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       Development

       機会提供(NTC競技別強化拠点利用）・育成選手

怪我等の理由による特段の事情がある場合には、選考基準を満たさない場合でも追加指定を

する場合がある。

2023/2024シーズンSAJ強化指定選手選考基準

SAJ強化指定選手選考基準・共通事項

　　メダルポテンシャルアスリート

　（年間世界ランキング総合8位位内の選手）

　　日本代表選手

　　ジュニア選手

　　年代別に種目ごとに設定

2022年9月26日理事会承認



NF強化 機会提供 ジャンプ男子 ジャンプ女子 コンバインド男子 コンバインド女子 クロスカントリー

S1

・前シーズンのオリンピック又は世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。 ・前シーズンのオリンピック又は世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。 ・前シーズンのオリンピック又は世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。

・前シーズンのオリンピック又は世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。 ・前シーズンのオリンピック又は世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。

S2

・前シーズンのワールドカップスタンディングス8位以内の選手。 ・前シーズンのワールドカップスタンディングス8位以内の選手。 ・前シーズンのワールドカップスタンディングス8位以内の選手。

・前シーズンのワールドカップスタンディングス8位以内の選手。 ・前シーズンのワールドカップスタンディングス8位以内の選手。

A1

・前シーズンのワールドカップで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのオリンピック又は世界選手権、ワールドカップで8位以内2回以上の成績を収
めた選手（但し個人種目のみ）　

いずれかに該当する選手

・前シーズンのワールドカップで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのオリンピック又は世界選手権、ワールドカップで8位以内2回以上の成績を
収めた選手（但し個人種目のみ）　

いずれかに該当する選手

・前シーズンのワールドカップで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのオリンピック又は世界選手権、ワールドカップで8位以内2回以上の成績を収めた選手（但し
個人種目のみ）　

いずれかに該当する選手
・前シーズンのワールドカップで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのオリンピック又は世界選手権、ワールドカップで8位以内2回以上の成績を収めた選手（但し
個人種目のみ）　

いずれかに該当する選手

・前シーズンのワールドカップで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのオリンピック又は世界選手権、ワールドカップで8位以内2回以上の成績を収め
た選手（但し個人種目のみ）　

いずれかに該当する選手

A2

・前シーズンのワールドカップスタンディングス25位内の選手
・前シーズンのオリンピック又は世界選手権、ワールドカップで8位以内の成績を収めた選
手。

以下の2項目は2002年生まれ〜2007年生まれの選手のみ対象
・前シーズンのジュニア世界選手権3位以内の成績を収めた選手
・前シーズンのWCUPで20位内の成績を収めた選手

いずれかに該当する選手

・前シーズンのワールドカップスタンディングス25位内の選手
・前シーズンのオリンピック又は世界選手権、ワールドカップで8位以内の成績を収めた
選手。

以下の2項目は2002年生まれ〜2007年生まれの選手のみ対象
・前シーズンのジュニア世界選手権3位以内の成績を収めた選手
・前シーズンのWCUPで20位内の成績を収めた選手

いずれかに該当する選手

・前シーズンのオリンピック又は世界選手権、ワールドカップの団体種目で6位以内の成績を納めた選手。
・ワールドカップスタンディングスOvearallで30位以内

・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPの団体種目で6位以内の成績を納めた選手
・前シーズンのOWG/世界選手権/WCの個人戦で複数回15位以内を獲得した選手。
女子競技が始まって間もないため、参考となるデータが少ない。
女子のみの団体種目はまだ始まっておらず、男子2名＆女子2名で行われるMIXTEAMが現時点で唯一
の団体種目となる。MIXTEAMで6位以内の成績を獲得するために必要WC個人戦の成績をもとに設定
した。

・前シーズンワールドカップスタンディングス30位以内の選手
・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内（1回以上）の成績をおさめた選手。

B1

Bランク人数制限　男女各８名（最大）

B1
（2023-24シーズンは2002年生まれ〜2008年生まれの選手）
・前シーズンのSGP/WCUPで30位以内の成績を収めた選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのコンチネンタルカップで30位以内の成績を収めた選手
・前シーズンのジュニア世界選手権20位以内の成績を収めた選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのSAJポイントリスト上位3名の選手

