
2022/2023 シーズンスノーボードハーフパイプ選考基準 

 

ワールドカップ 

 

① 2022/2023 SAJ 強化指定 S・A の指定選手順 

② 2022/2023 SAJ 強化指定選手の内、WC 個人出場枠を獲得している選手 

参戦目的：26/30 五輪強化、WSPL/WC ランキング M10/W8、WC 出場枠獲得 

参戦目標：表彰台獲得及び決勝進出 

 

③ 2022/2023 SAJ 強化指定 B/U19 選手の中から以下の順に選出する 

参戦目的：26/30 五輪強化、WSPL ランキング M25/W20、WC 出場枠獲得 

参戦目標：WC 男子 15 位以内・女子 12 位以内 

 

グループ 1：山田琉聖・金子恵汰 

対象試合：【COPPERMOUNTAIN 戦（USA）】【LAAX 戦（SUI）】 

 

グループ 2：中川海秀・上村海音・鍛治茉音 

対象試合：【MAMMOTH MOUNTAIN 戦(USA)】【CALGARY 戦(CAN)】 

 

但し、演技の安全性、完成度、グラブ、高さを評価観点とし、WC 参戦目標を満たすのに必

要と考える十分な技術、パフォーマンスが出来ていることをエントリー期限前までの滑走

状況をコーチ間で協議し判断する 

 

技術目安 

男子： 

FS/CAB1080 以上、DC1080 以上、CAB900、CABDC900 以上、BS900 以上、SB540 以上、

McTwist、Alleyoop540 以上、SWAlleyChuck 

※上記トリックの中から 3 つのトリックを含んだ（内 1 つは DC トリックは必須）4 ヒット

以上の演技構成を目安とする 

 

女子： 

FS900 以上、BS900 以上、SB540 以上、McTwist、Alleyoop540 以上、ChucKFlip、Rodeo540 

※上記トリックの中から 1 つのトリックと FS720-CAB720 以上コンビネ−ション含んだ 4

ヒット以上の演技構成を目安とする 

 

 



④ 2022/2023 SAJ 強化指定 B/U19・拠点強化 A ・拠点強化 B/U19 の選手の中から以下

の条件を満たした者を選出する 

対象試合：【Secret Garden 戦・CHN】 

参戦目的：26/30 五輪強化、WSPL ランキング M25/W20、WC 出場枠獲得 

参戦目標：WC 男子 15 位以内・女子 12 位以内 

 

選考方法： 

2022/2023 国内 FIS 大会において本大会エントリー期限前までを評価大会とし 3 位以内を

獲得した選手の中から最上位者から出場枠数に応じて選出する。 

但し、演技の安全性、完成度、グラブ、高さを評価観点とし、WC 参戦目標を満たすのに必

要と考える十分なパフォーマンスが出来ていることを判断条件とする 

 

 

男女各最大 3 名 

※大会が中止になった場合は成立した大会のみを評価とする。 

※順位の繰り上げはしない。 

 

 

技術目安 

男子： 

FS/CAB1080 以上、DC1080 以上、CAB900、CABDC900 以上、BS900 以上、SB540 以上、

McTwist、Alleyoop540 以上、SWAlleyChuck 

※上記トリックの中から 3 つのトリックを含んだ（内 1 つは DC トリックは必須）4 ヒット

以上の演技構成を目安とする 

 

女子： 

FS900 以上、BS900 以上、SB540 以上、McTwist、Alleyoop540 以上、ChucKFlip、Rodeo540 

※上記トリックの中から 1 つのトリックと FS720-CAB720 以上コンビネ−ション含んだ 4

ヒット以上の演技構成を目安とする   

 

世界選手権  

 

派遣人数（最大）：男子 4 名・女子 4 名 

 

①2022/2023 SAJ 強化指定選手 S 指定選手 

②2022/2023 SAJ 強化指定 A・B/U19 指定の選手の中から以下の世界選手権大会以前の WC



において（COPPER MOUNTAIN 戦、LAAX 戦、MAMMOTH MOUNTAIN 戦）決勝進

出以上の成績を獲得した者の中から最上位獲得者から順に選考する 

※上記条件を満たし同位が発生した場合、次点、次々点の結果を評価とし優先順位をつける 

 

→参戦目的：26 五輪強化、WSC タイトル獲得、WSPL/WC ランキング M10/W8 

→参戦目標：優勝を含む表彰台獲得、全員決勝進出 

 

22/23 ジュニア世界選手権 Cardrona, NZL 08.22-09.10,2023 

派遣人数（最大） 男子 5 名・女子 3 名 

 

■男子  U19 枠：最大 3 名 

2022/2023SAJ 強化指定 B/U19 及び拠点強化 A・拠点強化 B/U19 の対象年齢の選手のうち

国内 FIS 公認大会、ジュニアオリンピックカップ（中高生クラス）を評価大会とし、6 位以

内を獲得した者の中から獲得上位選手より順に選出する 

 

■男子 U15 枠：最大 2 名 

2022/2023SAJ 強化指定 B/U15 及び拠点強化 B/U15 の対象年齢の選手のうち 

国内 FIS 公認大会、ジュニアオリンピックカップ（中高生クラス））を評価大会とし、8 位

以内を獲得した者の中から、獲得上位選手より順に選出する。 

 

■女子 U19 枠・U15 枠：最大 3 名 

2022/2023SAJ 強化指定 B/U19、B/U15 及び拠点強化 A・拠点強化 B/U19、拠点強化 B/U15

の対象年齢の選手のうち、22/23 シーズン国内 FIS 公認大会、ジュニアオリンピックカップ

（中高生クラス））を評価大会とし、6 位以内を獲得した者の中から獲得上位選手より選出

する 

 

上記条件を満たし同位が発生した場合、次点、次々点の上位結果を評価の優先とする 

対象年齢外の選手が上位にいた場合は順位繰上げを行う 

 

※配分される出場枠数によって派遣人数が変動する場合がある。 

その際の優先順位は以下の順の上位順とする。 

U19 枠男子⇒U19・15 女子⇒U15枠男子 

 

 

※1、対象年齢：2005-2009 年生まれ 

※2、基準日：大会エントリー締切日まで 



※3、上記大会成立が 2 試合未満の場合は 22/23 強化指定 B/U19、B/U15 よりチームで協

議し選出する 

 

 

→参戦目的：26/30 五輪強化、JWC タイトル獲得、WSPL ランキング M25/W20 獲得 

→参戦目標：優勝を含む表彰台獲得、全員決勝進出 

 

 

 

コンチネンタルカップ 

 

2022/2023 海外 FIS 公認大会参加許可基準に準ずる 

但し、大会クォータをオーバーした場合は、次のエントリー優先 順位とする。 

1. 2022/2023 シーズン SAJ 遠征派遣メンバー 

2. 2022/2023 シーズン SAJ 強化指定選手(優先順位 S>A>B)＞拠点強化選手*FIS ポイント

ランキング順 

3. 最新 FIS ポイントランキング順 


