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１ Ｋポイントの採用方法
今シーズンは下記 2 種類のＫポイントを使用する。
１）種目別ベストＫポイント

→

雫石、ジュニオリ選考に使用

２）全種目全レース合計Ｋポイント

→

シーズン総合チャンピオン決定のために使用

※ Ｋポイントは昨シーズンと同じ得点方法 1 位 35 点、2 位 30 点、3 位 29 点･･･31 位以降 1 点
途中、県外選手がいても順位どおりのポイントが付く
２ スタート順
１）種目別合計Ｋポイント

→

第 1 シードのスタート順決めに使用

２）ＳＡＪポイント

→

第２シード以降のスタート順決めに使用

初戦

（種目別）

ＧＳ1/10 菅平

第１シード

ＳＬ1/11 菅平

ＳＧ1/29 野沢

長野県選手のみの 15 位
(97、98 年生まれトップ 12 位、00 年生まれトップ 3 位)をダブルドロー
※97、98 年生まれトップ 12 位は昨シーズンのＫ２種目別ランキングから抽出
※00 年生まれトップ 3 位は昨シーズンのＫ１総合ランキングから抽出

第２シード以降

他県選手を含むＳＡＪポイント保持者をポイント順に並べ、同ポイント、ノー
ポイントの選手はシングルドロー。

2 戦目〜最終戦
第１シード

長野県選手のみの種目別Ｋポイントのトップ 15 位をドロー
※トップ７ドロー、８〜１５ドロー（ＣＯＣ方式）
※上記は現地ＴＣＭにて採用するか決定する

第２シード以降

他県選手を含むＳＡＪポイント保持者をＳＡＪポイント順に並べ、同ポイント、
ノーポイントの選手はシングルドロー。

３ 全国チルドレン大会等への選考方法
１）雫石ＳＧ
野沢ＳＧ

2 レース中のベストＫポイントを採用し選考する。

（同ポイントの選手が複数いる場合は 2 日目のリザルトを採用）
しかし今シーズンの雫石大会要項が昨シーズンと同様になればそれに従う。
２）ジュニオリ
白馬大会までの、ＧＳ３、ＳＬ３、ＳＧ２レース中の各種目ベストＫポイントの合計で選考する。
（同ポイントの選手が複数いる場合は白馬 2/17 のリザルトを採用）
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３）春季海外遠征
FIS カテゴリ（Ｕ１４とＵ１６）での選考会をさかえ倶楽部で開催。
2 月 27、28 日で種目は SL・GS。
優勝勝ち抜け。以降 2 種目合計でのランキング順。
（同ポイントの選手が複数いる場合は 2 日目のリザルトを採用）
参加資格は海外派遣希望者のみ
４）シーズン総合チャンピオン
志賀大会(最終戦)までの、全種目合計Ｋポイントを採用し決定。
４）強化指定選手選考
2013−2014 シーズンの強化指定選手を選考。
４ 大会予定 選考の流れ 「SAJ チルドレンレース」
１月１０日(火)

菅平

ＧＳ

１１日(水)

菅平

ＳＬ

１９日(土)

木島平 ＳＬ （県中）

２１日(月)

木島平 ＧＳ （県中）

２９日(火)

野沢

ＳＧ

３０日(水)

野沢

ＳＧ 野沢２レースのベストポイント採用し雫石選考
2/24 25 雫石ＳＧ

２月１６日（土）白馬

ＧＳ

１７日（日）白馬

ＳＬ

白馬までの種目別ベストポイント合計を採用しジュニオリ選考
3/30・31 ジュニオリ

２月２７日(水)

栄

ＧＳ

FIS U14.U16 カテゴリレース

２８日(木)

栄

ＳＬ

さかえ２レース優勝勝ち抜け。以降 2 種目合計でのランキング順に選考
FRA ヴァルディゼール派遣

３月２４日(日)

志賀

ＳＬ

２５日(月)

志賀

ＧＳ

志賀まで（さかえを除く）全種目の合計ポイントを採用
シーズンチャンピオン決定

３月３０日(土)

ジュニアオリンピック

ＳＬ（予定）

３月３１日(土)

ジュニアオリンピック

ＧＳ（予定）

５ 大会要綱、必須掲載事項（SAJ チルドレンレース）
スタート順について
初戦

（種目別）

ＧＳ1/10 菅平 ＳＬ1/11 菅平

第１シード

ＳＧ1/29 野沢

長野県選手のみの 15 位
(97、98 年生まれトップ 12 位、00 年生まれトップ 3 位)をダブルドロー
※97、98 年生まれトップ 12 位は昨シーズンのＫ２種目別ランキングから抽出
※00 年生まれトップ 3 位は昨シーズンのＫ１総合ランキングから抽出

第２シード以降

他県選手を含むＳＡＪポイント保持者をポイント順に並べ、同ポイント、ノー
ポイントの選手はシングルドロー。

2 戦目〜最終戦
第１シード

開催県選手のみの種目別Ｋポイントのトップ 15 位をドロー
※トップ７ドロー、８〜１５ドロー（ＣＯＣ方式）
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※上記は現地ＴＣＭにて採用するか決定する
第２シード以降

開催県の選手と他県選手を含むＳＡＪポイント保持者をＳＡＪポイント
順に並べ、同ポイントをシングルドロー、ノーポイントの選手もシングル
ドロー。

定員オーバーの場合
開催県選手はプロテクトし、甲信越ブロック以外の選手から抽選にてカットする。
なお、参加資格を失った場合は事前に連絡します。
各ブロックで取りまとめ、必ずランキングをつけて申し込むこと。
※ 開催県は余った枠を自由に使用できる。
６ 大会要綱、必須掲載事項（ヴァルディゼール選考レース）
スタート順について
U14

第 1 シード K1 栂池 GS、栂池 CB、戸隠 SL までの上位 3 名
K2 菅平、県中、白馬までの上位 12 名
合計 15 名のシードでダブルドロー
以降、ポイント保持者をオールシングルドロー
最後にノーポイント選手をシングルドロー

U16

第 1 シード K2 菅平、県中、白馬までの上位１〜７・８〜１５のドロー（COC 方式）
以降、ランキング順、同ポイント選手はシングルドロー
最後にノーポイント選手をシングルドロー

参加資格

※参加資格はヴァルディゼール参加希望者のみ

７ 県内ランキングデータの集計・公開
※ 今シーズンのポイントランキングデータの集計＆公開は開催地所属の強化委員が責任をもって大会
終了後に作成 or 作成依頼をし、作成後、江澤にデータを転送する。その後、江澤がブログにて速報
としてアップ。あわせて江澤が県連に転送し出来るだけ早い段階で事務局に公式情報として HP にア
ップしてもらう。
アルペン部チルドレンブログ

ＵＲＬ http://san-chi.seesaa.net/
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