Bランク人数制限　男女各８名（最大）

B1
（2023-24シーズンは2002年生まれ〜2008年生まれの選手）
・前シーズンのSGP/WCUPで30位以内2回以上の成績を収めた選手（但し個人種目の
み）
・前シーズンのコンチネンタルカップ又はFISカップで3位以内の成績を収めた選手
・前シーズンのジュニア世界選手権15位以内の成績を収めた選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのインターハイ又は全国中学校大会の優勝者

U25：
①前シーズン海外で開催されたWCにおいてポイントを獲得した選手
②前シーズンCOCにおいて6位以内の選手
U23：
①前シーズンCOC10位以内を記録した選手
②国内主要大会において優勝した選手
③国内主要大会において複数回3位以内を記録した選手
・U25以下で過去にWRL55位以内に入った選手およびCOCピリオドクォータを獲得した選手で、1シー
ズンWCポイントを獲得できなかった場合、翌シーズンはB指定となる。
U22：
①前シーズンCOC20位以内を記録した選手
②国内主要大会において3位以内を記録した選手
③国内主要大会において5位以内を3回以上記録した選手
U21：
①前シーズンCOCポイントを獲得した選手
②前シーズンJWSC30位以内
③前シーズン国内主要大会において3位以内を記録した選手
④前シーズン国内主要大会において5位以内を複数回記録した選手

U:
①前シーズンWC、COC個人戦で15位以内の成績を残した選手
②前シーズン国内主要大会で2回以上優勝 *1 *2
U23:
①前シーズンWC、COC個人戦で20位以内の成績を残した選手
②前シーズンJWSC6位以内の選手
③前シーズン国内主要大会で優勝もしくは、2回以上3位以内 *1 *2
*1、国内主要大会：名寄チャンピオン競技会、名寄全日本コンバインド大会、宮様スキー大会国際競技会、
伊藤杯ノルディックコンバインド競技大会、全日本スキー選手権
*2、国際大会に出場している選手がいる場合は、U23：優勝のみ

B2

B2
（2023-24シーズンは2006年1月1日生まれ〜2008年12月31日生まれの選手）
・前シーズンのジュニア世界選手権、JOCカップ、インターハイ、全国中学校スキー大会、国内
A級公認大会の成績を基に上位競技者を選考する。
2023-24シーズンは、2024江原道(カンウォンド)冬季ユースオリンピックメダル獲得を
目的とした強化指定選手を選考する。
選考人数はB1ランク選考人数により変動する。

B2
（2023-24シーズンは2006年1月1日生まれ〜2008年12月31日生まれの選手）
・前シーズンのジュニア世界選手権、FISカップ、JOCカップ、インターハイ、全国中学校ス
キー大会、国内A級公認大会の成績を基に上位競技者を選考する。
2023-24シーズンは、2024江原道(カンウォンド)冬季ユースオリンピックメダル獲得
を目的とした強化指定選手を選考する。
選考人数はB1ランク選考人数により変動する

U20：
①前シーズンJWSC代表選手
②前シーズン国内主要大会(少年組)複数回3位以内の選手
③少年組の設定がない国内主要大会総合5位以内を記録した選手
U17：
①前シーズン国内大会少年組において複数回5位以内を記録した選手
②新高校1年生で前シーズンJOCジュニアオリンピックカップ総合10位以内で上位3名の選手

※B指定の人数は男子8名～12名とする。

U20:
①WCP、COCPを獲得した選手
②前シーズンJWSC10位以内
③前シーズン国内主要大会で3位以内 *1 *2
U18：
①WCP、COCPを獲得した選手
②前シーズンJWSC代表
③前シーズン国内主要大会で5位以内　*1、*2
④前シーズンJOCカップ・全日本ジュニアスキー選手権大会、総合優勝

*1、国内主要大会：名寄チャンピオン競技会、名寄全日本コンバインド大会、宮様スキー大会国際競技会、
伊藤杯ノルディックコンバインド競技大会、全日本スキー選手権
*2、国際大会に出場している選手がいる場合は、U20・U18 ：2回以上

U23(大学1～4年生)：ポイントリスト上位5名
U18&U19(高校2・3年生)：ポイントリスト上位5名
※いずれも強化指定選手を除く

U17(高校1年生)：ポイントリスト上位5名
U16(中学3年生)：ポイントリスト上位5名
U15(中学2年生)：ポイントリスト上位5名
※いずれも強化指定選手を除く

