 
 The qualification system will be agreed between the IOC and the WCF. It will be 

published on the WCF website as soon as it is approved by the IOC. 
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  冬季パラリンピックゲーム(PWG): 男女混合チーム 

 12 チーム: 出場チームの決定方法は IPC と WCF の間で協議中。IPC の承認後すみやかに

WCF のウェブサイトで掲載予定。 

 1 グループ、ラウンドロビンで上位 4 チームを決定。 

 

プレーオフシステム: 準決勝は 1 位対 4 位、2 位対 3 位。勝者は決勝(金メダルと銀メダル)へ、敗者

は銅メダルゲームへ。 

 

冬季ユースオリンピックゲーム(YOG) 

出場チームの決定方法は IOC と WCF の間で協議中。IOC の承認後すみやかに WCF のウェブサ

イトで掲載予定。 

 
世界カーリング選手権: 男子（WMCC）・女子（WWCC） 

 13 チーム（出場資格獲得方法は 63 ページに説明） 

 1 グループ、ラウンドロビンで上位 6 チームを決定。 

プレーオフシステム: 1 位と 2 位は直接準決勝へ。3 位から 6 位は準々決勝（3 位対 6 位と 4 位対 5

位）。準々決勝の勝者は準決勝へ。1 位が 4 位対 5 位の勝者と、2 位が 3 位

対 6 位の勝者と対戦。準決勝の勝者は決勝へ、敗者は 3 位決定戦へ。 

 

 

 

 

 

世界ジュニアカーリング選手権(WJCC): ジュニア男子・ジュニア女子 

 男女各 10 チーム：開催国協会から 1 チーム＋前年の世界ジュニアカーリング選手権の上位 6

協会から各 1 チーム＋世界ジュニア B カーリング選手権の上位 3 協会から各 1 チーム。 

 

 1 グループ、ラウンドロビンで上位 4 チームを決定。 

 

プレーオフシステム: 準決勝は 1 位対 4 位、2 位対 3 位。勝者は決勝へ、敗者は 3 位決定戦へ。 

 

 

世界ジュニア B カーリング選手権（WJBCC）: ジュニア男子・ジュニア女子 

 次の WJCC に出場資格をまだ得ていない全ての WCF 加盟協会のジュニアチームが対象。3

協会がこのイベントで出場資格を得る。 

 WCF は参加チーム数と利用可能シート数に応じて大会形式を変更する権利を持つ。対戦形式

は、全てのチームに対し優勝する可能性を与え、適切な数の試合が行えるように設定する。 

Paralympic Winter Games (PWG) – Mixed Gender Teams 
 12 teams... The qualification system will be agreed between the IPC and the WCF. It 

will be published on the WCF website as soon as it is approved by the IPC. 
 Teams placed in one group, playing a round robin to establish the top four ranked 

teams. 
Play-off System: Semi-finals with 1 v 4 and 2 v 3; winners play in the final (for the gold and 

silver medals), losers play in the bronze medal game. 
 
Winter Youth Olympic Games (YOG) 
The qualification system will be agreed between the IOC and the WCF. It will be published 
on the WCF website as soon as it is approved by the IOC. 
 
World Curling Championships – Men (WMCC) & Women (WWCC) 
 13 teams (qualification process explained on Page 63). 
 Teams placed in one group, playing a round robin to establish the top six ranked teams 
Play-off System: The teams ranked 1st and 2nd get a bye to the semi-finals. The teams 

ranked 3rd to 6th play in qualification games (3 v 6 and 4 v 5). The winners 
of those qualification games advance to the semi-finals. The 1st ranked 
team will play against the winner of the 4 v 5 game and the 2nd ranked 
team will play against the winner of the 3 v 6 game. The winners of the 
semi-finals play in the gold medal game, the losers of the semi-final play 
in the bronze medal game. 

 
World Junior Curling Championships (WJCC) – Junior Men & junior Women  
 10 teams for each gender… 1 team from the Host Association/Federation, top 6 

highest ranked Association/Federation from the previous year’s WJCC and top 3 teams 
from the previous WJBCC. 

 Teams placed in one group, playing a round robin to establish the top four ranked 
teams. 

Play-off System: Semi-finals with 1 v 4 and 2 v 3; winners play in the final (for the gold and 
silver medals), losers play in the bronze medal game. 

 
World Junior-B Curling Championships (WJBCC) – Junior Men & Junior Women 
 Open to junior teams from all WCF Member Associations that have not already qualified 

for the next WJCC. Three Member Associations will qualify from this event. 
 The World Curling Federation reserves the right to adjust the system of play depending 

on the number of entries and the sheets of ice available. The format is worked out to 
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冬季ユニバーシアードゲーム（WUG）: 大学生男子・女子 

出場チームの決定方法は FISU と WCF の間で協議中。FISU の承認後すみやかに WCF のウェブ

サイトで掲載予定。 

 

世界車いすカーリング選手権（WWhCC）: 男女混合チーム 

 12 チーム: 開催協会から 1 チーム＋前年の WWhCC で出場資格を得た協会から 8 チーム＋

世界車いす B カーリング選手権(WWhBCC）で出場資格を得た協会から 3 チーム 

 

 1 グループ、ラウンドロビンで上位 6 チームを決定。 

プレーオフシステム: 1 位と 2 位は直接準決勝へ。3 位から 6 位は決定戦（3 位対 6 位、4 位対 5

位）。決定戦の勝者は準決勝へ。1 位が 4 位対 5 位の勝者と、2 位が 3 位対 6

位の勝者と対戦。準決勝の勝者は決勝へ、敗者は 3 位決定戦へ。 

 

