
 

ス ノ ー ボ ー ド ( H P ) 国 内 強 化 指 定 選 手 セ レ ク シ ョ ン 開 催 要 項 

 

【 主 催 】 公益財団法人全日本スキー連盟 

【 目 的 】 スノーボードハーフパイプの国内強化指定選手のセレクション 

【 期 日 】 2020年11月 13日（金）～ 11月14日（土） 

【 場 所 】 カムイ御坂スキー場（山梨県・笛吹市） ※会場貸切にて実施いたします。 

        〒406-0813 山梨県笛吹市御坂町上黒駒5321-1 

【実施日】 グループ①：2020年11月13日（金） 項目別技術評価 

グループ②：2020年11月14日（土） 競技会形式評価 

【評価方法】 FISジャッジルールに則り FIS審判員、SAJ SBHPコーチが評価を行う。 

        ※評価内容詳細について別紙参照。 

【選考結果】 SAJホームページにて発表予定。 

【参加資格】 2019/2020シーズン中の SAJ及びFIS競技者登録を済ませていた以下の選手を対象とする。 

・グループ①  ※対象者については別紙参照。 

        ①国内強化指定 D1（19歳以上） 2002年4月1日より以前に生まれた男女選手。 

        ②国内強化指定 D1/U19（15歳〜18歳）2002年4月2日〜2006年 4月1日生の男女選手。 

       上記の者のうち、国内強化指定選手基準2019/2020シーズンHP種目におけるWSPL(2020-04-02)、

SAJ(No8)、FIS(BaseList2021)のいずれかのポイントリストにて日本人上位 15位にランクされ

た者。 

 

       ・グループ②  ※対象者については別紙参照。 

        ①国内強化指定 D1/U15（13歳〜14歳）2006年4月2日〜2008年 4月1日生の男女選手。 

上記年代帯において国内強化指定選手基準2019/2020シーズンHP種目におけるSAJ(No8)ポイ

ントリスト上位 15位にランクされた者。 ※但しポイント保有者を対象とする。 

 

②国内強化指定 D2/U13（11歳〜12歳）2008年4月2日〜2010年 4月1日生の男女選手 

上記年代帯において国内強化指定選手基準 2019/2020シーズンHP種目における SAJ(No8)ポイ

ントリスト上位 15位にランクされた者。 ※但しポイント保有者を対象とする 

【申込方法】 グーグルフォームにてお申込みください。  

URL：https://forms.gle/3VfhAwUQh5CKaKvAA 

【締切日】 2020年10月 30日（金）17：00まで 

【参加料】 3,500円（現地にて徴収いたしますので、おつりの無いようにご用意ください。） 

＊施設利用料込み。交通費、食費、宿泊費等は各自の負担となります。 

【 宿 泊 】 原則１日での実施ですが、前後泊が必要な場合は各自にてご手配ください。 

【 持 物 】 スノーボード用品一式、保険証、常備薬、その他必要な物 

【コーチ】 FIS審判員：橋本 涼  

SAJコーチ：深澤 健悟、神戸 忠仙、村上 大輔、青野 令、治部 忠重   

映像スタッフ：佐藤 洋久 



  

 

 

 

 

【その他】 ①参加に際しての移動、宿泊は各自手配の事。未成年選手については保護者または引率責任者

が同伴すること。 

②スポーツ傷害保険もしくはそれに準ずる傷害保険に加入していること。 

        ※出場選手が競技中及び公式練習中に傷害を受けた場合、主催者は応急処置のみを行うもの

とし、以後は各自の責任において処置を行うこと。 

③SAJホームページ発表の以下資料内容を理解した上で参加すること。 

・2020/2021国内強化指定選手選考基準  

・競技者等行動規範 

・【規程】強化指定選手等に関する規程 

・2019/2020競技種目別海外FIS公認大会許可基準（昨シーズン内容を参照） 

④合宿開催可否についてはコロナウイルス感染状況を考慮し合宿開催日 14日前（10/30）を 

判断日とします。 

⑤セレクション対象者以外からのお申込みは、受付いたしません。 

【問合せ先】 担当コーチ 神戸 忠仙：chusenkin@yahoo.co.jp 

          

11月13日（金）（グループ①） 11月14日（土）（グループ②）

女子選手 受付　7:00～7：45
（御坂スキー場スクールセンター前）

女子選手 集合　8:00
ミーティング

（御坂スキー場スクールセンター前）

  女子選手　　　　受付　11：30～12：30
 男子選手 D2/U13　受付  12：30～13：30
 男子選手 D1/U15　受付  13：30～14：30

（御坂スキー場スクールセンター前）

男子・女子　選手　集合　14：30
全体ミーティング

（御坂スキー場スクールセンター前）

女子公式トレーニング　9:00～
女子技術評価　9:20～11:30

終了後、女子選手解散

女子公式トレーニング　15:30～
女子競技会　16:00～17:05

終了後、女子選手解散

男子選手 受付　12:00～12:45
（御坂スキー場スクールセンター前）

男子選手 集合　12:50
ミーティング

（御坂スキー場スクールセンター前）

男子公式トレーニング　17:30～
男子競技会　18:10～19:45

終了後、男子選手解散

男子公式トレーニング　13:30～
男子技術評価　13:50～16:35

終了後、男子選手解散

≪セレクションスケジュール≫

 



