
 

 

JARA発番29-223号	

平成30年3月5日	

公益社団法人	 日本ボート協会	

強化委員会	

	

2018年日本代表選手（シニア・U23カテゴリー）選考方針	

	

	

2015年冬期トレーニング以来、Xavier Dorfman（ギザビエ・ドルフマン）ナショナルスポーツディレクターの体制となり

2年が経過し、ナショナルチームは着実な成果を得てきたと考えております。	

2018年シーズンは、2019年の世界選手権（リンツ）での2020東京オリンピック出場権獲得に向けての重要なステ

ップとなり、国際競技力の一層の強化を図るべく、ナショナルチームのトレーニングを加速させていきます。	

国際大会において最高のパフォーマンスを実現するための日本代表選手選考方針を以下の通りとします。	

	

	 [世界選手権における目標]	

シニア：オリンピック種目においてＢファイナル進出、非オリンピック種目においてはAファイナル進出	

U23	 	：Ｂファイナル進出	

	 [アジア大会における目標]	

	 	 全種目：メダル獲得	

	

１．選考方針	

	

(1)	 日本代表選考にあたっては、世界で戦う上での基準 (Ideal time: IDT) を示した上で、それに対する割合 (%IDT) 

を算出します。これを基に、コーチが各派遣種目の目標を達成するために必要な人数を総合的に判断します。その

結果を強化委員会が評価し選考します。	

① 世界選手権（ブルガリア/プロブディフ）への派遣予定種目は、軽量級種目の男女ダブルスカル・男女クォド
プル、男女シングルスカル。また、男女軽量級ダブルスカルを最優先クルーと位置づけます。	

② アジア大会（インドネシア/パレンバン）への派遣予定種目は、オープンカテゴリーの男女シングルスカル、
男女ダブルスカル、男女ペアおよびU23男女軽量級ダブルスカル。	

③	 U23世界選手権（ポーランド/ポズナン）への派遣予定種目は、軽量級種目の男女ダブルスカル・男女クォドプ

ル、男女シングルスカル、オープンカテゴリーの男女シングルスカル、男女ダブルスカル、男女ペア。	

(2)	 各国際大会への派遣は、それぞれの種目の目標を達成できるレベルにあるとコーチが判断した場合のみ行いま

す。したがって、コーチが目標のレベルに達していないと判断したクルーは派遣しません。	

(3)	 日本代表候補最終選考レース(3月26日)における順位は、その後のクルーボートを編成する際の重要な基準と

なります。	

(4)	％IDTを用いた評価では、すべてにおいて気象状況等を加味して行います。	

(5)	 最終の派遣種目および代表選手は、日本ボート協会選考委員会による選考、業務執行会議の承認を得て決定さ

れます。	

	 	



 

 

２．選考ステップ	

 
(1)日本代表候補選考レース予選タイムトライアル	 	

	 	 日程：2018年3月14日(水)	

	 	 場所：戸田ボートコース	

	 	 レース形式：2000mタイムトライアル2回の平均でランキングを作成し、ランキング順に選考します。	

	 	 選考カテゴリーと人数：男女軽量級シングルスカル（シニア/U23）、男女オープンシングルスカル（シニア/U23） 

の4カテゴリーからそれぞれ最大24名を選抜します。	

（参加資格：下記のエルゴ基準を満たした選手）	

U23	 シニア	

M	 W	 LM	 LW	 M	 W	 LM	 LW	

6’25	 7’26	 6’35	 7’36	 6’20	 7’20	 6’30	 7’30	

*2015年11月～2018年2月におけるベスト記録。	

(2)日本代表候補最終選考レース	

日程：2018年3月24（日）～26日(月)	 	 	

場所：熊本県斑蛇口湖ボート場	

レース形式：2000ｍレース（予選・敗者復活・準決勝・決勝）	

種目：男女軽量級シングルスカル（シニア/U23）、男女オープンシングルスカル（シニア/U23）の4カテゴリー。	

選考目的：4月以降にクルーボートへの適性を判断するため、断続的に評価対象とする選手を絞り込みます。	

選考方法：	

① それぞれのゴールタイムを％IDT（Ideal Time）に変換し、そのランキングを用い、各カテゴリーの選考人数

を決定します。全カテゴリーを通しての選考人数は、コーチが目標と照らし合わせ総合的に判断し決定し

ます。国際大会（アジア大会・U23 世界選手権・ワールドカップ・世界選手権）に派遣する各カテゴリー

別代表候補選手を選抜します。	

② スカル種目の国際大会への派遣予定種目は以下の通りです。	

シニア：男女軽量級シングルスカル、男女軽量級ダブルスカル、男女軽量級クォドプル、男女オープンシ

ングルスカル、男女オープンダブルスカル	

③ U23 ：男女軽量級シングルスカル、男女軽量級ダブルスカル、男女軽量級クォドプル、男女オープンシン

グルスカル、男女オープンダブルスカル	

(3)ジャパンカップ兼シニア日本代表選考会・U23日本代表選考会・アジア大会日本代表選考会 

日程：2018年5月18日（金）～20日(日)	 	 	

場所：戸田ボートコース	

レース形式：2000ｍレース（タイムトライアル・予選・決勝） 
種目：男女軽量級シングルスカル（シニア/U23）、男女オープンシングルスカル（シニア/U23）、					

男女軽量級ダブルスカル（シニア/U23）、男女オープンダブルスカル（シニア/U23）、	

男女オープンペア（シニア/U23）	

選考種目：男女オープンペア（シニア/U23）	 	

評価種目：男女軽量級シングルスカル（シニア/U23）、男女オープンシングルスカル（シニア/U23）						

男女軽量級ダブルスカル（シニア/U23）、男女オープンダブルスカル（シニア/U23）	 	

選考目的：クルーボートにおける適性を評価し、アジア大会日本代表クルーを決定するとともに、シニア・U23



 