 

 

 

 

世界車いす B カーリング選手権（WWｈBCC）: 男女混合チーム 

 次の WWhCC に出場資格をまだ得ていない全ての WCF 加盟協会のジュニアチームが対象。3

協会がこのイベントで出場資格を得る。 

 WCF は参加チーム数と利用可能シート数に応じて大会形式を変更する権利を持つ。対戦形式

は、全てのチームに対し優勝する可能性を与え、適切な数の試合が行えるように設定する。 

 

 

世界車いすミックスダブルスカーリング選手権(WWhMDCC) 

 すべての WCF 所属協会が対象。 

 協会のチームは、その協会に公式に属し、競技資格を満たすカーラーからなる。 

 

 WCF は参加チーム数と利用可能シート数に応じて大会形式を変更する権利を持つ。対戦形式

は、全てのチームに対し優勝する可能性を与え、適切な数の試合が行えるように設定する。 

 

 

世界ミックスダブルスカーリング選手権（WMDCC） 

 20 チーム: 前回の WMDCC で出場資格を得た所属協会から 16 チーム+世界ミックスダブルス

最終予選で出場資格を得た 4 チーム 

give every team a chance to win the event and to play an appropriate number of games. 
 
Winter University Games (WUG) – Men & Women University Students 
The qualification system will be agreed between the FISU and the WCF. It will be published 
on the WCF website as soon as it is approved by the FISU. 
 
World Wheelchair Curling Championship (WWhCC) – Mixed Gender Teams 
 12 teams … 1 team from the Host Association + 8 teams from the Associations which 

qualified from the previous WWhCC + 3 teams from the Associations which qualified 
through the World Wheelchair-B Curling Championship (WWhBCC). 

 Teams placed in one group, playing a round robin to establish the top six ranked teams. 
Play-off System: The teams ranked 1st and 2nd get a bye to the semi-finals. The teams 

ranked 3rd to 6th play in qualification games (3 v 6 and 4 v 5). The winners 
of those qualification games advance to the semi-finals. The 1st ranked 
team will play against the winner of the 4 v 5 game and the 2nd ranked 
team will play against the winner of the 3 v 6 game. The winners of the 
semi-finals play in the gold medal game, the losers of the semi-final play 
in the bronze medal game. 

 
World Wheelchair-B Curling Championship (WWhBCC) – Mixed Gender Teams 
 Open to teams from Associations that have not already qualified for the next WWhCC. 

Three Member Associations will qualify from this event. 
 The World Curling Federation reserves the right to adjust the system of play depending 

on the number of entries and the sheets of ice available. The format is worked out to 
give every team a chance to win the event and to play an appropriate number of games.  

 
World Wheelchair Mixed Doubles Curling Championship (WWhMDCC) 
 Open to teams from all WCF Member Associations. 
 An Association's team is made up of curlers who are bona fide members of that 

Association and who fulfil the eligibility criteria for playing for that Association. 
 The World Curling Federation reserves the right to adjust the system of play depending 

on the number of entries and the sheets of ice available. The format is worked out to 
give every team a chance to win the event and to play an appropriate number of games. 

 
World Mixed Doubles Curling Championship (WMDCC) 
 20 teams ... 16 teams from the Associations which qualified from the previous WMDCC 

+ 4 teams from the Associations which qualified through the World Mixed Doubles 
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 2 グループ、ラウンドロビンで各グループ上位 3 チームを決定。 

 

プレーオフシステム: 各グループ 1 位は直接準決勝へ。各グループの 2 位と 3 位は決定戦へ(A2 位

対 B3 位、B2 位対 A3 位)。決定戦の勝者は準決勝へ。A1 位が B2 位対 A3 位

の勝者と、B1 位が A2 位対 B3 位の勝者と対戦。準決勝の勝者は決勝へ、敗

者は 3 位決定戦へ。 

 

 

降格: 各グループの最下位(A10 位、B10 位)は翌シーズンに WMDQE へ降格。A8 位

対 B9 位、B8 位対 A9 位で決定戦を行ない、敗者も翌シーズンに WMDQE へ

降格。 

 

 

世界ミックスダブルス最終予選（WMDQE） 

 次の WMDCC に出場資格をまだ得ていない全ての WCF 加盟協会のジュニアチームが対象。4

協会がこのイベントで出場資格を得る。 

 WCF は参加チーム数と利用可能シート数に応じて大会形式を変更する権利を持つ。対戦形式

は、全てのチームに対し優勝する可能性を与え、適切な数の試合が行えるように設定する。 

 

 

世界ミックスカーリング選手権（WMxCC） 

オープンエントリー（出場資格手順とプレーオフシステムは 65 ページに説明） 

 

世界シニアカーリング選手権（WSCC）: 男子・女子 

オープンエントリー（出場資格手順とプレーオフシステムは 65 ページに説明） 

 

 

Qualification Event (WMDQE). 
 Teams placed in two groups, playing a round robin to establish the top three teams in 

each group. 
Play-off System: The teams ranked 1st in each group get a bye to the semi-finals. The teams 

ranked 2nd and 3rd in each group play in qualification games (A2 v B3 and 
B2 v A3). The winners of those qualification games advance to the semi-
finals. In the semi-final games, A1 will play the winner of B2 v A3; B1 will 
play the winner of A2 v B3. The winners of the semi-finals play in the gold 
medal game, the losers of the semi-final play in the bronze medal game. 