2022年9月26日理事会承認

・前シーズン国内主要大会で10位以内

*、*1国内主要大会に、全国中学校スキー大会、全国高等学校スキー大会、全国高等学校選抜スキー大会、
JOCカップ・全日本ジュニアスキー選手権大会（総合）、全日本学生スキー大会（1部）を含む

設定なし

2023/204シーズンSAJ強化指定選手選考基準　（ジャンプ、コンバインド、クロスカントリー）SAJ
指定ランク

D

U25（男子1名、女子1名）
a.前シーズンU23世界選手権30位以内
b.ユニバ3位以内
c.国内FISレース優勝者（定員を超える場合はFISポイント上位者)
d.FISポイント上位者
＊a.b.c.d.の順に優先し選考する。
*FISポイントは2022/2023FISポイントlist No8を採用する。
U23（男女各2名）
a.前シーズンU23世界選手権30位以内
b.前シーズンJWSC15位以内の選手
c.前シーズンユニバ3位以内
d.国内FISレース優勝者（定員を超える場合はFISポイント上位者)
e.FISポイント上位者
 ＊a.b.c.d.eの順に優先し選考する。
FISポイントは2022/2023FISポイントlist No8を採用する。
U20（最大男女各5名）
 a.前シーズンJWSC30位以内
 b.FISポイント上位者（a除く最大2名）
 c.スプリント1名（＊対象レースは高校選抜優勝者）
 d.SAJポイント上位者（a.b.c除く最大2名）
＊a.b.c.dの順に優先し選考する。
FISポイントは2022/2023FISポイントlist No8を採用する。

人数　男女各８名（最大）

・拠点強化選手（NTC）
・全国中学校スキー大会にて10位以内の選手
・全国高等学校スキー大会にて10位以内の選手
・JOCジュニアオリンピック中学生の部６位以内の選手
・JOCジュニアオリンピック高校生の部６位以内の選手

・拠点強化選手（NTC）
・全国中学校スキー大会にて10位以内の選手
・全国高等学校スキー大会にて10位以内の選手
・JOCジュニアオリンピック中学生の部６位以内の選手
・JOCジュニアオリンピック高校生の部６位以内の選手



NF強化 機会提供 アルペン男子 アルペン女子

S1 ・前シーズンのOWG/世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。 ・前シーズンのOWG/世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。

S2 ・前シーズンのWCUP種目別総合ランキング総合8位までの選手。 ・前シーズンのWCUP種目別総合ランキング総合8位までの選手。

A1
・前シーズンのWCUPで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内2回以上の成績を収めた選手（但し
個人種目のみ）　
いずれかに該当する選手

・前シーズンのWCUPで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内2回以上の成績を収めた選手（但し
個人種目のみ）　
いずれかに該当する選手

A2
・前シーズン最終のWCSLで３０位以内の選手
・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内の成績を収めた選手
いずれかに該当する選手

・前シーズン最終のWCSLで３０位以内の選手
・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内の成績を収めた選手
いずれかに該当する選手

人数　男子9名（最大） 人数　女子9名（最大）

2022年9月26日理事会承認

2023/204シーズンSAJ強化指定選手選考基準　（アルペン）

・前シーズン最終のWCSL種目別60位以内
・FISポイントランキング種目別100位以内
・WC個人権利獲得＋FISポイントランキング種目別120位以内
・YOB1999:FISポイントランキング120位以内
・YOB2000:FISポイントランキング150位以内
・YOB2001:FISポイントランキング200位以内
・YOB2002:FISポイントランキング250位以内
・YOB2003:FISポイントランキング300位以内
・YOB2004:FISポイントランキング350位以内
・YOB2005以降:FISポイントランキング400位以内
・世界ジュニア10位以内 
＊B指定基準を多数の選手がクリアした場合、遠征メンバーは選考によって決定

※基準を満たした選手が上限を超えた場合は下記の優先順位で選考する。
１、WCSL上位者
２、FISポイントランキング種目別100位以内
３、WC個人権利獲得+FISポイントランキング種目別120位以内
４、FISポイントランキング上位者
同順位の選手で上限を超える場合はFISポイントランキング上位者より選考する。それで
も同順位の場合は２種目目のFISポイントランキング上位者より選考する。さらに同順位
の場合は当該シーズンにおける獲得FISポイントの良い選手を優先して選考する。

