２０１９年６月１日
【２０１９年６月１日理事会承認】
ジュニア育成委員会

２０１９年度 育成アスリート選手指定基準及び海外派遣要綱
変更
第１条（目的）
本要綱は国際大会に於いてメダル獲得の可能性がある有望な３０歳以下の選手を発
掘・育成・強化する為に必要な基準及び国際大会派遣に関して必要な事項を定めるも
のである。
第２条（定義）
１． 本要綱で使用する用語の定義を次のように定める。
（１）「育成アスリート」
① 有望な選手の育成を図る為に指定された選手のことをいう。
② ジュニア育成委員会の指定を受け、委員会の管理、監督下で活動を行う。
③ ジュニア育成委員会が開催する合宿、練習へ優先的に参加できる。
（２）「育成アスリート」のカテゴリー
① 年齢はＩＳＳＦルールにより、２０１９年１２月３１日の満年齢とする。
② カテゴリーは U３０、ジュニアＮＴ、カデットＮＴ、ノービスＮＴとする。
③ Ｕ３０は２１歳～３０歳を対象とする。
④ ジュニアＮＴは１５歳～２０歳を対象とする。
⑥ カデットＮＴは１５歳以下の中学生を対象とする。
⑧ ノービスＮＴは１２歳以下の小学生を対象とする。
（３）
「育成アスリートランキング」
① 育成アスリートランキングとは対象試合のうち、国内試合は８か月、海外派遣
試合は 1 年間の記録上位３つの平均点による順位表。
平均点が同点の場合は、記録点数の最も高い選手を上位とする。
② 育成アスリートランキングは、協会ホームページに公表する。
第３条（対象種目）
１．育成アスリートの指定対象競技種目は以下の通りとする。
＜ライフル＞４種目
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（１）男子 10mＡＲ６０及び 50mＦＲ3×40
（２）女子 10mＡＲ６０Ｗ及び 50ｍＲ3×40
＜ピストル＞４種目
（１）男子 10mＡＰ６０及び 25mＲＦＰ
（２）女子 10mＡＰ６０Ｗ及び 25mＳＰ
第４条（育成アスリートの指定）
１．指定必須条件
（１） ＮＴ選考会または育成ＮＴ選考会に 1 回以上出場していること。
（２） 育成アスリート対象試合に３回以上出場していること。
（３） 対象カテゴリーの育成アスリート基準点を１回以上記録していること。
カデットＮＴ並びにノービスＮＴについては基準点を設けない。
２、指定について
（１） 指定必須条件をすべて満たしている選手（未成年の場合は保護者・指導
者からの提出も可）からの申請により、ジュニア育成委員会が条件を確
認し、育成アスリートとして指定する。
（２）

NＴ選手に選考された場合、育成アスリート指定は解除される。

（３） 指定期間は当該年度限りとする。
（４） ２０１８年８月１日以降の国対象試合及び２０１８年４月１日以降の海外
対象試合指定必須条件をすべて満たしている選手は、２０１９年１月１日
以降に申請できる。
（５） カデットＮＴ並びにノービスＮＴは基準点を定めず、２０１９年４月１日
時点の育成アスリートランキング上位者男女各最大５名を育成対象とす
る。カデット並びにノービスは育成アスリートランキングの更新は７月、
１０月、１月とする。
３．対象試合
＜ライフル＞＜ピストル＞
・日本ライフル射撃協会が選手派遣したすべての国際大会（MQS 記録含む）
・日本ライフル射撃協会が主催する G3＋以上の大会
（ただし、ランクリスト並びに女子４０発競技は対象外とする）
・全国春夏秋冬ピストル大会（25ｍ,、10m）
・ヤングスターランクリスト競技会（10m）
・ヤングスターファイナル全国選抜大会（10m）
※海外留学等している選手について、現地大会開催前に出場の申告がある場合
ジュニア育成委員長の承認を受けて指定対象試合に追加する。
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４．育成アスリート基準点
＜ライフル＞
U３０