Relegation: The bottom MAs from each group (A10 and B10) will be relegated to the 
WMDQE in the following season. There will be relegation games between 
A8 v B9 and B8 v A9 where the losers of these games will also be relegated 
to the WMDQE in the following season. 

 
World Mixed Doubles Qualification Event (WMDQE) 
 Open to teams from Associations that have not already qualified for the next WMDCC. 

Four Member Associations will qualify from this event. 
 The World Curling Federation reserves the right to adjust the system of play depending 

on the number of entries and the sheets of ice available. The format is worked out to 
give every team a chance to win the event and to play an appropriate number of games.  

 
World Mixed Curling Championship (WMxCC) 
Open number of entries (qualification process and play-off system explained Page 65). 
 
World Senior Curling Championships (WSCC) – Men & Women 
Open number of entries (qualification process and play-off system explained Page 65). 
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出 場 資 格 獲 得 :  世 界 選 手 権  男 子 ・ 女 子 20 22  

 

2022 世界男子・女子選手権は、13 チームが出場し、以下の方法で選ばれる: 

 

 

 アメリカゾーン 2 チーム(開催地含む) * 

 パシフィックアジアゾーン 2 チーム(開催地含む) * 

 ヨーロッパゾーン 8 チーム(開催地含む) * 

 世界最終予選 2 チーム 
*前回の世界選手権で最下位のチームが属するゾーンは 1 枠失う 

 

世界最終予選（WQE）: 

 
8 チームが出場、2 チームが次の世界選手権の出場権を得る 

チーム – 開催地 1＋アメリカ 1＋パシフィックアジア 2＋ヨーロッパ 4 

 
パシフィックアジアゾーン: (開催地を除き)パシフィックアジアの加盟協会から WQE には 2 枠ある。

世界選手権の出場権を得ていない、パシフィックアジアカーリング選手権での上位 2 協会に割り当

てられる。 

 

アメリカゾーン: (開催地を除き)アメリカの加盟協会から WQE には 1 枠ある。もしアメリカチャレンジ

に 2 つの協会しか参加がなくチャレンジが実施される場合、勝った協会が世界選手権の出場権を

獲得し、他方の協会は WQE 出場権を獲得する。 

 

もし片方の協会が辞退しチャレンジを実施する必要がないことに 2 協会が合意する場合、不戦勝と

なった協会が世界選手権の出場権を獲得し、他方の協会は WQE の出場権を獲得する。もし 3 協

会以上がアメリカチャレンジに参加する場合、チャレンジは行わなければならない。1 位となった協

会が世界選手権の出場権を獲得し、2 位の協会は WQE の出場権を獲得する。 

 

ヨーロッパゾーン: (開催地を除き)ヨーロッパの加盟協会から WQE には 4 枠ある。2 枠がヨーロッパ

カーリング選手権の B ディビジョンの 1 位と 2 位の協会に割り当てられ、2 枠が世界選手権の出場

権を得ていない、A ディビジョンの上位 2 協会に割り当てられる。 

 

もし世界選手権予選の出場権を受けないことを選択した協会がある場合、その枠は世界選手権予

選の出場権を得ていない、A ディビジョンの次の上位協会に割り当てられる。割り当てが埋まらな

い場合、その枠は WQE の出場権を得ていない、B ディビジョンの最上位ランク協会に与えられる。 

Q U AL I F IC A T I O N  -  W OR L D  C H A MP I O N SH IP S  M E N  &  
W OM E N  20 2 2  
 
For the 2022 World Men’s and Women’s Championships there are 13 teams, selected in this 
manner: 
 
 2 American Zone (including host) * 
 2 Pacific-Asia Zone (including host) * 
 8 European Zone (including host) * 
 2 World Qualification Event 

*Zone with last place team at the previous WCC loses one guaranteed spot 
 
For the World Men’s and Women’s Championships there will be a World Qualification Event 
(WQE): 
8 teams entered and two (2) qualify for the next World Championship 
Teams – 1 Host + 1 Americas + 2 Pacific-Asia + 4 Europe 
 
Pacific-Asia Zone: There are two places available at the WQE for Pacific-Asia MAs (not 
including the host). They will be allocated to the two highest ranked MAs in the PACC who 
have not already qualified for the World Championships. 
 
Americas Zone: There is one place available at the WQE for the Americas MAs (not including 
the host). If there are only two MAs registered to play in the Americas Challenge and the 
challenge is played, the winning MA qualifies for the WCC and the other MA qualifies for the 
WQE. 
If the two MAs agree that the challenge need not be played because one MA concedes, the 
MA winning by forfeit qualifies for the WCC, the other MA qualifies for the WQE. If more 
than two MAs are registered to play in the Americas Challenge, the challenge must be 
played. The winning MA qualifies for the WCC, the second ranked MA qualifies for the WQE. 
 