・前シーズン最終のWCSL種目別60位以内
・FISポイントランキング種目別100位以内
・WC個人権利獲得＋FISポイントランキング種目別120位以内
・YOB2000:FISポイントランキング120位以内
・YOB2001:FISポイントランキング150位以内
・YOB2002:FISポイントランキング180位以内
・YOB2003:FISポイントランキング200位以内
・YOB2004:FISポイントランキング250位以内
・YOB2005:FISポイントランキング300位以内
・YOB2006:FISポイントランキング350位以内
・世界ジュニア選手権10位以内 
＊B指定基準を多数の選手がクリアした場合、遠征メンバーは選考によって決定

※基準を満たした選手が上限を超えた場合は下記の優先順位で選考する。
１、WCSL上位者
２、FISポイントランキング種目別100位以内
３、WC個人権利獲得+FISポイントランキング種目別120位以内
４、FISポイントランキング上位者
同順位の選手で上限を超える場合はFISポイントランキング上位者より選考する。それで
も同順位の場合は２種目目のFISポイントランキング上位者より選考する。さらに同順位
の場合は当該シーズンにおける獲得FISポイントの良い選手を優先して選考する。

・YOB2003:FISポイントランキング350位以内
・YOB2004:FISポイントランキング400位以内
・YOB2005:FISポイントランキング550位以内
・YOB2006:FISポイントランキング800位以内
・YOB2007-2009:下記の中から最大8名まで
①全中、JOC(K2)における各種目優勝者
②大会結果、セレクションにより選考

・YOB2003:FISポイントランキング250位以内
・YOB2004:FISポイントランキング300位以内
・YOB2005:FISポイントランキング450位以内
・YOB2006:FISポイントランキング600位以内
・YOB2007-2009:下記の中から最大8名まで
①全中、JOC(K2)における各種目優勝者
②大会結果、セレクションにより選考

D

B

SAJ
指定ランク



NF強化 機会提供 MO AE男子 AE女子 SX HPSSBA

S1

・前シーズンのOWG/世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。 ・前シーズンのOWG/世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。 ・前シーズンのOWG/世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。

S2

・前シーズンのWCUP総合8位（MO種目・ＤＭ種目のいずれか）までの選手。
※上記S-1を優先順位とし、S指定の人数は男女各最大3名まで
※枠を超えた場合は、前シーズンのWCUPオーバーオール総合ランキング上位者から選考
する

・前シーズンのWCUPスタンディング総合8位までの選手。 ・前シーズンのWCUPランキング総合8位までの選手。

A1

・前シーズンのWCUPで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内2回以上の成績を収めた選手（但し
個人種目のみ）

・前シーズンのWCUPで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内2回以上の成績を収めた選手（但し
個人種目のみ）

・前シーズンのWCUPで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内2回以上の成績を収めた選手（但し
個人種目のみ）

A2

①前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内1回以上の成績を収めた選手　
②ベースリスト2024において、３０位以内の選手
※上記①を優先順位とし、A２の人数は男女各最大2名まで
※枠を超えた場合はベースリスト2024上位者から選考する
※ワールドカップで入賞を目指すレベル

・前シーズンの SX WCスタンディング32位以内の選手(女子は16位以内）
・前シーズンのWCで8位以内1回以上の成績を収めた選手
上記のいずれかに該当する選手

①前シーズンのWCUPスタンディングス30位以内の選手
②FISポイントリスト Base List 2024 で30位以内の選手
③前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内（1回以上）の成績を収めた選手

上記①～③いずれかに該当しAランク技術評価基準をクリアした選手。

Lv.表　男子
Lv.12 bdFdF および bFFF
Lv.11 bLFF 又は bFTF
Lv.10 bLTF
Lv.9 bFdF 又は bdFF 又は bLdF
Lv.8 bFF
Lv.7 bLF
Lv.6 bFT および bLL
Lv.5 bLT
Lv.4 bdF
Lv.3 bF
Lv.2 bL
Lv.1 bT 又は bP

Lv.表　女子
Lv.12 bdFdF 又は bFFF
Lv.11 bLFF 又は bFTF
Lv.10 bLTF
Lv.9 bLTT 又は bFdF 又は bdFF 又は bLdF
Lv.8 bFF
Lv.7 bLF および bdF
Lv.6 bFT および bLL
Lv.5 bLT
Lv.3 bF
Lv.2 bL
Lv.1 bT 又は bP

