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201７年度 国際大会派遣選考内容  
１．２０１７年度派遣大会名   

（１） 第１７回世界選手権大会派遣代表選手団 （National A） 
ハンガリー・ブタペスト （2017 /7/14～23 ）            

（２）   第２９回ユニバーシアード大会派遣代表選手団 （National A） 
台湾・台北（2017 /8/20～8/27 ） 

（３） FINA グランプリ大会 （National） 
カナダ GP ガティニュー （2017/4/7～9） 
アメリカ GP       （2017/5/4～7）  
イタリア GP ボルザノ  （2017/7/5～7） 

 
２．選考対象競技会 

① 平成２８年度国際大会代表選手選考会（ 東京辰巳国際水泳場 ） 
平成２９年 ２月 ４日（土）～ ５日（日） 
 

３．選考方法 
（１）世界選手権 
派遣目的 
全種目 8 位入賞以上を狙

い、 メダル獲得を目指

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【個人種目】 
表記①選考会において 2 位以内に入賞し、

世界選手権選考基準②以上を突破した選手

の中から総合判断し選出する。但し高飛込

は 10m 使用に限る。 
 
【シンクロ種目】 
表記①選考会において世界選手権選考基準

②以上を突破したチームの中から総合判断

し選出する。 
 
※世界選手権大会エントリー種目は選考さ

れた選考当該種目のみとする。ただし、下

記３条件を併用する。 
・シンクロ種目で選考された代表派遣選手

が個人種目１位の場合、個人種目のエント

リーを行う。 
・シンクロ種目で選考された代表派遣選手

が個人種目２位であり、かつ１位選手が選

考基準を突破した場合、個人種目のエント

リーを行う。 
・個人種目で派遣基準に達したが、シンク

ロ種目で選考されていない選手は、シンク

選手 8 名以内 
（各種目 2 名以内，男女

比なし、ユニバーシアー

ド派遣選手を含む） 
コーチ 3 名 
審判 1 名 
トレーナー1 名 
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ロ種目でのエントリーは行わない。 
ただしチームイベント・１ｍは上記に準じ

ない。 
 

（２）ユニバーシアード 
派遣目的 
全種目 8 位入賞以上を狙

い、 メダル獲得を目指

す。 
 

【個人種目】 
表記①選考会において、出場資格を満たす

選手の中からユニバーシアード選考基準を

突破した者の中から総合判断し選考する。 
 
【シンクロ種目】 
表記①選考会において、両者ともに参加資

格を満たしているチームの中からユニバー

シアード選考基準を突破した者の中から総

合判断し選考する。 
 
※ユニバーシアード大会エントリー種目は

選考された選考当該種目のみとする。ただ

し、下記３条件を併用する。 
・シンクロ種目で選考された代表派遣選手

が個人種目１位の場合、個人種目のエント

リーを行う。 
・シンクロ種目で選考された代表派遣選手

が個人種目２位であり、かつ１位選手が選

考基準を満たした場合、個人種目のエント

リーを行う。 
・個人種目で派遣基準に達したが、シンク

ロ種目で選考されていない代表派遣選手

は、シンクロ種目でのエントリーは行わな

い。 
ただしチームイベント・１ｍは上記に準じ

ない。 
※上記選考を満たした選手のうち、最低男

女 1 名枠の派遣を原則とする。 
 
 

選手 6 名以内 
（各種目 3 名以内，男子

2 名、女子 4 名 世界選

手権派遣チームを含む） 
コーチ 2 名以内 
審判 1 名 
※出場枠は JOC 決定に準

ずる。 
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（３）FINA グランプリ 
派遣目的 
全種目決勝進出し、8 位入

賞以上メダル獲得を目指

す。 
 

①FINA GP カナダ・アメリカ大会 
世界選手権・ユニバーシアード派遣チーム

を含め、ナショナルチームから選出する。 
※グランプリ大会エントリーは選考された

当該種目を基にヘッドコーチが決定し、飛

込委員会で承認する。 
 
 
① FINA GP イタリア大会 
ユニバーシアード派遣チームを含め、ナシ

ョナルチームから選出する。 
※グランプリ大会エントリーは選考された

当該種目を基にヘッドコーチが決定し飛込

委員会で承認する。 

選手 8 名以内（各種目 2
名以内，男女比なし、世

界選手権・ユニバーシア

ード派遣選手を含む） 
コーチ 3 名 
審判 1 名 
トレーナー1 名 
 
選手 6 名以内（各種目 2
名以内，男女比なし、ユ

ニバーシアード派遣選手

を含む） 
コーチ 2 名 
審判 1 名 
トレーナー1 名 
 

※ユニバーシアード参加資格：日本国籍を有し，大会が開催される年の 1月 1日現在で 17 歳以上 28 歳未満。な

おかつ，大学または大学院に在学中，もしくは大会の前年に大学または大学院を卒業した者。 

 
４．選考基準 
（１）2017 年度世界選手権選考基準 

 
・上記選考基準は 2014 年ロンドン・オリンピック～2016 年リオ・オリンピックまでの主要国際大会（オリンピ

ック、世界選手権、ワールドカップ大会）結果の平均得点を参考とした。 
基準①は個人 8 位入賞得点、  シンクロ 3 位得点とし、2019 年度までの到達目標基準とする。 
基準②は個人 12 位決勝進出得点、シンクロ 8 位得点とし、2017 年度世界選手権選考基準とする。 

 
（２）2017 年度ユニバーシアード選考基準 

  ３ｍ飛板飛込 高飛込 シンクロ飛板飛込 シンクロ高飛込 

男子 403  390  366  356  

女子 258  308  253  257  

・上記選考基準は 2011 年～2015 年の過去 3 大会（中国・深ｾﾝ、ロシア・カザン、韓国・光州）の個人 8 位、シ

ンクロ種目 5 位の得点の平均とする。 

基準 ３ｍ飛板飛込 高飛込 シンクロ飛板飛込 シンクロ高飛込 MIXシンクロ飛板飛込 MIXシンクロ高飛込

基準① 448 464 433 464 310 308

基準② 420 441 389 405 288 294

基準① 323 334 305 329 310 308

基準② 302 310 288 293 288 294

男子

女子