European Zone: There are four places available at the WQE for European MAs (not including 
the host). Two spaces will be allocated to the MAs that finish 1st and 2nd in the B-Division 
of the ECC and two spaces will be allocated to the two highest ranked MAs in the A-Division 
who have not already qualified for the WCC.  
If an MA chooses not to accept their place at the WQE then the slot will be offered to the 
next highest placed MA in the A-Division not already qualified for the WQE. Failing that, it 
will be offered to the highest ranked MA in the B-Division not already qualified for the WQE. 
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  要するに、ヨーロッパ選手権 B ディビジョンから世界選手権に直接進む方法はない(ヨーロッパ選手

権で 3 試合 2 戦先勝のワールドチャレンジは行われない)。B ディビジョンの加盟協会については、

世界選手権への道はまだ WQE 経由で開いている。 

 

WQE の出場枠を埋められない地域が出た場合、公式の世界ランキング内で次点の協会が WQE の

出場権を得る。 

 

 

 

2 0 2 3 以 降 の 世 界 選 手 権 出 場 権  

 

世界男子・女子選手権は、13 チームが出場し、以下の方法で選ばれる: 

 

 

 ヨーロッパ選手権 7 チーム(開催地含む) * 

 パンコンティネンタル選手権 5 チーム(開催地含む) * 

 2 ゾーン(ヨーロッパ・パンコンティネンタル)の上位 5 チームの成績を集約した結果から 1 チー

ム。よい成績を挙げたゾーンが翌年の世界選手権の 13 番目の枠を獲得する。 
 

ka 

*世界選手権の開催地協会は ECC/PCCC に出場しなければならない 

 

 

To clarify, there is no direct route from the ECC B-Division to the WCC as there is no longer 
the best-of-three World Challenge at the ECC. The path to the Worlds is still open via the 
WQE for the B-Division MAs. 
 
In the event that one of the regions cannot fill their quota of teams at the WQE, the next 
highest ranked MA from the official World Ranking will qualify for the WQE. 
 
 

Q U AL I F IC A T I O N  FOR  T HE  W O RL D  C HA M P IO N SH I P S  M E N  
&  WO M E N FR O M 20 23  
 
For the World Men’s and Women’s Championships there are 13 teams, selected in this 
manner: 
 
 7 European Championship (including host) * 
 5 Pan Continental Championship (including host) * 
 1 team will be selected looking at the aggregate performance of the top 5 teams from 

the two zones (Europe and Pan-Continental). The better performing zone wins the 
13th spot at the following year’s WCC 

 
*The host of the World Championships must play in the PCCC or the ECC 
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資 格 獲 得 :  世 界 ジ ュ ニ ア 選 手 権 （ W J C C ）  

 

全地域 1 チーム 開催地協会。 

6 チーム 開催地協会を除き、前年 WJCC から上位 6 協会。 

 

3 チーム 前回の WJBCC から上位 3 協会。 

 

 

 

 

世 界 シ ニア 選 手 権 （ W SC C ） 、 世 界 ミッ ク ス 選 手 権 （ W M x C C ）  

 協会のチームは、その協会に公式に属し、競技資格を満たすカーラーからなる。 

 

 WCF は参加チーム数と利用可能シート数に応じて大会形式を変更する権利を持つ。対戦形式

は、全てのチームに対し優勝する可能性を与え、適切な数の試合が行えるように設定する。 

 

 

 

パ シ フ ィ ッ ク ア ジ ア カ ー リン グ選 手 権 ( P A C C )  2 0 2 1  

資格獲得: 世界カーリング選手権(WCC) 

 WCF は参加チーム数と利用可能シート数に応じて大会形式を変更する権利を持つ。対戦形式

は、全てのチームに対し優勝する可能性を与え、適切な数の試合が行えるように設定する。 

 

 

Q U AL I F IC A T I O N  -  W OR L D  JU N I O R  C HAMP I ON SH IP S  
( W JCC )  
 

All Zones 1 team To the Host Association / Federation. 

6 teams The top six (6) Member Associations, excluding the host, from 
the previous WJCC. 

3 teams The top three (3) Member Associations from the previous 
WJBCC. 

 
 

W OR L D  SE N I OR S ( W SC C )  &  W OR L D  M IX E D  C UR L I NG  
C HA MP I O NS H I P ( WM xC C)  
 An Association’s team is made up of curlers who are bona fide members of that 

Association and who fulfil the eligibility criteria for playing for that Association. 
 The World Curling Federation reserves the right to adjust the system of play depending 

on the number of entries and the sheets of ice available. The format is worked out to 
give every team a chance to win the event and to play an appropriate number of games. 

 
 

P AC I F IC - A S I A  C UR L IN G  CHA MP I O NS H IP S ( P AC C )  2 02 1  
Qualification – World Curling Championships (WCC) 
 The World Curling Federation reserves the right to adjust the system of play depending 

on the number of entries and the sheets of ice available. The format is worked out to 
give every team a chance to win the event and to play an appropriate number of games. 
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  ヨーロッパカーリング選手権（ECC） 

 ヨーロッパカーリング選手権は世界カーリング選手権に出場するヨーロッパ協会を決定する。 

 

 2022 世界男女選手権: ヨーロッパゾーンは 8 チーム（開催地含む）、しかし、前回の世界選手

権で最下位のチームがこのゾーンに属する場合 1 枠失う。 

 

 WCF は大会形式を変更する権利を持つ。C ディビジョンへのエントリーがない場合、女子

B9+B10 と男子 B15+B16 は B ディビジョンに残る。 

 

 

エントリー プレーシステム プレーオフ 最終順位 

A ディビジョン 
男子・女子 

10 チーム 
 A1 - A8 
+ B1 + B2 

ランキングは前回の
ECC から 
 

1 グループ 
ラウンドロビンで上

位 4 チームを決定 
+ 
プレーオフ 

上位 4 チームによるオ
リンピックのプレーオフ

システム(73 ページ) 

WCF ランキング手順に
基づき A1-A10 を決

定。 
A9 + A10 は次の ECC
で B ディビジョンに降格 

B ディビジョン 
女子 

10 チーム 
 A9 + A10 
+ B3 - B8 

+ C1 + C2 
ランキングは前回の
ECC から 

 

1 グループ 
ラウンドロビンで上

位 4 チームを決定 
+ 
プレーオフ 

上位 4 チームによるオ
リンピックのプレーオフ

システム(73 ページ) 

