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アジア選手権自転車競技トラック種目は
インドネシア・ジャカルタにおいて 2019
年 1 月 8 日から 13 日の間、開催される。

The Track Cycling Asian Championships are to
be held in Jakarta, Indonesia, from 8th to 13th
January 2019.

1. 概要

1. OVERVIEW

1.1. 水準：このアジア選手権選考基準
は、これまでのすべての事前の対
応、協議、および宣言（書面もしく
は口頭）より優先される。

1.1. Status: This Regulation overrides all
prior correspondence, discussions, and
representations (whether written or oral)
regarding selection to the Asian Championships.

1.2. 改定：この規則は、日本自転車競技
連盟（JCF）によって如何なる時に
も改定されることがある。改定箇所
もしくは本規則の最新版は、JCF の
ウェブサイト等何らかの形で公に提
供する。

1.2. Amendment: This Regulation may be
amended at any time by Japan Cycling Federation (JCF). Amendments, or an updated
copy of this Regulation, will be published
on the JCF website or otherwise made
available by JCF.

2. 目的
2.1. この選考過程の目的は、最も競争力
のある選手のみが選出され、オリン
ピック種目でのメダルの数を最大化
することであり、また、将来的に国
際大会でメダル獲得の可能性がある
と認められた選手がアジア選手権で
経験を得られるようにすることであ
る。

2. AIM
2.1. The aim of this process is to ensure that
only the most competitive athletes are
selected and win the maximum number
of medals in Olympic events, and to ensure those athletes, who have been identified as potential future medal winners
at international events, benefit from
Asian Championships experience.
Page 1 of 4

Japan Cycling Federation
Jitensha Sogo Building, 3-3-1 Kamiosaki, Shinagawa-ku - Tokyo 141-0021
Tel. 03–6277-2690 | Fax. 03–6277-2691 | info@jcf.co.jp

3. 選考パネル
3.1. 全ての選考は、JCF 選手強化委員会
が第６条に基づき選考し、選手強化
本部会の承認をもって決定される。

4. 選考過程

3. SELECTION PANEL
3.1. All selections are made by JCF High Performance Committee (HP Committee)
based on the selection criteria in Article 6
and Executive HP Committee (Senshu
Kyoka Honbu kai) will make the Final (authorization) decision.

4. PROCESS

4.1. 選手強化委員会は、チーム構成選考
に関する裁量権を有する。

4.1. The team members will be selected on a
discretionary basis by HP Committee.

4.2. 選考はナショナルコーチの推薦に基
づいて実施される。

4.2. The selection will be made from among the
athletes based on the recommendations of
the national coach.

4.3. 選考日：原則としてチームに選考さ
れた選手の氏名は遅くとも大会の 2
週間前までに発表される。

4.3. Selection Date: In principle, the names of
riders selected to the Team will be announced not later than 2 weeks prior to the
Event.

4.4. JCF が選考できる最大選手数は以下
の通りである。

4.4. Maximum Team size:

 短距離男子= 5 名

 Sprint Male = 5 places

 短距離女子= 3 名

 Sprint Female = 3 places

 中距離男子= 6 名

 Endurance Male = 6 places

 中距離女子= 6 名

 Endurance Female = 6 places

4.5. チームの構成は国際大会に適用され
る規則に従う。

4.5. The composition of any Team will be in accordance with the rules of the applicable International Track Competition.

4.6. 選手強化委員会は、大会毎の最大選
手枠数を全て行使しない可能性があ
る。

4.6. The panel may elect to take fewer than the
maximum number of permitted riders for
the Event.

4.7. 補欠選手の数はナショナルコーチの
裁量で決定される。補欠選手は必ず
しも全てのイベントにおいて選抜さ
れる訳ではなく、以下と同様の基準
を用いて選考される。

4.7. The number of reserve places offered will
be at the discretion of the national coach.
Reserves may not necessarily be identified
for every event and will be selected using
the same criteria listed below.

4.8. チームへの選出は、どの選手に対し
てもレースへの無条件出場を保証す
るものではない。選手のパフォーマ

4.8. Selection to the team does not guarantee
any rider a start in any event; instead this
will be assessed throughout the course of
the pre-event training camp considering an
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ンスとチーム・トレーニングへのコ
ミットメントを考慮して、事前合宿
を通して評価される。

5. 資格

athletes’ form and commitment to the team
and training.

