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               平成３０年２月１９日 

【平成 30年 2月 17日理事会承認】                選手強化委員会 

 

平成 30年度ナショナルチーム選手選考基準及び海外派遣要綱 

 

第１条（目的） 

１．東京 2020 オリンピック競技大会「以下東京 2020 という。」でのメダル獲得をす

るため、ナショナルチーム選手選考基準及び国際大会派遣に関して必要な事項を定

める。 

２．世界選手権大会及び以降の大会で獲得した東京 2020 への出場権「以下ＱＰとい

う。」の取り扱い及び東京 2020 出場選手の選考基準については、７月に定める。 

 

第２条（定義） 

１．この要綱で使用する用語の定義を次のように定める。 

（１）ナショナルチームは日本を代表し、東京 2020 でメダルを獲得するために編

成されたチームをいう。チームは、選手強化委員会の管理、監督下に置く。 

（２）ナショナルチーム選手「以下ＮＴ選手という。」は、日本代表選手としてふさ

わしい国際的競技力と優れた人間力及び品位を兼ね揃え、かつ本会から認定を受

けた選手をいう。ＮＴ選手は、東京 2020 のために強化される選手として国際大

会及び合宿の参加が優先される。 

（３）ナショナルチームスタッフ「以下ＮＴスタッフという。」は、選手強化委員会

委員及びナショナルチームの技術的サポート、医科学情報戦略サポート等を担当

する者をいう。 

 

第３条（ナショナルチームの編成） 

１．ナショナルチームの編成は、ナショナルコーチ、専任コーチングディレクター、

ＮＴ選手、ＮＴスタッフ、その他選手強化委員会が認めた者をもって構成する。 

ナショナルチームの編成の年度は、４月１日から翌年３月３１日までの協会活動 

年度とする。 

              

第４条（対象種目） 

１．ナショナルチームの対象とする競技種目は、東京 2020 の実施種目とする。 

＜ライフル＞４種目 

（１） 男子 10mエアライフル（ＡＲ６０）及び 50mライフル 3×40（ＦＲ3      

   ×40）            
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（２）女子 10mエアライフル（ＡＲ６０Ｗ）及び５０ｍライフル 3ｘ40 

（Ｒ3×40） 

 

  ＜ピストル＞４種目 

（１） 男子 10mエアピストル（ＡＰ６０）及び 25mラピッドファイアピスト           

ル（ＲＦＰ） 

（２） 女子 10mエアピストル（ＡＰ６０Ｗ）及び 25mピストル（ＳＰ）  

 

第５条（NT選手選考） 

１．ＮＴ選手の選考は、選手強化委員会にて決定し、理事会に報告される。 

＜ライフル＞ 

選考対象試合 

・協会及びＪＯＣが海外派遣を行った国際競技大会等 

・第一回ＮＴ選考会（50ｍ、10ｍ）平成 30 年 4 月予定（埼玉長瀞） 

・世界選手権大会選手選考会兼第二回ＮＴ選考会（50ｍ、10ｍ） 

平成 30 年６月予定（新潟胎内） 

・ＷＣニューデリー大会選手選考会兼第三回ＮＴ選考会（50ｍ、10ｍ） 

平成 30 年 11 月予定（大阪能勢） 

・第四回ＮＴ選考会（50ｍ、10ｍ）平成 31 年３月予定（和歌山海南） 

・全日本選手権（50ｍ、10ｍ） 

・全日本選抜（50ｍ、10ｍ） 

  ＜ピストル＞ 

選考対象試合 

・協会及びＪＯＣが海外派遣を行った国際競技大会等 

・第一回ＮＴ選考会（10ｍ）  平成 30 年 4月予定（埼玉長瀞） 

・世界選手権大会選手選考会兼第二回ＮＴ選考会（10ｍ）  

平成 30 年６月予定（新潟胎内） 

・ＷＣニューデリー大会選手選考会兼第三回ＮＴ選考会（10ｍ） 

  平成 30 年 11月予定（大阪能勢） 

・第四回ＮＴ選考会（10ｍ）  平成 31 年３月予定（和歌山海南） 

・全日本選手権（25m、10m） 

・全日本選抜（10m） 

     ・春夏秋冬ピストルＮＴ選考会（25ｍ）５月春季のみダブルマッチとする 

 