・前シーズンのジュニアオリンピックカップにおいて、中学生の部・高校生の部で決勝に進
出した選手

Dランク技術評価基準をクリアした選手のうち
①前シーズンCOCにおいて出場人数のうち上位1/3以上の成績を納めた選手。
②前シーズン全日本選手権または国内指定大会において5位以内の選手。
③23歳以上の選手はFISポイント50ポイント以上保持の選手。22歳以下の選手はFISポ
イント30ポイント以上保持の選手。
④前年度AL,MO強化指定及び拠点強化指定でコンバート希望の選手。※初回登録から2
年間限る。
⑤SAJ会員登録済みでFIS登録年齢未満の選手のうちDランク技術評価基準(FIS登録未
満)をクリアした選手。
※①について、出場人数を3で割り切れない場合は四捨五入で計算。
※FISポイントは2024ベースポイントリストを採用する
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2023/204シーズンSAJ強化指定選手選考基準　（フリースタイル）

Ｕ16（15歳以下）2023年1月1日時点の年齢
15歳以下　Lv.2 bL
上記の年齢に対応するLv.表以下の技を公式大会又はチーム内技術評価でTotal Score25.5以上で試技できると認められた選手

上記に該当する選手から選出する
※Total Scoreとは難度点を掛ける前の素点で30点満点

・前シーズンのOWG/世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。

・前シーズンのWCUPスタンディングス8位までの選手。

・前シーズンのWCUPで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内2回以上の成績を収めた選手（但し個人種目のみ）

①前シーズンのWCUPスタンディングス30位以内の選手
※国際情勢により参加が認められない国が２か国以上あった場合は30位以内かつWCUPポイント40ポイント以上の選手
②FISポイントリスト Base List 2024 で30位以内の選手
※国際情勢により参加が認められない国が２か国以上あった場合は30位以内かつFISポイント220ポイント以上の選手
③前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内（1回以上）の成績を収めた選手

上記①～③いずれかに該当し、男子は下記Lv.表男子Lv.10以下の技、女子は下記Lv.表女子Lv.7以下の技を、チーム内技術評価でTotal Score25.5以上で試技できると認められ
た選手から選出する
※Total Scoreとは難度点を掛ける前の素点で30点満点

・2022-23シーズンに開催されるジュニアキャンプに1日以上参加し、全日本ジュニア選
手権に参戦した選手
・2022-23シーズンに開催されるジュニアキャンプに2日以上参加した選手で、今後開催
するキャンプに招集した際に参加できる選手
以上いずれかに該当する選手

Bランク人数制限　男女各８名（最大）
①前シーズンの雪上公式試合において難度3.500以上かつ、Total Score 27.0以上を
獲得し、Lv.表男子Lv.9以下の技をチーム内技術評価でTotal Score25.5以上で試技で
きると認められた選手
②前シーズンのWJCで８位以内に入った選手
③B1-Ｕ26（25歳～14歳）2023年1月1日時点の年齢
25歳以下　Lv.11 bLFF 又は bFTF
24歳以下　Lv.10 bLTF
23歳以下　Lv.9 bFdF 又は bdFF 又は bLdF
22歳以下　Lv.8 bFF
上記の年齢に対応するLv.表の技の公式大会での得点（複数の技の記載がある場合は１つ
の技を対象とする）がTotal Score25.5以上で、それ以下のLv.の技をチーム内技術評
価でTotal Score25.5以上で試技できると認められた選手
※ただし、２シーズン以上難度の進捗が無い選手は対象外
④B2-Ｕ26（25歳～14歳）2023年1月1日時点の年齢
25歳以下　Lv.9 bFdF 又は bdFF 又は bLdF
24歳以下　Lv.8 bFF
22歳以下　Lv.7 bLF
21歳以下　Lv.6 bFT および bLL
20歳以下　Lv.5 bLT
19歳以下　Lv.4 bdF
18歳以下　Lv.3 bF
上記の年齢に対応するLv.表以下の技を公式大会又はチーム内技術評価でTotal 
Score25.5以上で試技できると認められた選手
※ただし、２シーズン以上難度の進捗が無い選手は対象外
上記①～④いずれかに該当する選手から選出する
※Total Scoreとは難度点を掛ける前の素点で30点満点

