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JARA 発番 2021-199 号 

2021 年 12 ⽉ 7 ⽇ 

公益社団法⼈⽇本ボート協会 

強化・タレント発掘委員会 

 
2022 年 U19 ⽇本代表選⼿選考⽅針 

	 2022 年 U19 ⽇本代表選⼿選考については、以下に⽰す選考プロセスを経て決定します。 

なお、今後、世界ボート連盟（World Rowing）から発表される新たな情報、新型コロナウイルスの感染状

況や政府対処⽅針等、事情の変更があった場合には、必要かつ合理的な範囲で変更することがあります。 

 

1. 選考⽅針 
(1)  ⽬標 
   各種⽬とも、参加クルーの50%以上の順位の獲得を⽬指します。 

(2)  派遣対象種⽬ 

男⼥とも、シングルスカル、ダブルスカル、クオドルプルを派遣の対象とします。 

(3)  参加資格 

2022 年 12 ⽉ 31 ⽇時点で 19 歳未満である選⼿（2004 年 1 ⽉ 1 ⽇以降に出⽣した選⼿） 

(4)  クルー編成 

クルーの編成は、⽇本代表候補選考レース(Small Boat Selection、以下 SBS)における順位が重要な判断要

素となります。但し、その後の合宿においても、最速のクルーを作るためにシングルスカル、ダブルス

カル、クオドルプルのレースで評価を⾏い、最速のクルーを作るために再編する可能性があります。 

(5)  評価 

評価指標としては競漕条件（⾵、波、流れ等）を考慮した上で％IDＴ（Ideal Time）を使⽤し、各種⽬に

おける⽬標を達成できるレベルにあると強化委員会が判断した場合に、⼤会へ派遣します。 

(6)  派遣種⽬および⽇本代表選⼿の最終決定 

強化委員会の提⾔を受け、選考委員会の審査を経た上で、理事会が決定します。 

 

2. 2022 年 U19 ⽇本代表選⼿選考プロセス 
 2022 年 U19 ⽇本代表選⼿選考のステップは以下の流れとなります。 

(1)  2021 年 12 ⽉及び 2022 年 2 ⽉両⽅の 2000m エルゴの記録提出 

(2)  2022 年 4 ⽉ 3 ⽇（⽇）〜5 ⽇（⽕）Small Boat Selection(SBS) 

シニア・U23 等の U19 以外のカテゴリーの⽇本代表選⼿選考においては、2022 年 3 ⽉ 15 ⽇（⽕）SBS

予選タイムトライアル、4 ⽉ 3 ⽇（⽇）〜5 ⽇（⽕）SBS 本戦という過程を経ますが、U19 カテゴリー

は 3 ⽉ 15 ⽇（⽕）の SBS 予選タイムトライアルは実施せず、4 ⽉ 3 ⽇（⽇）〜5 ⽇（⽕）SBS におい

て、予選（タイムトライアル）、及び本戦レースを実施する予定です。 
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(3)  2022 年 4 ⽉以降、クルー決定レース  

 

3. 2000m エルゴ記録提出（上記 2.(1)） 
 2021 年 12 ⽉ 20 ⽇（⽉）〜25 ⽇（⼟）および 2022 年 2 ⽉ 25 ⽇（⾦）〜27 ⽇（⽇）の間に、各団体・個

⼈でエルゴタイムトライアルを２回実施します。その記録および体重を証明する写真を添付し、測定後 2 ⽇

以内に所定のフォーマットで JARA 事務局に報告して下さい。 

 なお、体重はエルゴ測定の 1 時間前以内の体重を 0.1 ㎏単位で測定し、「体重別％IDT 換算表」に⼊⼒

し、％IDT を確認して下さい。 

 

4. 2022 年冬期 U19 強化合宿 
(1)  2021 年 12 ⽉および 2022 年２⽉の 2000m エルゴ記録で、「体重別％IDT91.0%」以上を⽬安に、強化・

タレント発掘委員会が総合的に判断し、2022 年冬期 U19 強化合宿への参加選⼿若⼲名を決定します。そ

の際、U19・U23 Tall Talent Program（JARA 発番 2020-091 号）の⾝⻑基準（⼥⼦ 170cm 以上、男⼦

182cm 以上）に準拠し、⾝⻑等の体格⾯も考慮します。また、合宿期間中のパフォーマンスにより強化・

タレント発掘委員会が総合的に判断し、継続した合宿参加の可否を決定します。 

(2)  「2000m エルゴメーター体重別％IDT で 91.0%以上」に達していなくても、あるいは上記 2021 年 12 ⽉

及び 2022 年 2 ⽉の 2000m エルゴ記録の提出が未提出であっても、「全国⾼体連ボート専⾨部発掘育成合

宿にて成績が優秀であった選⼿」・「令和 3 年度⾼体連ボート専⾨部通信制エルゴ⼤会の 11 ⽉・2 ⽉デー

タが優秀であった選⼿」・もしくは「U19・U23 Tall Talent Program に則して有望と認めた選⼿」で、強

化・タレント発掘委員会が認めたものは、強化・タレント発掘委員会の推薦により、1 ⽉あるいは 2 ⽉合

宿の参加を認める場合があります。 

(3)  2022 年冬期 U19 強化合宿の⽇程は、以下の予定です。 

① 2022 年 1 ⽉ 10 ⽇（⽉・祝）〜17 ⽇（⽉）（⼾⽥） 

（1 ⽉ 12 ⽇(⽔)と 17 ⽇(⽉)のいずれかの⽇程で JISS にて体⼒測定） 

② 2022 年 2 ⽉ 18 ⽇（⾦）〜27 ⽇（⽇）（⼾⽥）（2 ⽉ 26 ⽇（⼟）2000m エルゴ測定の予定）） 

 