２．選考方法 

（１）ＮＴ選手は、指定する競技会でＮＴ基準点を達成した場合、又は国際大会の
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うち世界選手権大会、ワールドカップ大会で入賞６位以上の成績を残した場合、

アジア競技大会でメダルを獲得した場合に即時認定される。ＮＴ選手は、全ての

選手強化事業の対象選手として最優先される。 

 

（２）ＮＴ選手の総数は、ライフル・ピストルともに限度を設けない。 

（３）選手選考対象試合の国内試合は８か月、海外派遣試合は 1 年間の記録の内、

上位３つの記録平均点順位による順位表「以下ＮＴランキングという。」を作成

する。ＮＴランキング上位者３位までの選手をＮＴ選手候補者とする。 

（４）ＮＴランキングの順位について、平均点が同点の場合は、記録点数の最も高

い選手を優位とする。 

（５）ＮＴ選手がＮＴランキング３位以内に入れない場合は、ＮＴ選手の認定から

外れる。一つの種目に４名以上のＮＴ選手が存在する場合の取り扱いについて

は、別途規定を定める。 

  （６）別途定める日本代表選手等の行動規範に反する選手は、ＮＴ選手、ＮＴ候補

選手及び海外派遣等の対象から外れる。 

 

第６条（派遣国際競技大会） 

１．派遣選手の選考については、理事会の承認を受けた本要綱に基づき、選手強化委

員会で決定し、理事会に報告する。 

（１）対象とする国際競技大会 

 （ア）世界選手権大会  

（イ）アジア競技大会  

（ウ）ＷＣ３大会    

（エ）ＷＣニューデリー大会 

（オ）国際エアガン（Ｈ＆Ｎカップ）     

（２）各大会の派遣人数については種目により異なり、派遣種目、人数は選手強化委

員会で決定する。 

（３）ＭＱＳ選手の決定については、現地での監督、コーチの判断及び選手の試合直

前のコンディションや状況を考慮して選手強化委員長又はジュニア育成委員長

が決定する。 

（４）将来の成長を期待できる若い選手の派遣については、ジュニア育成の観点から 

選手強化委員長とジュニア育成委員長との合議により派遣させることができる。 

（５）派遣選手選考方法 

  （ア）世界選手権大会（韓国・チャンウォン）平成３０年９月  

  【派遣選考方法】 

  平成３０年６月世界選手権大会選手派遣選考会及び５月春季ピストル NT選 
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考会（２５ｍ）のファイナル最終順位第１位及びＮＴランキング上位の者により 

決定する。 

オリンピック種目以外の種目の出場選手の選定方法については、別途考慮する。

ただし、種目によっては派遣しないことがある。 

オリンピック種目以外の種目に出場する選手の派遣に要する経費は、選手の自

己負担とする。ただし、オリンピック種目に出場する選手が、当該種目の選手を

兼ねる場合はこの限りでない。 

 

（イ）アジア競技大会（ジャカルタ）平成３０年８月 

【派遣選考方法】 

ＮＴ選手を優先する。ＮＴ選手候補者を選定する場合はＮＴランキング上位者

を優先する。 

オリンピック種目以外の種目の出場選手の選定方法については、別途考慮する。

ただし、種目によっては派遣しないことがある。 

 

（ウ）ＷＣ３大会（チャンウォン４月・フォートベニング５月・ミュンヘン５月） 

【派遣選考方法】 

ＮＴ選手を優先する。ＮＴ選手候補者を選定する場合は、ＮＴランキング上位

者を優先する。 

 

（エ）ＷＣニューデリー大会 平成３１年２月 

【派遣選考方法】 

    平成３０年１１月ＷＣニューデリー大会選手派遣選考会及び１１月秋季ピス

トル NT選考会（２５ｍ）のファイナル最終順位結果での上位の者により決定す

る。 

 