WCF ランキング手順に
基づき B1-B10 を決

定。 
B1 + B2 は次の ECC
で A ディビジョンに昇格 

B9 + B10 は C ディビジ
ョンに降格 

B ディビジョン 
男子 
16 チーム 

 A9 + A10 
+ B3 - B14 
+ C1 + C2 

ランキングは前回の
ECC から 

8 チーム 2 グループ 
 
グループラウンドロ

ビンで上位 3 チーム
を決定 
+ 

プレーオフ 

1 位は直接準決勝へ。
A2 位 vsB3 位、A3 位
vsB2 位の勝者が準決

勝へ。 
 
 

準決勝: 
A1 位が B2 位対 A3 位
の勝者、B1 位が A2 位

対 B3 位の勝者と対
戦。 
 

ECC B ディビジョン男

WCF ランキング手順に
基づき B1-B16 を決
定。 

B1 + B2 は次の ECC
で A ディビジョンに昇格 
 

B15 + B16 は C ディビ
ジョンに降格 

E U R OP EA N  C U RL I NG  C HA MP I O NS H I P S ( EC C )  
 The European Curling Championship qualifies European Member Associations to the 

World Curling Championships. 
 For the World Men’s and Women’s Championship 2022: 8 guaranteed European Zone 

places (including host), however, if the Zone has the last place team at the previous 
WCC it loses one guaranteed spot. 

 The World Curling Federation reserves the right to adjust the system of play. In the 
event of no entries for the C-Division, B9 + B10 Women and B15 + B16 Men remain in the 
B-Division. 

 
ENTRIES  PLAYING SYSTEM  PLAY-OFFS  FINAL RANKINGS  

A Division 
Men and Women 
10 Teams 
 A1 - A8 
+ B1 + B2 
Rankings taken 
from the previous 
ECC 

One Group: 
Round robin 
to determine top 4 
teams 
+ 
Play-offs 

Olympic play-off 
system with top four 
teams as shown in 
the chart on page 73 

Teams ranked A1- 
A10 as per WCF 
ranking procedure. 
A9 + A10 are 
relegated to B 
Division for next ECC 

B Division 
Women 
10 Teams 
 A9 + A10 
+ B3 - B8 
+ C1 + C2 
Rankings taken 
from the previous 
ECC 

One Group: 
Round robin 
to determine top 4 
teams 
+ 
Play-offs 

Olympic play-off 
system with top four 
teams as shown in 
the chart on page 73 

Teams ranked B1- 
B10 as per WCF 
ranking procedure. 
B1 + B2 are 
promoted to A 
Division for next ECC 
B9+B10 are 
relegated to C 
Division 

B Division 
Men 
16 teams 
A9 + A10 
+ B3 - B14 
+ C1 + C2 
Rankings taken 
from the previous 
ECC 

Two Groups of 8 
teams:  
Group round 
robins  
to determine top 3 
teams  
+  
Play-offs  

1st ranked teams 
advance directly to 
the semi-finals; A2 v 
B3 and A3 v B2 to 
determine last teams 
in semi-finals. 
For the semi-finals: 
A1 will play the 
winner of B2 v A3; B1 
will play the winner 
of A2 v B3. 
The relegation for 
the ECC B-Division 

Teams ranked B1- 
B16 as per WCF 
ranking procedure. 
B1 + B2 are 
promoted to A 
Division for next ECC 
B15 + B16 are 
relegated to C 
Division 
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 子降格決定手順: 

 
 
A7 位対 B7 位の勝者

は降格せず、A8 位対
B8 位の敗者は降格。 
 

(A7 位対 B7 位)の敗者 
と(A8 位対 B8 位)の敗
者が対戦し、勝者は降

格せず、敗者は降格。 
 
これらの降格決定戦の

前にはタイブレークを行
わず順位はもっぱらラ
ウンドロビンの結果によ

って決められる。 
 
 

C ディビジョン 
男子 

B15 + B16 + その
他のエントリー 
C ディビジョン 

女子 
B9 + B10 + その他
のエントリー 

WCF は参加チーム
数と利用可能シート

数に応じて大会形
式を変更する権利
を持つ。対戦形式

は、全てのチームに
対し優勝する可能
性を与え、適切な数

の試合が行えるよう
に設定する。 
 

 
 
 

 
 

 WCF ランキング手順に
基づき順位を決定。C1 

+ C2 は次の ECC で B
ディビジョンに昇格 

 

 

men is determined in 
the following 
manner: 
MA7 v MB7 - winner is 
not relegated and 
MA8 v MB8 - loser is 
relegated 
Loser (MA7 v MB7) v 
winner (MA8 v MB8) - 
winner is not 
relegated, loser is 
relegated 
There is no tie-
breaker game(s) 
before those 
relegation games and 
the ranking is solely 
done by the results of 
the round robin. 

C Division 
Men 
B15+B16+ other 
entries 
C Division 
Women 
B9+B10+ other 
entries 

The World Curling 
Federation 
reserves the right 
to adjust the 
system of play 
depending on the 
number of entries 
and the sheets of 
ice available. The 
format is worked 
out to give every 
team a chance to 
win the event and 
to play an 
appropriate 
number of games. 

