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1. OVERVIEW

1.1. はじめに：この規程は、2020 年 9
月 1 日に日本自転車競技連盟
（JCF）トラック委員会によって採
択され、2020 年 9 月 1 日に発効し、
2022 年 3 月 31 日まで適用される。

1.1 Commencement: This Regulation was
adopted by Japan Cycling Federation
(JCF) Track Committee on 1st
September 2020. It shall come into
force on 1st September 2020 and will
apply until 31st March 2022.

1.2. ステータス：このレギュレーシ
ョンは、トラック強化指定に関す
る以前の対応、協議、および宣言
（書面もしくは口頭）より優先さ
れる。

1.2 Status: This Regulation overrides all
prior correspondence, discussions, and
representations (whether written or
oral) regarding selection to any High
Performance Track Program.

1.3. 改正：この規程は、JCF によって
何時でも改正が可能である。改正
または本規程の最新版は、JCF のウ
ェブサイトに掲載されるか、JCF が
閲覧可能な形で提供する。

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

1.4. 言語：この基準の日本語版と英
語版で矛盾が発生する場合、日本
語版を優先するものとする。

1.4 Language: In case of any inconsistency
between the English version and the
Japanese version, the Japanese version
shall prevail.
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2. 目的
2.1. 目的：この規程は 2020 年 9 月 1
日から 2022 年 3 月 31 日までの間
に、トラック強化指定プログラム
のメンバーとなる選手を選考する
プロセスと基準を定めたものであ
る。

3. 定義

2. SCOPE & OVERALL PURPOSE
2.1 Scope: This Regulation sets out the
process and criteria on which riders will
be selected to be members of the Track
High Performance Programs during the
period from 1st September 2020 to 31
March 2022.

3. DEFINITIONS

3.1. この規程に置いて使用される用
語の定義

3.1 Definitions for key terms used in this
Regulation:

• 強化指定プログラム：国際舞台に
おいて、最高の結果を達成するた
めに、最高及び最も将来性のある
自転車競技選手をサポートするこ
とに焦点を置く。

• High Performance Program: Focuses
on supporting the best and most
promising track cyclists to achieve
optimal results on the global stage.

• ポディウムプログラム：世界選手
権やオリンピックなどの主要大会
においてメダルターゲット種目で
メダル獲得を目指す、高度なスキ
ルをもつエリート自転車競技選手
のサポートに専念する。

• Podium Program: Dedicated to
supporting highly-skilled elite cyclists
as they aim to win medals in major
competitions,
such
as
world
championships and Olympic Games
primary medal targeted events.

• アカデミープログラム：国内最高
の若手選手の集中的な育成に焦点
を当てる。目的は、シニア選手へ
の移行とポディウムプログラムへ
進む準備をサポートすることであ
る。

• Academy
Program:
Focus
on
intensively developing the country’s
best young riders. The aim is to support
the transition to becoming a senior bike
rider, and ready to graduate to the
Podium Programme.

• ナショナルコーチ:エリートの短距
離・中距離種目に関して JCF によ
りナショナルコーチに任命された
人物を意味する。

• National Coach: means the persons
appointed as national coach by JCF for
the elite sprint and endurance
programs.

• 選考日：本連盟が各プログラムの
ために選考した選手のリストを公
表する予定日を意味する。

• Selection Date: means the date that JCF
intends to announce the list of riders
selected for the programs.

Page 2 of 9

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

4. 選考機関

4. SELECTION PANEL
4.

4.1. 全ての選考は JCF トラック委員
会及び選手強化本部会によって承
認される。

5. 選考過程

4.1 All selections will be approved by JCF
Track Committee and Executive HP
Committee (Senshu Kyoka Honbu kai).

5. PROCESS
5.

5.1. 選考機関は、選手選考に関する裁
量権を有する。

5.1 Riders will be selected on a
discretionary basis by the selection
panels.

5.2. JCF トラック委員会はナショナル
コーチの推薦を基礎として候補者
リストを作成する。

5.2 JCF Track sub-commission draft
nominate list of candidates based on the
recommendations of the national
coaches.

5.3. 選考日は原則として全日本トラッ
ク選手権後、１ヶ月以内とする。

5.3 In principle, the Selection Date will be
within one month after the Track
National Championships.

5.4. プログラム・性別ごとの最大選
手数は：

5.4 The maximum number of riders to be
selected per program and gender is:
Podium Program (Group A):

ポ デ ィ ウ ム プ ロ グ ラ ム （ Group
A）:

• Sprint Program= 12 riders
• Endurance Program= 14 riders

• 短距離種目=12 名

Academy Program (Group B):

• 中距離種目=14 名

• Sprint Program = 12 riders

アカデミープログラム（Group B）

• Endurance Program = 12 riders

• 短距離種目=12 名
• 中距離種目=12 名
5.5. 選考機関はプログラムごとの最大
選手数よりも少ない人数を選出す
ることができる。

5.5 The panel may elect fewer than the
maximum number of permitted riders
per program.

5.6. 最終選考は本連盟所定の書類の提
出を以って確定される。

5.6 Final selection will be confirmed by
submission of federation-designated
forms.

6. 適格要件

6. ELEGIBILITY
6.

6.1. 強化指定選手への選考資格を得る
ために、各選手は以下の条件を満
たす必要がある。

6.1 To be eligible to be considered for
selection to the High Performance
Program, each rider must:
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6.1.1. 日本国パスポートを所有する日
本国民であること。

6.1.1 be a Japanese citizen with a current
Japanese passport;

6.1.2. JCF もしくは UCI と提携してい
る他の連盟が発行した「日本」
国籍の表記がある現在有効な競
技ライセンスを所持している。

6.1.2 have a current racing licence issued
by JCF or another federation
affiliated with the UCI, with the
nationality marked as “JPN”;

6.1.3. JCF 規則違反、JCF または UCI
規程や要件の違反に関して調査
対象となっていないこと。

6.1.3 not be under investigation for any
breach of JCF rules, regulation or
requirement of JCF, or the UCI;

6.1.4. 選手自身や自転車競技もしくは
JCF の信用を失墜させるような
振舞を行っていないこと。

6.1.4 not have acted in a manner so as to
bring themselves, the sport of
cycling, or JCF, into public
disrepute;

6.1.5. UCI アンチドーピング規則もし
くは WADA コードなどの違反
に関する調査下に置かれていな
いこと。

6.1.5 not be under investigation for any
breach or anti-doping rule violation
of any part of the UCI Anti-Doping
Regulations, or the WADA Code;

6.1.6. ナショナルコーチもしくは他の
任命されたスタッフからの指導
に従い、トレーニングや競技を
行い、プログラムにおけるゴー
ルと目的に前向きにコミット・
貢献できる能力がある。

6.1.6 have the ability to follow directions
from the national coach or other
nominated member of staff, train,
compete and commit to the program
such that they can positively commit
and contribute to the program goals
and objectives;

6.1.7. 過去の大会、トレーニングセッ
ション、合宿、トライアルやそ
の他のイベントへの参加、態
度、そして振舞い。

6.1.7 the rider’s attendance, attitude, and
conduct at past competitions,
training sessions, training camps,
trials and other events;

6.1.8. JCF に対して、コミュニケーシ
ョンを取るための連絡先の詳細
を提供している（現在の住所、
メールアドレス、電話番号含
む）。

6.1.8 have provided JCF with key contact
details for communication purposes
(including a current physical
address, email address, and
telephone number); and

6.2. 選考不適格：選手がこれら全ての
適格要件を満たしていない場合、
選手はこの規程の下での選考に関
し対象とならない。

6.2 No Consideration: If a rider does not
meet all of the eligibility requirements
specified above the rider cannot be
considered for selection under this
Regulation.
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7. 選考基準

7. SELECTION CRITERIA
7.

7.1. ポディウムプログラム：選考委員
会は、決定を行う際に、選考委員
会が適切と考える順序で、適切な
重み付けをした上で、以下の要素
を考慮するものとする。

7.1 Podium Program: When making its
decision, the selection panel will
consider the following factors, in any
order and with appropriate weighting
that the selection panel sees fit:

7.1.1. 下記の大会のいずれかでの選手
の成績およびパフォーマンス；
全日本選手権トラックレース、
大陸選手権、ワールドカップ/
ネイションズカップ、大陸大
会、世界選手権。選考前 12 ヶ
月間の成績とパフォーマンスを
優先する。