5. Small Boat Selection（SBS） 予選タイムトライアル・本戦レース（上記 2. (2)） 
(1) ⽇程：2022 年 4 ⽉ 3 ⽇（⽇）〜5 ⽇（⽕） 

(2) 場所：未定（調整中） 

(3) 参加資格：2021 年 12 ⽉および 2022 年２⽉の 2000m エルゴ記録の両⽅を提出した選⼿。且つ、そのど

ちらか⼀⽅で「体重別％IDT90.0%」以上の記録を提出した選⼿。 

① 参加資格の「2000m エルゴメーター体重別％IDT の下限の%」を「90.0%以上」とする予定です。しか

し、「90.0%以上」の達成⼈数によっては参加資格の「下限の%」を「上⽅(90.5%等)あるいは下⽅(89.5%

等)に調整・変更」する場合があります。したがって、2021 年 12 ⽉の「2000m エルゴ」測定において、

「90.0%」に達していなくても多くの選⼿の記録の提出をお願いいたします。 
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② 上記①の SBS 参加資格の「下限の%」に達していなくても、あるいは上記 2021 年 12 ⽉及び 2022 年 2

⽉の 2000m エルゴ記録の提出が未提出であっても、「全国⾼体連ボート専⾨部発掘育成合宿にて成績が

優秀であった選⼿」・「令和 3 年度⾼体連ボート専⾨部通信制エルゴ⼤会の 11 ⽉・2 ⽉データが優秀であ

った選⼿」・もしくは「U19・U23 Tall Talent Program に則して有望と認めた選⼿」で、強化・タレント

発掘委員会が認めたものは、強化・タレント発掘委員会の推薦により、SBS 予選の参加を認める場合があ

ります。 

(4) 選考⽅式、選考⽅法 

① SBS 予選タイムトライアル 

最初に 2000m タイムトライアルを 1 回実施し、そのタイムでランキングを作成します。ランキング上位

から男⼥それぞれ最⼤ 24 名を選抜します。選考⼈数は Ideal Time（下記 8.(3)）に対する割合（%IDT）

を⽤いて決定します。 

② SBS 本戦レース 

タイムトライアルで選抜された選⼿で、2000ｍレース（World Rowing プログレッションシステム World 

Cup ⽅式）を実施します。 

SBS 本戦レースは、シニア・U23 等の U19 以外の他のカテゴリーでは「合同レース」を実施し、U19 は

U19 カテゴリーだけのレースを実施する予定です。ただし、「U19 以外の他のカテゴリー」と「U19 カテ

ゴリー」も同⽇の SBS レースとなりますので、それぞれのゴールタイムの％IDT は U19 ⽇本代表候補

選考の判断材料となります。 

③ 選考⽅法 

SBS 本戦レースの順位により U19 ⽇本代表候補選⼿を決定します。選考⼈数は、それぞれのゴールタイ

ムを％IDT に変換し、そのランキングを⽤いて決定します。選考⼈数は、強化・タレント発掘委員会が

⽬標と照らし合わせ総合的に判断します。 

なお、SBS 予選タイムトライアル申込時点で、複数のカテゴリーに申し込んだ選⼿・クルーで、SBS 本

戦の選考を経て、複数のカテゴリーの⽇本代表あるいは⽇本代表候補に選考された場合は、それぞれの

クルー編成・強化活動の観点から、どちらか⼀⽅の強化活動・⼤会参加を選択、いずれかの⽇本代表ある

いは⽇本代表候補を辞退していただく場合もあります。 

 

6. 2022年4⽉以降の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ジュール 
（上記2.(3)） 
(1) 世界ジュニア選⼿権への派遣クルーは SBS 本戦レースの結果を踏まえて編成し（種⽬の選定を含む）、そ

の後、最速クルー編成のために 2022 年 4 ⽉以降の合宿で評価を⾏います。早期に⼗分な評価が完了した

場合は、その時点で決定とする可能性があります。2022 年 4 ⽉以降の評価レースのスケジュールは確定

次第、追って発表いたします。 
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7. 2021 年アジアジュニアボート選⼿権 U19 ⽇本代表選⼿選考 
(1) アジアジュニアボート選⼿権 U19 ⽇本代表選⼿（以下「アジアジュニア⽇本代表選⼿」といいます）は、 

世界ジュニア⽇本代表候補選⼿の中から選考することとし、男⼥それぞれ最⼤ 7 名を派遣します。 

 ※世界ジュニア⽇本代表候補選⼿が 8 名を超える場合は、その中から選考します。 

(2) 世界ジュニア⽇本代表候補選⼿が 6 名以下の場合は、アジアジュニアボート選⼿権 U19 ⽇本代表選⼿

選考レース（以下「アジアジュニア選考レース」といいます）を実施し、追加のアジアジュニア⽇本代表

選⼿を選考する可能性があります。アジアジュニア選考レースは、4⽉の開催を予定していますが、⽇程・ 

選考⽅法等は追ってお知らせします。 

 
8. その他 
(1) 疾病や弔事等やむを得ない事由への対応について 

⽇本代表候補選⼿選考プロセスや、合宿で⾼いパフォーマンスを⽰したと強化委員会が認めた選⼿が、

疾病、弔事等やむを得ない事由により選考会や評価レースに出漕できなかった場合には、強化委員会の

判断により、次のステップに進める可能性があります。 

（診断書等の当該事由を証明する書⾯の提出が必要）  

(2) ⼼電図検査結果の提出について 

World Rowing の競漕規則に従い、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になります。

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。 

(3) 2022 年 IDT について 

Ideal Time は以下の通りとします。 

 U19男⼦ U19⼥⼦  

1x 06:49.36 07:27.75  

2x 06:15.53 06:54.92  

4x 05:46.34 06:22.33  

以上 