 Teams ranked as per 
WCF ranking 
procedure. C1 + C2 
are promoted to B-
Division for next ECC 
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  出場資格獲得: アメリカゾーン 2021 

 

チャレンジイベント 

 

前年の WCC で 2 位にランキングされたアメリカゾーン協会は、次の大会を開催していない限り、ア

メリカゾーンの他の協会から要求されるチャレンジの対象となる。 

 

 

2 位にランキングされた協会が次の大会を開催する場合は、もう一つのアメリカゾーンの協会がア

メリカゾーンの他の協会から要求されるチャレンジの対象となる。 

 

 

チャレンジイベントは次の条件で実施する。 

 

1. 各 WCC の終了時に最終ランキングに基づいて、そしてどの協会が次の WCC を開催する権利

を得るかを考慮して、チャレンジを受ける協会を決定する。 

 

 

2. WCC 出場のチャレンジを望むアメリカゾーンの他の協会は、期日までに WCF 事務局に登録フ

ォームを提出しなければならない。チャレンジの対象となる協会も、同期日までに WCF 事務局

に登録フォームを提出して、チャレンジイベントを開催し参加する意思を示す必要がある。登録

フォームは WCF からアメリカゾーンの協会に送られる。 

 

 

 

3. 期日までに登録した協会が唯一つである場合は、その協会が自動的に次の WCC の出場資格

を得る。登録チームがない場合には、WCF の理事会で了承の上そのスポットはヨーロッパ、あ

るいはパシフィックゾーンに与えられる。 

 

 

4. チャレンジの対象となる協会がチャレンジイベントを開催する。開催場所とイベントの日程は

WCF が承認する必要がある。 

 

5. チャレンジイベントは、WCC の開催前の 10 月か 11 月(もしくは合意した期日)に終えなければ

ならない。 

 

6. 複数のチャレンジを開催する必要のある協会は、それらのチャレンジを同じ場所、同じ日程で

Q U AL I F IC A T I O N  SY ST E M  –  TH E  A M ER ICAS  Z ON E  2 0 2 1  
 
CHALLENGE EVENT 
 
The 2nd ranked Americas Zone Association from the previous WCC, provided they are not 
hosting the next Championship, will be subject to any “challenges” that might come from 
other Associations in the Americas Zone. 
 
If the 2nd ranked Association is hosting the next Championship, then the other Americas 
Zone Association from the previous Championship will be subject to any “challenges” which 
might come from other Associations in the Americas Zone. 
 
The Challenge Event will have the following criteria: 
 
1. The Association that is subject to the challenge will be determined at the conclusion of 

each WCC based upon the final rankings, and also considering which Association has 
been awarded the right to host the next WCC. 
 

2. Other Associations in the Americas Zone that wish to challenge for a place in the WCC 
must submit a registration form to the WCF Secretariat by the deadline date. By the 
same date the Association that is subject to the challenge must also submit a registration 
form to the WCF Secretariat to show they are willing to host and participate in the 
challenge event. The registration forms will be sent by the WCF to the Americas Zone 
Associations. 
 

3. If there is only one Association that registered by the deadline date, then that 
Association is automatically qualified for the next WCC. If no teams register, the vacant 
spot will be given to the European or Pacific Zone in a manner determined by the WCF 
Executive Board. 
 

4. The Association that is being challenged will host the challenge event. The venue and 
the dates of the event must be approved by the WCF. 
 

5. The challenge event must be completed in October or November (or agreed date) 
preceding the next WCC. 
 

6. Any Association that must host more than one challenge is not required to have those 
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 開催する必要はない。 

 

7. 審判長とチーフアイステクニシャンは開催協会が指名し、WCF で承認される。彼らの費用は開

催協会が負担する。 

 

 

8. WCC のチャレンジに出場する協会は、それぞれ自分のチームおよびチーム関係者の諸経費、

宿泊費を負担する。 

 

9. WCF は WCC チャレンジへの交通費を負担しない。 

 

競技システム 

2 チーム登録の場合: 5 試合で 3 試合先勝 

1 日目: チームミーティング、公式練習、1 試合 

2 日目: 2 試合 

3 日目: (必要であれば)2 試合 

 

3 チーム登録の場合: ダブルラウンドロビン 

1 日目: チームミーティング、公式練習、試合 1 v 2 と 1 v 3 

2 日目: 試合 2 v 3 、 1 v 2 と 1 v 3 

3 日目: 試合 2 v 3 

 

4 チーム登録の場合: ダブルラウンドロビン 

1 日目: チームミーティング、公式練習、ドロー1 と 2 

2 日目: ドロー3、4 と 5 

3 日目: ドロー6 

 

5 チームあるいは 6 チーム登録の場合：シングルラウンドロビンと 1 v 2 のプレーオフ 

1 日目: チームミーティング、公式練習、ドロー1 と 2 

2 日目: ドロー3、4 と 5 

3 日目: 1 v 2 のプレーオフ 

 

challenges at the same venue and same dates. 
 

7. The Chief Umpire and Chief Ice Technician are appointed by the Host Association, 
subject to the approval of the WCF. The Host Association is responsible for their 
expenses. 
 

8. Each Association involved in a WCC challenge is responsible for the Per Diem and 
accommodation expenses for its own teams and officials. 
 