Bランク人数制限　男女各８名（最大）
①前シーズンの雪上公式試合において難度2.900以上かつ、Total Score 27.0以上を
獲得し、Lv.表女子Lv.7以下の技をチーム内技術評価でTotal Score25.5以上で試技で
きると認められた選手
②前シーズンのWJCで８位以内に入った選手
③B1-Ｕ26（25歳～14歳）2023年1月1日時点の年齢
25歳以下　Lv.8 bFF
23歳以下　Lv.7 bLF および bdF
21歳以下　Lv.6 bFT
20歳以下　Lv.5 bLT
上記の年齢に対応するLv.表の技の公式大会での得点（複数の技の記載がある場合は１つ
の技を対象とする）がTotal Score25.5以上で、それ以下のLv.の技をチーム内技術評
価でTotal Score25.5以上で試技できると認められた選手
※ただし、２シーズン以上難度の進捗が無い選手は対象外
④B2-Ｕ26（25歳～14歳）2023年1月1日時点の年齢
25歳以下　Lv.7 bLF および bdF
23歳以下　Lv.6 bFT および bLL
22歳以下　Lv.5 bLT
20歳以下　Lv.3 bF
18歳以下　Lv.2 bL
上記の年齢に対応するLv.表以下の技を公式大会又はチーム内技術評価でTotal 
Score25.5以上で試技できると認められた選手
※ただし、２シーズン以上難度の進捗が無い選手は対象外
上記①～④いずれかに該当する選手から選出する
※Total Scoreとは難度点を掛ける前の素点で30点満点

B指定の人数は男女各最大8名まで男女で16名まで。枠を超えた場合は、①・②を優先順
位とし、ベースリスト2024上位順から選出する。③・④は年齢が若い選手から選出する。

B1
①前シーズンのWCUP決勝進出者
②前シーズンの全日本選手権MO種目・DM種目で2位以内の成績を納めた選手
※タレント
将来オリンピックでメダル獲得を目標とする選手、A指定にあ上がれる可能性の高い選手
　ワールドカップ出場レベル
　ジュニア世界選手権、COC、FISレース表彰台レベル

B2
③下記いずれかに該当する選手ベースリスト2024において、生年月日に該当するポイン
トを満たした選手
・2004/4/2-2005/4/1　140ポイント以上の選手
・2005/4/2-2006/4/1　130ポイント以上の選手
・2006/4/2-2007/4/1　120ポイント以上の選手
・2007/4/2以降　　　 100ポイント以上の選手
④以下成績をおさめた選手
・2004/4/2以降に生まれた選手で前シーズンジュニアオリンピック総合優勝の選手
・2007/4/2以降に生まれた選手で前シーズン全日本選手権モーグル種目で6位以内の
選手
・2007/4/2以降に生まれた選手で前シーズンジュニアオリンピック総合3位以内の選手
※ジュニア
ジュニア世界選手権代表レベル
COC、FISレース参戦レベル、各年代のトップ選手

・過去にアルペン種目の強化指定選手経験のある選手
・前シーズンSX EC32位以内5回以上の成績を収めた選手(女子は16位以内）
・前シーズン世界ジュニア選手権 32位以内の成績を収めた選手（女子は16位以内）
・2022-23シーズンにSX強化指定選手だった選手

上記いずれかの該当者であり、スタッフの面談を通過した選手を選抜する。

22歳以下の選手でBランク技術評価基準をクリアした選手のうち
①前シーズンCOCまたはジュニア世界選手権において出場人数のうち上位1/3以上の成
績かつFISポイント30ポイント以上の選手。
②前シーズン全日本選手権または国内指定大会において3位以内の者
③FISポイント50ポイント以上の選手。
上記の基準のいずれかを満した選手。
※①について、出場人数を3で割り切れない場合は四捨五入で計算。
※FISポイントは2024ベースポイントリストを採用する。

D

B1

B2

SAJ
指定ランク



NF強化 機会提供 SBHP SBAL SBX SBSSBA

S1

・前シーズンのOWG/世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。 ・前シーズンのOWG/世界選手権で表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）。 ①前シーズンのOWG/WSCで3位以内の選手

