
第３１回オリンピック競技大会の選手選考基準 
 

標記大会の選手選考については、以下の基準を基に各小委員会及び部会が選考

し、選手強化委員会を経て選手強化本部会において総合的に判断して最終決定し、

（公財）日本オリンピック委員会に推薦する。 

※第 31回オリンピック大会日程 

2016年 8月 11日～8月 21日 

場所；ブラジル・リオデジャネイロ 

 

１ 共通基準 

 

（１）本連盟強化指定選手の中から選考する。 

（２）日本代表としてふさわしい言動・態度を備えている者。 

（３）強化事業への参加と強化の方針や指示に従う事を承諾した者。 

 

２  選考方法 
 

 ＜トラック男女＞（8/11-16） 

基準（１） 

 2014 年～2016 年のオリンピックポイント対象大会（ワールドカップ、アジア

選手権大会、世界選手権大会）においてオリンピック種目に出場した者。 

 

基準（２） 

 チームスプリントで出場枠を獲得した場合、2015-2016 シーズンにおいて、チ

ームスプリント、スプリント、ケイリンで世界選手権 3 位以内、ワールドカップ

複数回 3 位以内の成績を収めた者。 

チームスプリントで出場枠を獲得できず、スプリント、ケイリンで出場枠を獲

得した場合、2015-2016 シーズンにおいて当該種目で世界選手権 3 位以内、ワー

ルドカップ複数回 3 位以内の成績を収めた者。 

チームパーシュート、オムニアムで出場枠を獲得した場合、2015-2016 シーズ

ンにおいて当該種目で世界選手権 3 位以内、ワールドカップ複数回 3 位以内の成

績を収めた者。 

 

基準（２）を満たす選手が出場枠獲得数を超えた場合、基準（２）を満たす選

手の中から 2014 年～2016 年のオリンピックポイント対象大会の内容によりトラ

ック部会にて選考する。 

 

基準（２）を満たす選手が出場枠獲得数に満たない場合、基準（２）を満たす

選手をまず選考し、残りの枠は基準（１）を満たす選手の中から 2014 年～2016

年のオリンピックポイント対象大会の内容によりトラック部会にて選考する。 

 



＜ロード＞（8/6-7：10） 

＜男子ロード＞ 

参加枠が決定次第、2015年 1月 1日より 2015年末までの期間の成績により、

以下の１から 4の順で選考する。 

（１）世界選手権ロード、ワールドツアーのワンデー又はステージ総合 3位以内

の選手 

（２）ワールドツアーランキング順位の上位者 

（該当するレースに参加したプロコンチネンタル所属選手にも順位に応じたポ

イント換算をする） 

（３）ヨーロッパツアー1.1・2.1以上のレース総合 3位以内の選手 

（４）2015年 12月末時点での各大陸ツアー個人ランキング上位者 

（該当するレースに参加したプロチーム所属者にも順位に応じたポイント換算

をする。） 

 

＜女子ロード＞ 

参加枠が決定次第、2015年 6月 1日より 2016年 5月 31日までの期間の UCIポイ

ントランキング上位者 3名の中で 2016年全日本選手権ロードの上位順に選考する。 

 