9. The WCF will not reimburse any travel expenses for the WCC challenge. 
 
Playing System: 

Two teams registered – a “best-of-five” series 
Day One – Team Meeting + Official Training + 1 game 
Day Two – 2 games 
Day Three – 2 games (if required) 
 
Three teams registered – a “double round robin” 
Day One – Team Meeting + Official Training + Games 1 v 2 and 1 v 3 
Day Two – Games 2 v 3 and 1 v 2 and 1 v 3 
Day Three – Game 2 v 3 
 
Four teams registered - a “double round robin” 
Day One – Team Meeting + Official Training + Draws 1 and 2 
Day Two – Draws 3 and 4 and 5 
Day Three – Draw 6 
 
Five or six teams registered – a “single round robin” and a 1 v 2 play-off 
Day One – Team Meeting + Official Training + Draws 1 and 2 
Day Two – Draws 3 and 4 and 5 
Day Three –the 1 v 2 play-off 
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 パンコンティネンタルカーリング選手権（PCCC） 

 

2022-23 シーズンより、PACC・アメリカチャレンジに代わり PCCC を行なう。 

 

 パンコンティネンタルカーリング選手権は世界カーリング選手権に出場するヨーロッパ以外の

協会を決定する。 

 2022PCCC では、A ディビジョンは世界ランキングを元に作られる。パシフィックアジア地域の

上位 5 協会とアメリカ地域の上位 3 協会が出場権を得る。コロナ禍の制限により 2021PACC

に参加できず地域の上位 5 枠に入れなかった場合、それらの協会は PCCC2022 の A ディビジ

ョンの出場権が与えられ、それにより参加協会数は 8 協会を超えることとなる。PCCC2023 の

出場枠は 8 チームに戻すため、PCCC2022 から降格するチーム数は増える場合がある。 

 

 

 

エントリー プレーシステム プレーオフ 最終順位 

A ディビジョン 
男子・女子 

8 チーム 
 A1 - A7 
+ B1 

ランキングは前回の
PCCC から 
 

1 グループ 
ラウンドロビンで上

位 4 チームを決定 
+ 
プレーオフ 

上位 4 チームによるオ
リンピックのプレーオフ

システム(73 ページ) 

WCF ランキング手順に
基づき A1-A7 を決定。 

 
A8 は次の PCCC で B
ディビジョンに降格 

B ディビジョン 
男子・女子 

A8 +その他のエント
リー 
 

アメリカ・パシフィッ
クアジア地域で A デ
ィビジョンを獲得して

いない協会を対象 
 

WCF は参加チーム
数と利用可能シート

数に応じて大会形
式を変更する権利
を持つ。対戦形式

は、全てのチームに
対し優勝する可能
性を与え、適切な数

の試合が行えるよう
に設定する。 
 

 
 
 

 
 

 WCF ランキング手順に
基づき順位を決定。 

B1 は次の PCCC で A
ディビジョンに昇格 

 

P A N  C ON T I N E N TA L  CU R L I NG  C HA MP I ON SH I P S  ( PC CC )  
 
From the 2022-2023 season, the PCCC will replace the PACC and Americas Challenge. 
 
 The Pan Continental Curling Championship qualifies Member Associations outwith 

Europe to the World Curling Championships. 
 For the 2022 PCCC, the A-Division will be created using the World Ranking. The top 5 

MAs from the Pacific-Asia zone and the top 3 MAs from the Americas zone will qualify. 
In case any MA drops out of the top 5 of the World Ranking as they are unable to 
participate in the 2021 PACC due to COVID-19 restrictions, they will also receive a place 
in the A-Division of the PCCC 2022, which will therefore increase the number beyond 8. 
The number of teams relegated from the 2022 PCCC will be increased as appropriate to 
ensure the 2023 PCCC returns to 8 teams. 

 
ENTRIES  PLAYING SYSTEM  PLAY-OFFS  FINAL RANKINGS  

A Division 
Men and Women 
8 Teams 
 A1 - A7 
+ B1 
Rankings taken 
from the previous 
PCCC 

One Group: 
Round robin 
to determine top 4 
teams 
+ 
Play-offs 

Olympic play-off 
system with top four 
teams as shown in 
the chart on page 73 

Teams ranked A1- A7 
as per WCF ranking 
procedure. 
A8 are relegated to 
B Division for next 
PCCC 

B Division 
Men and Women 
A8 + other entries 
 
 
Open to all MAs 
from the Americas 
and Pacific-Asia 
zones, not already 
qualified for the 
A-Division 

The World Curling 
Federation 
reserves the right 
to adjust the 
system of play 
depending on the 
number of entries 
and the sheets of 
ice available. The 
format is worked 
out to give every 
team a chance to 
win the event and 
to play an 
appropriate 
number of games. 

 Teams ranked as per 
WCF ranking 
procedure. B1 is 
promoted to A-
Division for next 
PCCC 
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  最 低限 の 水 準 

 

世界カーリング選手権へのエントリーに際してメンバー協会に要求される 

 

 

1. カーリングシーズン: 最低 3 ヶ月。 

 

2. 競技水準: 世界カーリング連盟はメンバー協会の競技水準が世界カーリ

ング選手権で競技をするのに適切かどうか判断することができる。 

 

 

3. 資格: 各年の 9 月 1 日までに世界カーリング連盟に連盟費やその滞納

分が支払われないメンバー協会は、次の年の世界カーリング選手権に

出場する資格がないものとする。 

 

 

 

出 場資 格  

 

1. 選手は代表する国の国民である。住まいはどこでもよい。 

 

 

もしくは 

 

選手は、大会開始前 2 年以上代表する国に居住している。 

 

 

 

2. 選手が過去に WCF の大会や大会参加資格獲得大会にある国を代表し

ている場合、その選手は上記 1 の条件が満たされ、2 年以上経過する

M I N I M UM  S TA N DA R DS  

 
Required by Member Associations for Entry into World Curling 
Championships 
 
1. Curling Season: A minimum of three months. 
 
2. Standard of Play: The World Curling Federation may judge if the 

standard of play of a Member Association is adequate to enter the 
World Curling Championships. 