10mＡＲ60MW

６２５．０

50m3×40MW

１１６７

ジュニア

10mＡＲ60MW

６２１．０

50m3×40MW

１１５１

ユース

10mＡＲ60MW

６１８．０

―

―

25mＲＦＰ

５７３

25mＳＰ

５７２

25mＲＦＰ

５６７

25mＳＰ

５６６

―

―

＜ピストル＞
U３０

10mＡＰ60ＭW

５７２

ジュニア

10mＡＰ60ＭW

５６２

ユース

10mAP60MW

５５８

※ライフル 50m 基準点は 2018 世界選手権出場者の 1/2 順位相当の記録
10m 基準点は 2018 世界選手権 30 位相当の記録
※ピストル 基準点は 2018 世界選手権出場者の 1/2 順位相当の記録
第５条（派遣選手）
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、ジュニア育
成委員会で決定し、理事会に報告する。
２． 国際大会には原則として当該種目の銃を自ら所持している選手または省庁銃を使
用している選手を派遣する。
３． ユニバーシアードについては、日本オリンピック委員会の種目、派遣人数決定
後、第 1 回ライフル(50m・10m)ＮＴ選考記録会（大阪府能勢町）までの育成ア
スリートランキング上位者を優先して決定する。
４． 東アジアユースエアガン大会は、開催時期・場所等決定後、選考時期を決定し、
育成アスリートランキング上位者を優先して決定する。
５． ＭＱＳ選手、１０ｍＡＲミックス選手及び１０ｍＡＰミックス選手の最終決定に
ついては、現地で監督・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
況を考慮してジュニア育成委員長が決定する。
６． エリートアカデミー所属選手は,育成アスリートランキングに関わらずジュニアワ
ールドカップ及びＨ＆Ｎカップに派遣する。
７． 国際大会に派遣される育成アスリートは、選手育成の観点からジュニア育成委員会
の合議により当該種目以外に出場させることがある。
第６条 （派遣試合）
派遣試合と選考時期
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（ア）ワールドカップ（ＭＱＳ）（4 月 北京）＜Ｕ３０・ジュニア＞
２月 11 日時点の育成アスリートランキングを基準に上位者を派遣する。
削除 （イ）ワールドカップ（ＭＱＳ）（5 月 ミュンヘン）

＜Ｕ３０・ジュニア＞

４月 14 日時点の育成アスリートランキングを基準に上位者を派遣する。
ジュニアワールドカップ（６月

リマ）

＜ジュニア・ＥＡ＞

４月 14 日時点の育成アスリートランキングを基準に上位者を派遣する。
（イ）ユニバーシアード

※ライフル種目のみ（７月 ナポリ） ＜ユニバ＞

４月７日時点の育成アスリートランキングを基準に上位者を派遣する。
（ウ）ジュニアワールドカップ（7 月 ズール）

＜ジュニア・EA＞

６月９日時点の育成アスリートランキングを基準に上位者を派遣する。
削除 （オ）ワールドカップ(MQS) ( 8 月 リオデジャネイロ）＜Ｕ３０・ジュニア＞
６月９日時点の育成アスリートランキングを基準に上位者を派遣する。
（エ）アジア選手権大会（１１月 ドーハ） ＜ジュニア＞
９月 15 日時点の育成アスリートランキングを基準に上位者を派遣する。
（オ）H&N カップ（１月

ミュンヘン）

＜ジュニア・EA＞

11 月 24 日時点の育成アスリートランキングを基準に上位者を派遣する。
（カ）東アジアユースエアガン大会

（8 月 韓国）

＜ユース＞

育成アスリートランキングを基準にユース対象（15 歳～18 歳）の高校生
並びに中学 3 年生を対象とし、7 月 1 日時点の育成アスリートランキング
を基準に上位者を派遣する。
２．派遣選手選考方法
（１） 派遣選手は育成アスリート指定された選手のうち、派遣試合毎に育成アス
リートランキングの上位者から選考する。ただし、対象カテゴリー（U30 、
ジュニア等）にＮＴ選手がいる場合はＮＴ選手の派遣を優先する。また当該
種目に育成アスリート指定選手が派遣人数に満たない場合は、育成アスリー
トランキング上位者を派遣することがある。
（２） 派遣人数については、種目により異なり、派遣種目、人数は予算に基づき
ジュニア育成委員会で決定する。
（３）ワールドカップ３大会のＭＱＳ派遣については、ＮＴ選手を優先派遣し育成
アスリートの派遣は見送る場合がある。
第７条（育成アスリートの義務）
育成アスリートは、以下の事項についてジュニア育成委員会の求めに応じなければ
ならない。
① 練習および大会出場計画書の作成と提示
② 国際大会出場時のレポート
4

③ その他資料の提出
第８条（育成アスリートの行動規範）
１．日本ライフル射撃協会が計画する合宿、遠征等に積極的に参加すること。
２．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。
３. 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事業目的に反する行動を取り、ジュニア育成委員会の是正の求めに応じないもの。
②ジュニア育成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。
④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９条（要綱の改正等）
１．要綱改正が必要な場合は、理事会の承認を得る。
２．要綱の解釈について、疑義が生じた場合はジュニア育成委員会が判断し、理事会に
報告する。
付則
１．本要綱は、２０１９年６月 1 日から適用する。
２．育成アスリート基準点ならびに対象試合の設定については、要綱運用の状況により
ジュニア育成委員会の判断により追加・変更することが出来る。
３．上記の追加・変更及び育成アスリート指定名簿は協会ホームページに公表する。
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