受付7:00～7:45･集合8:00 受付12:00～12:45･集合12:50 受付11:30～12:30･集合:14:30 受付13:30～14:30･集合:14:30

女　子 男　子 女　子 男　子

覚張美咲 伊藤藍冬 黒沢真紘 濱口誕人

鎌田絢子 口寸保頼央 中川日愛里 島崎玖

青木浩範 皆木蘭 杉崎大翔

平野歩夢 坂上水都 小杉榮大

川原凛珠 大橋虹介

上村海音 園田恵吾

受付7:00～7:45･集合8:00 受付12:00～12:45･集合12:50 芝田菜々子 北村虎太郎

女　子 男　子 折田心 大山彩斗

藤原美桜 中川海秀 大倉夕奈 長田陽斗

喜田風和里 菊地原小弥汰 新保楓子 村上嵩桜

西塚凛華 平野優音 稲葉美琴 工藤昊

梨木心礼 大川虎太朗 藤﨑優月 土原遼大

北村葉月 齋藤蒼太 相川隆喜

金子日菜多 南野洋 今野颯心

山田莉乃香 新栄優太 飯泉仁

柴田美空 山田琉聖

西桃奈 金子恵汰

受付11:30～12:30･集合:14:30 受付12:30～13:30･集合:14:30

女　子 男　子

清水さら 嶋崎珀

大橋空奈 村上広乃輔

工藤璃星 浜田多聞

岡本優花 武田琉玖

坂上月乃 山本浬

工藤湘

高橋優心

藤原柊太

植田真人

大山瑛覇

石崎将樹

青田晃

古山大志

小野里春琉

木戸啓翔

≪セレクション対象者≫　受付･集合日時を間違えないようにご注意下さい。

グループ①　11月13日（金）

国内強化D1　〈〜2002/4/1〉

国内強化D1/U19　〈2002/4/2-2006/4/1〉

グループ②　11月14日（土）

国内強化D1/U15　〈2006/4/2-2008/4/1〉

国内強化D2/U13　〈2008/4/2-2010/4/1〉



 

≪評価内容詳細≫ 

・グループ① 

項目別技術評価：以下3種目各 2本のうちベストランを採用し、高さと完成度、独創性を考慮し評価を行

う。 

①エアターンと360-CABコンビネーション（ヒットの順番、技の回転数は 720、1080等に構成変更可） 

②エアターンとFS540-BS540のコンビネーション（ヒットの順番、技の回転数は 900、1260等に構成変更可) 

③総合ルーティーン  

 

・グループ② 

競技会形式評価：各選手2本のうちベストランを採用し、基礎滑走能力と高さ、積極性を考慮し評価を行う。 

 

≪新型コロナウイルス感染予防対策≫ 

新型コロナウイルス感染予防対策の為、参加については以下の対応の遵守をお願いいたします。  

また、施設内に入る引率者の方も以下、選手同様の対応をお願いいたします。 

①事業参加日14日以上前からの健康記録の提出（検温、体調） 書式自由 

②事業参加日14日以上前からの厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の合宿当日の記

録開示（選手本人がスマートフォンを所有していない場合は保護者の開示、スマートフォンを所有して

いない場合は要相談）を必須とする。 

③事業当日の検温（37.5℃未満であること） 

④参加時のマスク等の着用による飛沫対策、手洗い、消毒、ソーシャルディスタンス確保の実施を必須と

する。 

⑤密状態を避けるため施設内に入る引率者の方は選手に対して最大 1名までとさせていただきます。 

上記、健康記録（コロナウィルス感染の症状）、当日検温（37.5°以上）、COCOAアプリ記録（感染者と

の濃厚接触の可能性）の不備並びに症状が疑われる場合は参加を認めない。 

 

≪国内強化指定選手の活動範囲等≫ 

 NTC競技別強化拠点を優先利用できます。（宮城県 東北クエスト、青森県 青森スプリング） 

 2020/2021SAJ競技種目別海外 FIS公認大会許可基準（後日発表）に基づいた優先申込ができます。 

 SAJ公式用品の使用制限はありませんが、SAJから派遣される場合は公式用品を使用しなければなりません。

そのため国内強化指定選手も SAJ公式用品の使用を推奨します。 

 国内合宿・海外遠征に召集され SAJから派遣される場合は、所属先に対し SAJから派遣依頼文書を発信いた

します。なお、個人での合宿に関してはSAJから文書は発信しません。 

 国内合宿・海外遠征への参加は、原則自己負担となります。 

 公式ユニフォームは配布いたしません。ただし、海外遠征等で派遣される場合は、公式ユニフォームを着用

していただく場合もありますので予めご了承ください。 

 FISワールドカップ、FIS世界選手権大会、FISジュニア世界選手権大会などの国際主要大会派遣基準に国内

強化指定選手が含まれる場合があります。なお、これらの大会へは指定外からの参加はできません。 

 