5. ELEGIBILITY

5.1. JCF トラック強化指定選手（ポディ
ウムもしくはアカデミー）であるこ
と

5.1. Riders who are members of the JCF Track
High Performance Programs (Podium or
Academy).

5.2. UCI によって課された資格基準を満
たすもの

5.2. Satisfy any eligibility criteria imposed by
the UCI.

5.3. ナショナルコーチが指定するトレー
ニングセッション、トレーニングキ
ャンプ、トライアル、その他のイベ
ントに参加していること。

5.3. Attend any training sessions, training
camps, trials and other events as required
by the National Coach.

5.4. ナショナルコーチが指定するトレー
ニングプログラムに従っているこ
と。

5.4. Follow training prescription from the National Coach.

5.5. ナショナルコーチ及びパフォーマン
ススタッフが妥当に要求するデータ
を全て提供すること。

5.5. Provide the National Coach and performance staff with all reasonable requests for
data.

5.6. スポーツ・アンチ・ドーピングルー
ル、UCI アンチ・ドーピング規程も
しくは世界アンチ・ドーピング規程
の違反に関する調査の対象となって
いないこと。

5.6. Not be under investigation for any breach
or anti-doping rule violation of any part of
the Sports Anti-Doping Rules, the UCI
Anti-Doping Regulations, or the WADA
Code.

5.7. 上記の選択基準を満たさない場合、
大会前に選手を交代する可能性があ
る。

5.7. Failure to meet the above eligibility considerations can result in a rider being replaced
before the event.

6. 選考基準

6. SELECTION CRITERIA

6.1. 選手強化委員会は、6.2 ないし 6.5.に
定める種目ごとの要素を原則としつ
つ、6.6.及び 6.7.の要素も考慮して
選考を行う：。

6.1. When making its decision, HP Committee
will consider the following factors, in any
order and with appropriate weighting that
HP Committee sees fit:

6.2. ケイリン、スプリント

6.2. Keirin and Sprint:

 既に出場権（2018 アジアチャンピオ
ン）を持っているライダー。

 Riders who already have a quota (2018 Asian
Champions).
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 世界選手権、ワールドカップ及び全
日本選手権における選手の成績およ
び競技内容。選考前 12 ヶ月間の成績
と競技内容を優先する。
6.3. チームスプリント

 result(s) and performance(s) of the rider at
the World Championships, World Cups and
National Championships, with priority given
to results and performances in the 12-month
period prior to the applicable Selection Date.
6.3. Team Sprint:

 第１走:2018 年の成績と競技内容から
選考する。

 Starter: Selection according to 2018 results
and performances.

 第２走、３走：既に他の種目で選考
が決まっているライダー（補欠選手
を含む）から選考する。

 2nd and 3rd laps: Chosen between the riders
already selected for the other disciplines (including substitutes).

6.4. 団体追抜、マディソン、オムニアム

6.4. Team Pursuit, Madison and Omnium:

 前回の世界選手権と、適用される選定
日直近 6 ヶ月間のワールドカップでの成
績と競技内容から派遣を決める。

 result(s) and performance(s) of the rider at

 団体追抜、マディソンには、当該
種目に適したチームワーク、コミ
ュニケーション能力を要する。

 Teamwork and communication skills
suited for Team Pursuit and Madison.

 どの種目を走るかは、大会直前合
宿で決定する。

 Any nomination is exclusive of event
specific nomination which will only be
finalised during competition-specific
training camp(s).

6.5. その他の個人種目：選手強化委員会
はオリ ンピック種目以外の個人種目
に、追加のターゲット選手を登録する
場合がある。

6.5. Other Individual Events: HP Committee reserves the right to enter additional, targeted
riders in non-Olympic individual events.

6.6. 各選手の過去の大会、トレーニング
セッション、トレーニングキャン
プ、トライアル、その他イベントの
参加率、態度及び行動を考慮する。

6.6. The rider’s performances, attendance, attitude, and conduct at past competitions,
training sessions, training camps, trials and
other events.

6.7. その他に選手強化委員会が重要と考
えるいかなる情報も考慮される。

6.7. any other information HP Committee considers is relevant.

7. 酌量すべき状況：ケガや病気
7.1. 選考後に重大な怪我・病気により競
技力に影響があると見込まれる場
合、ナショナルコーチはナショナル
チーム公式ドクターと相談の上、選
手交代を決定できる。

the previous World Championship’s and any
World Cups in the 6-month period prior to
the applicable Selection Date;

7. EXTENUATING CIRCUMSTANCES,
INJURY AND ILLNESS
7.1. If a rider is injured or got illness seriously
after selection, and have possibility of performance decrease, national coach have
right to decide change of rider after consultation with official national team doctor.
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