 

世界選手権日本代表クルー選考資料の一つとします。	

なお、クルーによってはこの段階で、シニア・U23世界選手権日本代表クルーを決定する場合があり

ます。 
選考方法： 

① ペアの選考 
ジャパンカップにおけるペアレースにおいて最先着したシニアクルー（3 月予備エントリー済のクルー

に限る。	 JARA発番29－207号）およびU23カテゴリーのクルーを選考対象とし、クルーの％IDTを算

出し、コーチが総合的に判断し選抜します。	

② シングルスカル・ダブルスカルの評価	
ジャパンカップにおける％IDTをその後の参考資料とします。	

なお、前述の通り、クルーによってはこの段階で、シニア・U23 世界選手権日本代表クルーとして決定

する場合があります。	

※クルーの評価が十分でないと判断した場合は次の6月キャンプ（シニア/U23）さらには7月ワールドカップ

第3戦(シニア）まで評価を継続する場合があります。	

	

(4)合宿および国際大会における評価レースと最終決定スケージュール	

	

5月以降の合宿中に適宜評価レースを行い次のステップへの評価を繰り返します。	

	

・アジア大会出場クルーは5月ジャパンカップ（戸田）後、速やかに決定します。	

・U23世界選手権出場クルーは6月合宿（田瀬湖）における評価を経て、合宿終了までに決定します。	

・世界選手権出場クルーは8月合宿（エギュベレット）における評価を経て、合宿終了までに決定します。	

	

３．その他	

 
(1)4月以降強化合宿参加について	

4 月以降の強化合宿は、2018 年 3 月 24 日～26 日の最終選考会において選ばれた選手が参加対象となります。

なお、3 月 24 日〜26 日の最終選考会において選ばれた選手がアジア大会にペア選考を希望する場合については、

強化委員会が選手と相談の上、そのペアを設定し、新たに招聘対象となる選手およびその所属の同意を得られた

場合のみ、最大2クルーを編成し、4月以降の合宿に招聘する場合があります。	

(2)軽量級選手の選考時の体重について	

男子72.5kg、女子59.0kg以下とします。（レース2時間～1時間前）	

(3)医学的事由等、不測の事態への対応について	

選考会や評価レースにおいて評価できなかった選手については、適宜次のステップでの評価機会を設定するか

否かを協議します。（診断書の提出が必要）それらへの対応はワールドカップⅢ（スイス/ルッツエルン）までとし

ます。	

(4)心電図検査結果の提出について	

FISA の勧告に従い、各カテゴリー世界選手権選考会参加者は、心電図検査結果の提出が必要となります。な

お、所定の期間以内(23歳未満は3年以内、23歳以上は5年以内)に心電図結果を提出したことのある 選手はそ

の提出が免除されます。 

(5)IDTについて	

レース結果の評価には、下表の IDTを基に行います。 



 

 

 

	 M	 W	 LM	 LW	

1x	 6'27	 7'03	 6'33	 7'14	

2-	 6'05	 6'45	 6'11	 6'56	

2+	 6'29	 	 	 	 	 	 	

2x	 5'56	 6'33	 6'02	 6'42	

4-	 5'34	 6'11	 5'40	 	 	

4+	 5'55	 	 	 	 	 	 	

4x	 5'29	 6'03	 5'39	 6'12	

8+	 5'15	 5'51	 5'27	 	 	

 

(6)2018度の予定について 

  期 間 大会期間 大会名 開催地 対 象 

4月 
4月9日（月）～28 日（土）   4月 強化合宿 兵庫県・円山川城崎漕艇場 シニア 

4月23日（月）～28日（土）   4月 強化合宿 兵庫県・円山川城崎漕艇場 U23 

5月 

5月7日（月）～20日（日）   5月強化合宿 埼玉県・戸田ボートコース シニア・U23 

  5月18日（金）～20（日） ジャパンカップ 埼玉県・戸田ボートコース シニア・U23 

5月7日（月）～20日（日）   5月強化合宿 埼玉県・戸田ボートコース U23 

6月 
6月14日（木）～29日（金）   6月強化合宿 岩手県・田瀬湖漕艇場 シニア 

6月23日（土）～29日（金）   6月強化合宿 岩手県・田瀬湖漕艇場 U23 

7月 

7月7日（土）～15日（日） 7月13日（金）-15日（日） ワールドカップⅢ スイス・ルッツエルン シニアヨーロッパ組A 

7月16日（月）～29日（日）   フランス合宿① フランス・クルーシュベル シニアA 

7月9日（月）～18日（水）   7月強化合宿 埼玉県・戸田ボートコース シニアアジア組B・U23 

7月19日（木）～31日（火） 7月25（水）～29日（日） U23世界選手権 ポーランド・ポズナン U23 

8月 

7月30日（月）～9月2日（日）   フランス合宿②③ フランス・ベレ・エギュベレット シニアA 

8月2日（木）～12日（日）   8月強化合宿 岩手県・田瀬湖漕艇場 シニアB 

8月14日（火）～25日（土） 8月19日（日）～24日（金） アジア大会 インドネシア・パレンバン シニアB 

9月 9月3日（月）～18日（火） 9月9日（日）～16日（日） 世界選手権 ブルガリア・プロブディフ シニアA 

11月 
11月12日（月）～18日（日）   11月強化合宿 埼玉県・戸田ボートコース シニア・U23 

  11月24日（土） ヘッドオブアラ 埼玉県・戸田荒川 シニア・U23 

12月 12月8日（木）～22日（土）   12月強化合宿 埼玉県・戸田ボートコース シニア・U23 

※予定は変更となる場合があります。    

	