7.1.1 any
of
the
result(s)
and
performance(s) of the rider at any of
the following track competitions;
Track National Championships,
Continental Championships, World
Cups/Nation’s Cups, Continental
Games and World Championships,
with priority given to results and
performances in the 12-month period
prior to the selection;

7.1.2. テストやアセスメントを含むト
レーニングにおける選手の成績
やパフォーマンス。選考前 12
ヶ月間の成績とパフォーマンス
を優先する。

7.1.2 any
of
the
result(s)
and
performance(s) of the rider at training,
including testing and assessments
undertaken, with priority given to
results and performances in the 12month period prior to the selection;

7.1.3. その他選考機関がアスリートの
推薦（指名）に適切と考える情
報。

7.1.3 any other information that the
selection panel considers relevant to
assess an athlete nomination.

7.2. アカデミープログラム：選考委員
会は、決定を行う際に、選考委員
会が適切と考える順序で、適切な
重み付けをした上で、以下の要素
を考慮するものとする。

7.2 Academy Program: When making its
decision, the selection panel will
consider the following factors, in any
order and with appropriate weighting
that the selection panel sees fit:

7.2.1. 選考前 12 カ月間の JCF 全日本選
手権トラックでの成績とパフォ
ーマンス。

7.2.1 result(s) and performance(s) of the
rider at the JCF Track National
Championships in the 12-month
period prior to the selection.

Page 5 of 9

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

7.2.2. 下記大会のいずれかでの選手の
成績およびパフォーマンス；
UCI ジュニアトラック世界選手
権、アジアジュニアトラック選
手権、UCI CL1, CL2 大会もしく
はその他の主要国内大会での選
考前 12 ヶ月間の成績とパフォ
ーマンス。

7.2.2 any
of
the
result(s)
and
performance(s) of the rider at any of
the following competitions; UCI
Junior
Track
World
Championships, Asian Junior Track
Championships, UCI CL.1 or CL.2
Track events, and other major
National events in the 12-month
period prior to the selection;

7.2.3. テストやアセスメントを含むト
レーニングにおける選手の成績
やパフォーマンス。選考前 6 ヶ
月間の成績とパフォーマンスを
優先する。

7.2.3 any
of
the
result(s)
and
performance(s) of the rider at
training, including testing and
assessments
undertaken,
with
priority given to results and
performances in the 6-month period
prior to the selection;

7.2.4. 短距離プログラム：選考前 12
カ月間に、以下のパフォーマン
ス基準のうち少なくても 1 つは
満たしていること。

7.2.4 Sprint Program: Ability of the rider
to meet at least one of the following
performance standards in the 12month period prior to the selection.

EVENT/TRIAL

MEN

WOMEN

Keirin last 200m time (Keirin event)

≦ 11

≦ 12

ケイリン最終 200m タイム

Podium Performance

Podium Performance

（ケイリン種目）

表彰台パフォーマンス

表彰台パフォーマンス

≦ 10.3

≦ 11.9

≦ 18.1

≦ 19.5

≦ 1:04

≦ 35

Flying 200m time (Sprint event)
フライング 200m タイム
（スプリント種目）
Team Sprint Standing Lap (250m)/
or 1 lap Standing Trial (250m) time
チームスプリントスタンディン
グラップ（250m）もしくは１走
スタンディングトライアル
（250m）タイム
Km/500m time
(Event or Trial)
1 キロ／500m タイム
（種目もしくはトライアル）

Time standards must be witnessed and signed by an official using electronic timing or a
minimum of 3 watches.
申請タイムは、公式な者の立会いの下、電子時計もしくは少なくても 3 つのスト
ップウォッチを使用して計測され、署名が必要となります。
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7.2.5. 中距離プログラム：選考前 12
カ月間に、以下のパフォーマン
ス基準のうち少なくても 4 つは
満たしていること。
EVENT/METRIC

7.2.5 Endurance Program: Ability of the
rider to meet at least 4 of the
following performance standards in
the 12-month period prior to the
selection.
MEN