（オ）国際エアガン（Ｈ＆Ｎカップ）平成３１年１月 

【派遣選考方法】 

１０月全日本選抜大会（１０ｍ）の上位者のうち、ＮＴ基準点を達成した選手

を優先する。 

 

＜ライフルの派遣対象試合等＞ 

 ・WCチャンウォン大会（4/20～4/30 韓国・チャンウォン）  

平成３０年２月ＮＴ選考会までのＮＴランキング（弾数変更のあった女子種目

は、新弾数での上位２記録と旧弾数での上位１記録での順位）を基準とする。 

 ・WCフォートベニング大会（5/7～15 アメリカ・フォートベニング） 
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平成３０年３月全日本選手権大会までのＮＴランキング（弾数変更のあった女

子種目は、新弾数での上位２記録と旧弾数での上位１記録での順位）を基準とす

る。   

 ・WCミュンヘン大会（5/22～29 ドイツ・ミュンヘン）  

平成３０年４月ＮＴ選考会までのＮＴランキング（弾数変更のあった女子種目

は、新弾数での上位２記録と旧弾数での上位１記録での順位）を基準とする。 

 ・第１０回アジア競技大会（8/18～31 インドネシア・ジャカルタ）  

１０ｍ種目については、平成３０年４月ＮＴ選考会までのＮＴランキングを基

準とする。５０ｍライフル種目については、全日本選抜ライフル射撃競技大会ま

でのＮＴランキングを基準とする。 

・世界選手権大会（8/31～9/14 韓国・チャンウォン） 

平成３０年６月世界選手権大会選手派遣選考会のファイナル最終順位１位と

ランキング結果での上位の者により決定する。 

・ＷＣニューデリー大会（2/20～28 インド・ニューデリー） 

   平成３０年１１月 WC ニューデリー大会選手派遣選考会のファイナル最終順

位結果上位者により決定する。 

・国際エアガン（Ｈ＆Ｎカップ）（１月） 

１０月全日本選抜大会（１０ｍ）の上位者のうち、ＮＴ基準点を達成した選手

を優先する。 

 

＜ピストルの派遣対象試合等＞ 

  ・WCチャンウォン大会（4/20～4/30 韓国・チャンウォン）  

平成３０年３月ＮＴ選考会までのＮＴランキング（弾数変更のあった女子種目

は、新弾数での上位２記録と旧弾数での上位１記録での順位）を基準とする。 

  ・WCフォートベニング大会（5/7～15 アメリカ・フォートベニング） 

平成３０年３月全日本選手権大会及びＮＴ選考会までのＮＴランキング（弾数

変更のあった女子種目は、新弾数での上位２記録と旧弾数での上位１記録での順

位）を基準とする。   

  ・WCミュンヘン大会（5/22～29 ドイツ・ミュンヘン）  

平成３０年４月ＮＴ選考会までのＮＴランキング（弾数変更のあった女子種目

は、新弾数での上位２記録と旧弾数での上位１記録での順位）を基準とする。 

  ・第１０回アジア競技大会（8/18～31 インドネシア・ジャカルタ）  

平成３０年４月ＮＴ選考会までのＮＴランキングを基準とする。 

  ・世界選手権大会（8/31～9/14 韓国・チャンウォン） 

平成３０年６月世界選手権大会選手派遣選考会のファイナル最終順位１位と

ランキング結果での上位の者により決定する。 
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・ＷＣニューデリー大会（2/20～28 インド・ニューデリー） 

    平成３０年１１月ＷＣニューデリー大会選手派遣選考会のファイナル最終順

位結果での上位の者により決定する。 

 ・国際エアガン（Ｈ＆Ｎカップ）（１月） 

１０月全日本選抜大会（１０ｍ）の上位者のうち、ＮＴ基準点を達成した選手

を優先する。 

 