S2

・前シーズンのWCUPランキング総合8位までの選手。 ・前シーズンのWCUPランキング総合8位までの選手。 ②WSPLランキング8位以内の選手

※Sの最大人数は男女別それぞれ3名までとする
※タイの場合はベストWSPLポイントの上位者（なおタイの場合は順次次点のWSPLポイン
ト）を選出する

A1

1.前シースン゙のWC/X-GAMES/DEWTOURにおいて3位以内を獲得した選手 。
2.前シーズンのOWG/WSC/WC/X-GAMES/DEWTOURにおいて男子8位以内・女子
6位以内を複数回獲得した選手。

上記に該当する選手を選出する。

・前シーズンのWCUPで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内2回以上の成績を収めた選手（但し
個人種目のみ）

・前シーズンのWCUPで表彰台に乗った選手（但し個人種目のみ）
・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内2回以上の成績を収めた選手（但し
個人種目のみ）

①WSPLランキング男子15位/女子12位以内の選手

A2

1.前シーズンのOWG/WSC/WC/X-GAMES/DEWTOURにおいて決勝に進出した選
手　。
＊予選を設けていない試合においては男子8位以内・女子6位以内を獲得した選手。
2.前シーズンの全日本選手権において決勝進出した選手。　
3.前シーズンに行われたJWCで優勝した選手。
＊但しWC参戦可能な対象年齢の選手とする。

上記に該当する選手の中からセレクションにて選出する。

・FISポイントベースリストランキング 30位以内 ※下記いずれかを満たした選手

・前シーズンWCランキング、もしくはFISポイントランキング32位以内の選手

・前シーズンのOWG/世界選手権/WCUPで8位以内（1回以上）の成績を収めた選手

②以下のいずれかの該当者の内、選考評価で選出された者
・前シーズンのジュニア世界選手権大会優勝者

・WSPLランキング男子25位/女子20位以内の選手（5/30時点でランキングが構成され
ること）

・前年度S,A指定の選手

※S,Aのチームサイズは男女で6～8名を基本とする
※WSPLランキングはパンデミックリカバリープランが明けた状態で前シーズンの成績が
反映されたものを適用の基本とする（Injury Statusは別途精査される）

B2

B2ランク人数制限　男女各3名（最大）
※下記いずれかを満たした選手
①下記ABCの3大会のSAJポイントの合計が上位2名の高校生男女（2023年3月時の学
年）
②下記ABCの3大会のSAJポイントの合計が上位1名の中学生男女（2023年3月時の学
年）
A. 3月21日SAJ松之山大会
B. ４月２日SAJ全日本ジュニア選手権
C. ４月３日SAJかぐらクロスチャレンジ2023
A、B、Cの全戦が実施さなかった場合のみ、セレクションを実施する（1戦でも実施された
場合はセレクションは実施しない）

設定なし

2022年9月26日理事会承認

2023/204シーズンSAJ強化指定選手選考基準　（スノーボード）

D

B1

1.前シーズンのOWG/WSCで3位以内の選手。
2.前シースン゙のOWG/WSC/WC/X-GAMES/DEWTOURにおいて3位以内を複数回
獲得した選手。
3.前シーズンのWSPL年間世界ランキング男子8位・女子6位までの選手。
4.前OWGの金メダリスト及び過去に複数個のメダルを獲得した選手で次大会を目指す意
志と行動の確認が取れている選手。

上記に該当する選手を選出する。

＊S指定選手は上記1〜4の評価順に基づき男女各上位3名（最大）までとし、以降の選手
はA1指定選手とする。

SAJ
指定ランク

■ジュニアA　基準
・ U19〜U16（18歳～15歳）2023/2024シーズンは2005年4月2日生から2009
年4月1日生まで
1.前シーズンに行われたJWCで優勝した選手。
2.前シーズンの全日本ジュニア選手権（中学生・高校生の部）において優勝した選手。
上記に該当する選手を選出する。

■ジュニアA・ジュニアB共通　基準
・ U19〜U16（18歳～15歳）2023/2024シーズンは2005年4月2日生から2009
年4月1日生まで
1.前シーズンの全日本選手権（一般クラス）において男子12位以内・女子8位以内を獲得し
た選手。
2.前シーズンの全日本ジュニア選手権（中学生・高校生の部）において3位以内を獲得した
選手。
3.前シーズンの全日本選手権と全日本ジュニア選手権以外の国内FIS・SAJ公認大会（一
般/中学生・高校生の部含む）におけるベスト2リザルトの総合3位の選手。
4.前シーズンのWCで男子12位以内・女子8位以内を獲得した選手。
5.前シーズンのFIS COC大会において3位以内を獲得した選手。