WOMEN

≧4.5 w/kg

≧ 3.7 w/kg

≧ 5.6 w/kg

≧ 4.7 w/kg

≧ 16.3 w/kg

≧ 12.4 w/kg

≦ 4:38,00

≦ 3:51,00

≦ 4:12,00

≦ 4:43,00

Omnium Result

Podium Performance

Podium Performance

オムニアムの結果

表彰台パフォーマンス

表彰台パフォーマンス

Madison Results

Podium Performance

Podium Performance

マディソンの結果

表彰台パフォーマンス

表彰台パフォーマンス

20 minute (ave.) Power
20 分（平均）出力
4 minute (ave.) Power
4 分（平均）出力
6 second (max) Power
6 秒（最大）出力
Individual Pursuit Time
(Event or trial)
個人パシュートタイム
（種目もしくはトライアル）
Team Pursuit Time
but only where the rider has had a
strong contribution to the team
performance
チームパシュートのタイム
但し、チームのパフォーマンスに大
きく貢献した選手の場合のみ

Time standards must be witnessed and signed by an official using electronic timing or a
minimum of 3 watches.
申請タイムは、公式な者の立会いの下、電子時計もしくは少なくても 3 つのスト
ップウォッチを使用して計測され、署名が必要となります。
7.2.6. その他選考機関がアスリートの
ノミネートに適切と考える情
報。

7.2.6 any other information that the
selection panel considers relevant to
assess an athlete nomination.
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8. その他選考事項

8. OTHER SELECTION MATTERS
8.

8.1. 加 盟 団 体 （ 都 道 府 県 車 連 ・ 高 体
連・学連・実車連・プロ協会
等）、日本競輪選手養成所もしく
は本連盟タレント発掘プログラム
より推薦があった者はトライアル
として強化合宿に招待され、合宿
でのパフォーマンスと測定結果を
基に選考する。

8.1 References: Any riders nominated by
JCF member federations (prefectural
federations, All Japan High School
Athletic
Federation,
Japan
Intercollegiate cycling federation, Japan
Bicyclist Club Federation, Professional
cyclist Associations and etc.,), Japan
Institute of Keirin or JCF talent ID
program will be invited to training
camps for trial purpose as needed. They
may be candidates for selection
according to their performance at the
camp.

8.2. 追加選手：ナショナルコーチの推
薦に基づき、トラック委員会の審
議を経て選考委員の裁量により選
考日後に選手を追加することがで
きる。

8.2 Additional Riders: Additional riders
may be added to a program after the
Selection Date at the discretion of the
Selection Panel based on the
recommendations of the national coach
through track sub-committee.

8.3. 選手の入れ替え：ナショナルコー
チの推薦に基づき、トラック委員
会の審議を経て選考委員の裁量で
選考日後にプログラム間の選手入
れ替えが出来る。

8.3 Riders’ relocation: Riders may be
relocated between programs after the
Selection Date at the discretion of the
Selection Panel based on the
recommendations of the national coach
through track sub-committee.

8.4. トレーニングパートナー：発掘さ
れた選手はナショナルコーチの裁
量により、強化指定プログラムの
トレーニングに招かれる場合があ
る。

8.4 Training Partners: Identified riders
might be invited to train with the High
Performance Program at the discretion
of the national coach.

9. 強化指定解除

9. WITHDRAW
FROM
HIGH
PERFORMANCE PROGRAM
9.

9.1. 以下の選手は強化指定から解除さ
れる。

9.1 A rider may be withdrawn from selected
rider of High Performance program if he
or she:

9.1.1. 競技活動を辞めたと見なされる
者や練習不足で期待された競技
力を維持出来ない者。

9.1.1 is considered to have stopped
competing or not able to maintain
competitive level due to lack of
practice.
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9.1.2. アンチドーピング規定に従わな
い者。

9.1.2 breaches or fails to comply with
Anti-Doping regulations.

9.1.3. 強化活動に対し理由なく不参加
や連絡が無い等、強化指定選手
として態度が不適格と見なされ
る者。

9.1.3 fails to behave respectably as a
selected rider; such as not
communicating their absence to
required events.

9.1.4. 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。

9.1.4 fails to follow objectives and
directions in High Performance
Program
and
is
considered
inappropriate for team activity.

9.1.5. 代表選手として不適格な言動・
態度が認められる者。

9.1.5 fails to conduct himself/herself in
respectable manner as a national
team member.

9.1.6. サインしたアスリートアグリー
メントの内容に順守しない者。

9.1.6 fails to comply with the signed
Athlete Agreement.
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