 
3. Qualification: No Member Association, whose Annual Subscription 

and arrears to the World Curling Federation are not paid by 1 
September of any year, is eligible to enter the World Curling 
Championships the following year. 

 
 
E L I G I B I L I TY  

 
1. Athletes are a national of the country they are representing – their 

residence can be anywhere. 
 
or 
 
Athletes are a resident of the country they are representing for a 
period of at least two consecutive years immediately prior to the 
start of the competition. 

 
2. If an athlete has represented a country in any WCF competition, or 

played in an international qualifier for a WCF competition, that 
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まで WCF の大会や大会参加資格獲得大会で別の国を代表することは

できない。 

 

 

3. 冬季オリンピックならびにパラリンピックでは IOC・IPC の基準に基づい

て出場資格が規定されているため、この資格規定は適用されない。 

 

 

4. WCF 理事会は、選手が WCF の大会でどの国を代表するかに関して問

題が生じた場合に解決を図る。 

 

 

athlete may not represent another country in any WCF competition 
or WCF international qualifier until the athlete fulfils one of the 
above criteria AND a period of two consecutive years has elapsed. 
 

3. This eligibility does not apply to competing in the Olympic / 
Paralympic Winter Games, which are governed by the regulations 
of the International Olympic / Paralympic Committee. 
 

4. The WCF Executive Board shall resolve any dispute relating to the 
determination of the WCF Member Association that an athlete may 
represent in a WCF competition. 
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  P LA Y - O FF  S Y ST E M S  プ レ ー オ フ 方 式  

 
OLYMPIC PLAY-OFF SYSTEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 TEAMS IN ONE GROUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 TEAMS IN TWO GROUPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8 TEAMS WITH QUARTER-FINALS 
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  12 TEAMS WITH QUALIFICATION GAMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 TEAMS WITH 1/8-FINALS 
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  DOUBLE KNOCK WITH 8 TEAMS – 4 TEAMS TO QUALIFY 
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  ド レ ス コ ー ド  

 

項目 規定 

 

靴 規定なし。個人の好み。 

靴下 ズボンの下に着用する場合は規定なし。 

レッグウォーマー 靴下を含み、ズボンの上に着用する場合は全員が同一。 

ズボン メーカーは異なってもよいが、ロゴ・クレスト・色は同一。 

短パン WCF(JCA)大会では認められない。 

ベルト 見えているときは同一。 

スカート 色を合わせる。タイツと同色。スカートとズボンを混ぜてもよい。 

 

アンダーシャツ (長袖が半袖から出るなど)見えてもよいが、ユニフォーム全体について色が

コーディネートされていること。 

シャツ 端をズボンの中に入れても外のままでもよい。 

ベスト 着用可。但し(名前、都道府県名など)色がコーディネートされていること。着

ている選手と着ていない選手がいてもよい。 

ジャケット WCF(JCA)ガイドラインに従い、名前、都道府県名などを入れる。一色が支

配的であること。アクセントカラーを入れてもよい。 

フードつきジャケット フードは見えてはいけない。巻く、内側に入れるなどする。 

帽子 着用する選手としない選手がいてもよい。複数の選手が着用する場合は同

一。つばは前向き。 

 ロゴは協会またはイベントのもの。チーム、コーチ席にいる人間にも適用。 

 車いすカーリング: 複数の選手が着用する場合、色は同一とするが種類は

問わない。種類・色は大会の 8 週間前には WCF の承認が必要。 

 

スカーフ 着用する選手としない選手がいてもよい。複数の選手が着用する場合は同

一。 

ヘッド・リストバンド 着用する選手としない選手がいてもよい。複数の選手が着用する場合は同

一。大きなロゴは協会またはイベントのもの。 

宝石類 規定なし。個人の好み。 

手袋 規定なし。個人の好み。 

サスペンダー シャツやジャケットの下に着用し、見えてはいけない。 

クレスト 過去の大会クレストは認められない。 

 スポンサークレストの承認はイベントごとに獲得または更新されなければな

らない。 

 

D R E SS  C O DE  
 
Items Policy 
 
Shoes No restrictions, personal preference 
Socks If worn under the trousers, no restrictions 
Leg Warmers Includes socks worn over the trousers, same for the complete team 
Trousers Same logos/crests/colour, can be different brands 
Shorts Not allowed in WCF competitions 
Belts If showing, all the same 
Skirts Matching colour, same colour of tights, can be a team mixture of 

skirts and trousers 
Undershirts Can be visible (long sleeves under short sleeves) but outfit must have 

colour coordination 
Shirts Can be tucked in or out 
Vests Okay, must have colour coordination (name, Association, etc.), one 

or more can wear 
Jackets As per WCF guidelines, Association, player's name, etc. 

Predominately one colour, but can have an accent colour 
Hooded Jackets Hood cannot be showing, rolled up or tucked inside 
Hats One or more can wear, more than 1 all the same, peaks forward, 

logos = Association or the Event. Applies to the team and persons on 
the coach bench 

 Exception for Wheelchair Curling: if more than 1, all must be the 
same colour but must not be the same style. Styles and colour need 
WCF approval at least 8 weeks prior to any event 

Scarves One or more can wear, more than 1 all the same 
 
Head & Wrist Bands One or more can wear, more than 1 all the same, 
 large logos = Association or the Event 
Jewellery No restrictions, personal preference 
Gloves No restrictions, personal preference 
Braces Cannot be visible, worn under a shirt or jacket 
Crests No previous event crests are allowed 
 Approval of sponsor crests has to be sought or renewed for each 

event 
 