・U15〜U12（14歳〜11歳）2023/2024シーズンは2009年4月2日生から2013年
4月1日生まで
1.前シーズンの全日本選手権において（一般クラス）において男子20位以内・女子16位以
内を獲得した選手。
2.前シーズンの全日本ジュニア選手権（中学生・高校生の部）において対象年齢の上位3名
の選手。
3.前シーズンの全日本ジュニア選手権（小学生高学年の部）において3位を獲得した選手。
4.前年にあった全日本選手権及び全日本ジュニア選手権以外の国内FIS・SAJ公認大会
（一般/中学生・高校生の部含む）及び（小学4・５・６年生の部）におけるベスト2リザルトの
総合3位以内の選手。
5.前シーズンのFIS COC大会において6位以内を獲得した選手。
上記に該当する選手の中からセレクションにて選出する。
＊選出において同順位者（タイ）がでた場合は次点、次次点の上位順位より優位をつける。

・ジュニアA・ジュニアB共通のセレクション基準に該当する者の中から選出する。
・前年度の強化指定B/U19選手及び拠点強化A、拠点強化B/U19の18歳未満の選手。

①S/A/Bを除く、前年度国内FIS大会における表彰台経験者
②コーチ推薦枠★のうち、B指定人数制限から外れた選手
③前年度全日本ジュニア選手権（中高生の部）における男女５位以内
いずれかに該当する選手
※対象選手が重複した場合の繰り上げは行わない

①国内FIS公認大会男子6位/女子3位以内の選手
②全日本ジュニア選手権大会中高生男子6位/女子3位以内の選手
③全日本ジュニア選手権大会中学生男子3位/女子2位以内の選手
④全日本ジュニア選手権大会小学生男子3位/女子1位以内の選手
⑤U14（13歳：2023/2024シーズンは2010年生）～小学5年生の内、SAJ公認大会の
優勝者（但し男子5名/女子3名以上が出走した大会）
⑥U18（17歳：2023/2024シーズンは2006年生）の内、前年度Dランクだった者、但
しSSBA競技別強化拠点の利用実績のある者で1シーズンに限る
⑦前年度S,A,B指定選手及びCランクだった者
※上記の基準を満たし別途定める教養課題を修了した者

B1ランク人数制限　男女各5名（最大）
※下記いずれかを満たした選手
①全日本選手権1位の選手（本大会1位が70FISポイント以上付いた場合に限る）
②前シーズンWCの予選タイムトライアルを1回以上通過した選手
③FISポイント115ポイント以上保持の選手（Base List２０２4による）
④2000年～2007年生まれの中でFISポイント上位2名の男女の選手

U19～U15（18歳～14歳）2023/2024シーズンは2005年生から2009年生まで
①前シーズンのジュニア世界選手権大会3位以内の選手
②以下のいずれかの該当者の内、選考評価で選出された者
・WSPLランキング男子35位/女子30位以内の選手（5/30時点でランキングが構成され
ること）
・前シーズンの国内FIS公認大会3位以内の選手の内、ベスト3 FISポイント（SS/BAの両
方を含む）合計の最上位者、但しタイの場合はベストFISポイントの上位者（なおタイの場合
は順次次点のFISポイント）
・前年度A,B指定及び前シーズンの国内FIS公認大会3位以内の選手

※Bのチームサイズは男女で4～6名を基本とする
※WSPLランキングはパンデミックリカバリープランが明けた状態で前シーズンの成績が
反映されたものを適用の基本とする（Injury Statusは別途精査される）

Bランク人数制限　男女各８名（最大）
①A指定の人数制限から外れた選手 
②前年度全日本選手権優勝者
③S/A/Cを除くFISポイントランキング日本人男女上位５名
④コーチ推薦枠★
※男女各8名の上限を超える場合、③④についてはポイント上位者を優先とする
※対象選手が重複した場合の繰り上げは行わない
※人数制限による優先順位は①〜④で示した順とする

★コーチ推薦枠 前年度S/A/B指定選手のうち、強化指定基準をクリアできなかった選手。
但し、１シーズンに限る。また、前年度B指定選手に関しては、前年度における競技別強化拠
点での合宿参加実績があることを推薦条件とする。


