2015 年度カヌースラローム競技
ジュニア・アンダー23 日本代表指定選手選考方法等について
＜選手選考について＞
2015 のジュニア・U23 世界選手権がブラジルで 4 月 22 日～26 日に開催されることから
特例措置としてジュニア・U23 の選考をジャパンカップ最終戦（岐阜県揖斐川町）で
選考する。
また、2014 ジュニア・U23 世界選手権及び第 38 回 NHK 杯・日本選手権大会兼 2015 年度
ナショナルチーム最終選考会の成績も選考の参考とする。
2015 ジュニア・U23 世界選手権に出場しない選手は選考しない（特別な場合は例外）
。
＜ジュニア日本代表指定選手及びアンダー23 の人数＞
ジュニア日本代表及び U23 の人数は下記のとおりである。
ジュニア
ジュニア
ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ
ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ
種
目
Ａ指定
Ｂ指定
男子カヤックシングル
３名以内
３〜５名以内
女子カヤックシングル
３名以内
３〜５名以内
男子カナディアンシングル
１名以内
１〜２名以内
女子カナディアンシングル
１名以内
１〜２名以内
男子カナディアンペア
１組以内

Ｕ23
ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ
Ａ指定
３名以内
３名以内
２名以内
１名以内
１組以内

Ｕ23
ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ
B 指定
３名以内
３名以内
２名以内
１名以内
１組以内

＜ジュニア日本代表Ａ・Ｂ指定選手選考基準及び選考方法＞
１．選考種目及び人数
上記ジュニア日本代表の人数による
但し 女子カナディアンシングル、男子カナディアンペアについては、参加状況を
精査し日本カヌー連盟強化部の推薦を必要とする。
２．選考基準
その年の 1 月 1 日から 12 月 31 日の間に 15 歳から 18 歳の誕生日を迎える年齢
（15 歳から 18 歳の誕生日を迎える年齢を選考する。）
３．選考方法
下記選考方法（選考会）で各カテゴリーの該当人数を選考する。
・大 会 名 2014 年日本カヌースラロームジュニア選手権
・日
時 2014 年 10 月 3 日～5 日
・会
場 岐阜県揖斐川町揖斐川特設カヌーコース
＜アンダー23 日本代表指定選手選考基準及び選考方法＞
１．選考種目及び人数
上記アンダー23 日本代表の総数による
但し 女子カナディアンシングル、男子カナディアンペアについては、参加状況を
精査し日本カヌー連盟強化部の推薦を必要とする。
２．選考基準
その年の 1 月 1 日から 12 月 31 日の間に 19 歳から 23 歳の誕生日を迎える年齢
（19 歳から 23 歳の誕生日を迎える年齢を選考する。）
３．選考方法
下記選考方法（選考会）で各カテゴリーの該当人数を選考する。
・大 会 名 2014 年カヌースラロームジャパンカップ 最終戦
・日
時 2014 年 10 月 3 日～5 日
・会
場 岐阜県揖斐川町揖斐川特設カヌーコース

※ 上記選考方法により選抜された選手は日本カヌー連盟強化部の推薦を受けた上で、
日本カヌー連盟選手選考委員会に推薦する。
＜備考＞
SPECIAL RULES FOR JUNIOR AND UNDER 23 WORLD CHAMPIONSHIPS
ＩＣＦスラローム-ジュニア及び U23 世界選手権のための特別規則〈抜粋〉
3.4 The first year a competitor can compete in an ICF or International competition
is the year in that their 15th birthday falls in. The last year they can compete
in a Junior category is the year that their 18th birthday falls in. The last year
he/she can compete in Under 23 category is the year that their 23rd birthday falls
in.
42.2.1 In the individual events of K1M, K1W, C1M, C1W, an athlete may only enter
and compete in the same event in either Junior or U23. For these events Athletes
may enter different events in different age groups.
42.2.2 In the C2M event an Athlete may enter in both age groups with different
partners as long as they comply with Rule 3.4. They may not enter both age groups
with the same partner.
※各カテゴリーにおいて、ジュニア日本代表 B 指定選手についてはジュニア年齢制限に
達しない選手の選考もありうる。
最終選考条件としてロールのできない選手は推薦しない。
よって、各カテゴリー規定総数に満たない場合が生じることもある。

