平成 30 年 12 月 25 日
新潟県スキー連盟ユース部

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ予選について（新潟県版）
1. 大会日程と出場資格
平成 31 年 3 月 28 日(木)～3 月 31 日(日) 長野県志賀高原スキー場
K1 女子○○名、K1 男子○○名、K2 女子○○名、K2 男子○〇名

※SAJ 公表後に通知する

※佐藤珠花選手(湯之谷中 1 年)は、昨年 K1 女子 SL2 位の実績で H30 年度の参加出場権を有する

①種目は、K1 は SG と SL とし、K2 は GS と SL とする。
②ＪＯＣ大会の出場資格は以下の通りとし、2 種目出場とする。
【K2】
1) 各都道府県に割り当てられたエントリー数内で、各都道府県で選抜された競技者
2) 当該シーズンの全国中学校スキー大会各種目 10 位以内の競技者
3) 当該シーズンの全国高校スキー大会各種目 20 位以内で、高校 1 年生早生まれの競技者
4) 当該シーズンの雫石 SG で 3 位以内の競技者
5) 当該シーズンのナショナルチーム U16 選手
6) 開催地枠として、割り当てられた数+2 名
7) 17-18 本大会 K1 カテゴリにおいて各種目 3 位位以内入賞者（中学 1 年生が対象）
【K1】
1) 各都道府県に割り当てられたエントリー数内で、各都道府県で選抜された競技者
2) 17-18 本大会において 10 位以内に入賞した小学校 5 年生に関しては次年度の本大会に於いて特
別シードを与える。特別シードを獲得した選手は出場権を得ると共に、該当種目の第 1 グループ
に加えて抽選を行う。
3) 各種目上位 3 位以内の入賞者（小学校 6 年生）は次年度本大会 K2 参加資格を与える。
4) 開催地枠として、割り当てられた数+5 名
5) 当該シーズンのナショナルチーム U16 選手

2. 選考レース
①

1/19(土) 第 9 回 Snow‐Country Cup 松之山温泉大会

≪種目 SG≫

②

1/20(日) 第 9 回 Snow‐Country Cup 松之山温泉大会

≪種目 SL≫

③

2/16(土) 第 8 回フェニックスカップ Mt．Myoko ジュニア GSL 大会

④

2/23(土) 第 7 回 Snow‐Country Cup ｱﾍﾞﾄｰﾈ派遣選手選考ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ大会 ≪種目 SL≫

⑤

2/24(日) 第 7 回 Snow‐Country Cup ｱﾍﾞﾄｰﾈ派遣選手選考ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ大会 ≪種目 GS≫

⑥

3/2(土) 第 27 回松之山温泉サロモンカップスーパー大回転大会 ≪種目 SG≫

≪種目 GS≫

※但し JOC 大会申し込み期限によっては、3/2 松之山温泉サロモンカップ SG 大会を選考レースから除外す
る場合もある

3. 選考方法
(ア) 選考は、K1・K2 共に技術系 4 レース中のベスト 2 レース＋スピード系 2 レース中のベストレース
の総合ポイント順で JOC 選手を決定する。

(イ) 順位ポイントは、下記の「4.順位ポイント」の配点とする。
(ウ) K1 は、総合ポイントが同点の場合、ベストリザルトが上位の者を総合上位とする。それでも同
点の場合は、ベスト２のリザルト上位者を総合上位とする。
(エ) K2 は、総合ポイントが同点の場合、GS 及び SL の SAJ ポイントの合計が小さい者を上位とす
る。なお SAJ ポイントは、最終レース開始時の最新 SAJ ポイントを採用する。
(オ) 最終レース終了後、県連ユース部による選手選考会議を行い、そこで最終決定する。ユース部は
本大会に選手を推薦することができる。
(カ) 全国大会を辞退した者がでた場合は、繰り上げで選手を決定する。
(キ) 高１早生まれ選手の出場制限を設ける。上記の出場資格を自力権利獲得もしくは予選総合順位 2 位
以内でかつ 1 名とする。

4. 順位ポイント
1 位／100 点、2 位／80 点、3 位／60 点、4 位／50 点、5 位／40 点、6 位／30 点、7 位／20 点、
8 位／10 点、9 位／8 点、10 位／6 点、11 位／5 点、12 位／4 点、13 位／3 点、14 位／2 点、
15 位／1 点、とする。

※松之山 SG の順位ポイントについて
【K1 の場合】SG は JOC 競技種目であり、他のレースと同じポイント配点とする。
1 位／100 点、2 位／80 点、3 位／60 点、4 位／50 点、5 位／40 点、6 位／30 点、7 位／20 点、
8 位／10 点、9 位／8 点、10 位／6 点、11 位／5 点、12 位／4 点、13 位／3 点、14 位／2 点、
15 位／1 点、とする。

【K2 の場合】SG は新潟県スキー連盟アルペン部の選手強化策のひとつとして捉えている。但し JOC
競技種目ではないため、ポイント配点は他のレースの半分とする。
1 位／50 点、2 位／40 点、3 位／30 点、4 位／25 点、5 位／20 点、6 位／15 点、7 位／10 点、
8 位／5 点、9 位／4 点、10 位／3 点、11 位／2.5 点、12 位／2 点、13 位／1.5 点、14 位／1 点、
15 位／0.5 点、とする。

5. その他
(ア) SAJ 公認大会は、SAJ 競技者登録を完了していなければ参加できない。
(イ) JOC 本大会への引率・対応は各チームとする。現地には県連コーチを派遣する。
(ウ) SAJ 公認大会でのマテリアルは、FIS 用品規格に準ずる。
(エ) ヘルメットに関しては FIS ルールに従い義務付けとする。
(オ) 参照資料①『2018/19 シーズンスキー用具に係る国内運用ルールについて 』に記された用具を
使用する事。

6. 参照資料 2018/2019 SAJ アルペン委員会 競技ハンドブック
①

『2018/19 シーズンスキー用具に係る国内運用ルールについて 』競技ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ P22.P23

②

『2018/19 シーズン SAJ 公認アルペンユース競技界開催要領 』競技ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ P16

※競技ハンドブックは、SAJ ホームページ⇒ライブラリー⇒アルペン 2018 年 12 月 13 日付けで確認
できます。