第７条（ＮＴ基準点） 

１．ＮＴ基準点は、下記のとおり定める。 

＜ライフルＮＴ基準点＞ 

50m3×40M（ＦＲ３×４０） １，１７６   点 

10m AR60M（ＡＲ６０）      ６２７．８点     

50m3×40W（Ｒ３×４０）  １，１７０   点 

10m AR60W（ＡＲ６０Ｗ）     ６２７．０点  

＜ピストルＮＴ基準点＞ 

25mＲＦＰM（ＲＦＰ）       ５８３ 点    

10mＡＰ60Ｍ（ＡＰ６０）        ５８１ 点 

25mＰＷ（ＳＰ）                ５８２ 点 

10mＡＰ60Ｗ（ＡＰ６０Ｗ）      ５７４ 点   

 

※ 海外派遣記録は、MQSでの派遣も記録として評価する。 

 

第８条（海外試合での順位及び点数の取り扱い） 

１．海外試合において、二大会連続して下記の順位及び点数を下回った場合は、当該種

目において次回の海外試合に参加する資格を失う。 

ＮＴ選手については、ＮＴ選手の認定から外れる。 

 ＜ライフル種目＞ 

  予選落ち又は予選の無い種目については、全体の１／２の順位に達しなかった場合 

 ＜ピストル種目＞ 

  下記の点数以下の場合 

25mＲＦＰM（ＲＦＰ）      ５７６点 

10mＡＰ60Ｍ（ＡＰ６０）     ５７４点 

25mＰＷ（ＳＰ）            ５７５点  

10mＡＰ60Ｗ（ＡＰ６０Ｗ）    ５６２点   

 

※ＷＣファイナル及びミックスイベントは、適応しない。 
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 ＭＱＳについては、正選手として出場したものとして準用する。 

  日程的にエントリーを既に終えている大会については、この限りでない。その場

合、次回の大会で適応する。 

 

第９条（ＱＰ獲得者の優遇措置） 

１．世界選手権大会においてＱＰを獲得した者には、東京 2020 の出場者を決定する

日本代表選手選考会での優遇措置を講じる。しかし、ＱＰ獲得者をただちに出場決

定とするものではない。 

獲得した QP及び獲得者の優遇措置の取り扱いの規程については、７月に定め

る。 

 

第１０条（NT選手及び日本代表選手の行動規範） 

１．ナショナルチーム構成員は、本会倫理規定及び日本代表選手等の行動規範を遵守

し、日本代表としてふさわしい行動をとらなければならない。 

２．ＮＴ選手が以下の事項に該当する場合は、理事会の承認を得て資格を停止するも

のとする。 

  （１）正当な事由がなく無断でナショナルチーム合宿を欠席したもの。 

（２）選手強化委員会の指導方針に故意に反発したもの、もしくはチームの秩序

を乱したもの。 

（３）ナショナルチームの目的に反する行動を取り、選手強化委員会の是正の求 

めに応じないもの。 

（４）本会倫理規定及び日本代表選手等の行動規範に抵触したもの。 

（５）ドーピング防止規程に違反し、競技者資格を停止されたもの。 

 

第１１条（ＮＴランキング） 

１．ＮＴランキングは、協会ホームページに公表する。 

 

第１２条（要綱の改正等） 

１．要綱改正が必要な場合は、理事会の承認を得なければならない。 

２．要綱の解釈について、疑義が生じた場合は選手強化委員会が判断し、理事会に報

告する。 

 

付則 

１．（暫定措置１）平成３０年２月理事会で当該要綱が承認された場合は、平成２９年

度の要綱は廃止する。理事会での承認後に平成２９年度内にＮＴ基準を達成した場

合は、平成３０年４月からＮＴ選手として認定する。 
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２．（暫定措置２）平成２９年度に認定されている NT 選手が、平成３０年度において

NT選手として残期間がある場合は、新年度では NT候補選手として位置づける。 

３．（暫定措置３）新たに試合弾数が変更された女子種目をはじめ、ＮＴ基準点の設定

については、要綱運用の状況により選手強化委員会の判断により変更することができ

る。 

 