＜男女 TT＞ 

ロードで選考された選手の中で、2016年全日本選手権ロード TTでの上位選手 
 

＜ＭＴＢ男女＞（8/20-21） 

（1 獲得枠 1 名の場合） 

①国別ランキングによる参加枠獲得の場合 

オリンピックフォーマットによる UCI ポイント*1 の最高獲得日本人選手 1 名を

選考する。 

② 大陸選手権による参加枠獲得の場合 

リオ・オリンピック日本代表派遣選手選考会(日時・場所未定)1 位の者を選考

する。ただし選考会対象者は 2015 年 JCF ランキング上位 30 名とする

*2*3*4。 

*1: (2014/5/25～2015/5/24)＋(2015/5/25～2016/5/24)の合計 

*2:JCF ランキング上位 30 名以外の選手も選考会を兼ねた大会に出場できるが、1 位と

なっても派遣対象とはならない。 

*3：JCF ランキング上位 30 名の中に日本以外の国籍を持つ選手が含まれていても、日

本国籍選手の繰り上げは行わない。 

*4：日本以外の国籍を持つ選手が②に該当した場合は、日本国籍の選手で次点の者

を選考する。 

（2 獲得枠 2 名の場合） 

③ オリンピックフォーマットによる UCI ポイント*5 の最高獲得日本人選手 1 名を選

考する。 

④ リオ・オリンピック日本代表派遣選手選考会(日時・場所未定)1 位の者を選考す



る。ただし選考会対象者は 2015 年 JCF ランキング上位 30 名とする*6*7*8*9。 

*5: (2014/5/25～2015/5/24)＋(2015/5/25～2016/5/24)の合計 

*6③を満たしている選手が④も満たした場合は③が優先され、④における次点の選手

を繰り上げ選考する。 

*7:JCF ランキング上位 30 名以外の選手も選考会を兼ねた大会に出場できるが、1 位と

なっても派遣対象とはならない。 

*8：JCF ランキング上位 30 名の中に日本以外の国籍を持つ選手が含まれていても、繰

り上げは行わない。 

*9：日本以外の国籍を持つ選手が④に該当した場合は、日本国籍の選手で次点の者

を選考する。 

（3 獲得枠 3 名の場合(男子のみ適用) 

⑤ オリンピックフォーマットによる UCI ポイント*10 の最高獲得日本人選手 1 名を

選考する。 

⑥ リオ・オリンピック日本代表派遣選手選考会(日時・場所未定)1 位、2 位の者を

選考する。ただし国内選考会対象者は 2015 年度 JCF ランキング上位 30 名と

する*11*12*13*14。 

*10:(2014/5/25～2015/5/24)＋(2015/5/25～2016/5/24)の合計 

*11:⑤を満たしている選手が⑥も満たした場合は⑤が優先され、⑥における次点の選

手を繰り上げ選考する。 

*12:JCF ランキング上位 30 名以外の選手も選考会を兼ねた大会に出場できるが、1 位

あるいは 2 位となっても派遣対象とはならない。 

*13：JCF ランキング上位 30 名の中に日本以外の国籍を持つ選手が含まれていても、

日本国籍選手の繰り上げは行わない。 

*14：日本以外の国籍を持つ選手が⑥に該当した場合は、日本国籍の選手で次点の者

を選考する。 

 

＜ＢＭＸ男女＞（8/12-14） 

（１獲得枠 1 名の場合） 

① ＵＣＩ国別ランキング*1 による参加枠獲得の場合 

UCI 個人エリートランキング*2 の最高獲得日本人選手 1 名を選考し、次点を

補欠とする。 

② 世界選手権大会（2016/5 開催）による参加枠獲得の場合 

同大会でのエリート成績上位者より最高獲得選手 1 名を選考し、次点を補欠

とする。*3 

③ UCI 個人エリートランキング*2 において参加枠獲得の場合 

同ランキングにおける最高獲得日本人選手 1 名を選考する。 

（２獲得枠 2 名の場合） 

④ UCI 個人エリートランキング*2 の最高獲得日本人選手 1 名を選考する。 

⑤ 世界選手権大会（2016/5 開催）でのエリート個人成績上位者より選手 1 名を選

考する。*4 



⑥ UCI 個人エリートランキング*2 の次点の選手を補欠とする。 

（３獲得枠 3 名の場合(男子のみ適用) 

⑦ UCI 個人エリートランキング*2 の最高獲得日本人選手２名を選考する。 

⑧ 世界選手権大会（2016/5 開催）でのエリート個人成績上位者より選手 1 名を選

考する。*4 

⑨UCI 個人エリートランキング*2 の次点の選手を補欠とする。 

    

*1: UCI Olympic Qualification Ranking of 31 May 2016  

   対象期間：2014/5/31～2016/5/30。対象大会は資格付与システム参照 

    *2: UCI Elite Individual BMX Ranking of 31 May 2016 

    *3: 2016/5/23-29 コロンビア開催予定。 

    *4: 既に上位基準により選考されている者がいる場合には、次点を選出する。 

 

３ 選考除外 

 

上記選考において、以下の選手は選考から除外する。 

（１）アンチドーピング規定に従わない者 

（２）JCF強化活動に対し理由なき不参加や連絡が無い等、強化指定選手として

参加態度が不適格と見なされる者 

（３）JCF強化の方針や指示に従わない等、チーム行動に対し不適格と見なされ

る者 

（４）代表として不適格な言動・態度が認められる者 

（５）提出した誓約書の内容を順守しない者 
 

 


