
平成 29年 3月 31日

福井県ボー ト協会

平成 29年度 福井県ボー ト協会成年男女「強化指定選手」募集要項について

標記については、下記のとお り募集するものとする。

1.募集期間

平成 29年  4月  1日 (土)～平成 29年  4月 16日 (日 )

2.募集対象者

現在、福井県内在住で福井県内の社会人チームに所属 している選手、また、福井県

外の企業 。大学でボー ト競技を糸匹続 している福井県出身の選手

※別添 (1)「国民体育大会ふるさと選手制度」のとお り

3.募集条件

(1)

(2)

日本ボー ト協会の選手登録が完了している選手。

現在の所属チームから、福井県代表として北信越国体・愛媛国体、および福

井県成年男女強化指定選手の強(ヒ合宿に派遣することに同意を得ている選手

かつ、別添 (3)の大会や合宿へ参加が可能な選剰。

(3)漕手は、H28,11以 降のローインク
゛
エルコ

゛
メーター2,000m狽 1定のベス トタイムが

下記条件をクリア してしヽる渓 千 ^

男子 :6分 50秒以内/女子 :7分 50秒以内

(4)H28年 度「ふるさと選手」および、H28年度全日本代表選手、また、H2
8年度の全日本クラスの大会 (岩手国体・全日本選手権・全日本軽量級選手権。

全 日本社会人選手権・全 日本新人選手権・全 日本大学選手権・全日本高等学校

選手権)において 8位以内に入賞した選手。

4。 選定条件

(1) 現在、福井県内在住で福井県内の社会人チームに所属している選手、また、

H28年 度に「ふるさと選手」として既に登録済みの選手については、「強化

指定候補選手」として取 り扱 う。

H29年 度全 日本代表候補A指定選手は 「強化指定選手」に認定するととも

に、選考合宿の参加を免除する。

強化指定選手選考合宿で上位にランクした選手、また、福井国体強化の観点

から、福井県ボー ト協会強化部が、継続強化が必要と認めた選手については、
「強化指定選手」に認定する。
「強化指定選手」(漕手)選考数は、原則 として、国体出場選手枠+1～ 4名

程度の 8～ 12名 とする。なお、舵手は 1～ 2名 を選考する。
「強化指定候補選手」の選考合宿、および 「強化指定選手」の強化合宿、北

信′こ攻国体、愛媛国体への派遣については、福井県ボー ト協会から所属団体長

宛の派遣依頼文書を発行するものとする。

(2)

(3)

(4)

(5)
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(6)強化指定選手については、福井県ボー ト協会で「スポーツ安全保険」へ力日入

するものとする。

5。 活動費用

(1) 「強化指定候補選手」選考合宿参加費

◆H28年 度「ふるさと選手」および、H28年 度全 日本代表選手、また

H28年 度の全 国木 クラスの大会 手国体・全日本選手権 。全 日本軽

量級選毛権 ,全 日本社会人選手権・全日本新人選手権・全日本大学選手

権・今 日本 高等 学構渓 千木を)の決 出選手については、福井県ボー ト

協会の支出ルールに基づき、交通費・宿泊費を福井県の国体強化費によ

り支出する。

なお、上記に該当しない撰手については、宿泊費のみ福井県ボー ト協会

が負担する。 (交通費は自己負担)

(2) 「強化指定選手」確定後の合宿・遠征参加費

◆福井県ボー ト協会の支出ルールに基づき、交通費・宿泊費を福井県の国

体強化費、また、北信越国体・愛媛国体派遣費等により支出する。

「強化指定選手候補」選考合宿

(1)実施期間 平成 29年 6月 1日 (木)～平成 29年 6月 4日 (日 )

(2)実施場所 福井県美浜町 「久々子湖漕艇場」・「関西電カボー ト部艇庫J

(3)選考方法 ◆漕手は、小艇 (シンク
゛
ルスカル、夕

゛
ガルスカル・なしへ

°
ア)イこよるシー トレ

ースを実施 し、その)贋位により国体出場選手枠+4名程度の 8

～ 12名 を 「強化指定選手」として選考する。

◆舵手は、経験値等を総合的に判断し別途選考する。

7.募集方法

別途 (2)「福井県ボー ト協会 成年男女強化指定選手 エン トリーシー ト」に必要

事項を記載 し、射象選手本人より福井県成年男女監督までメールで申し込むととも

に、各種別の幣督 の携帯ヘ必ず連絡するモ)の とする奇

申込締切日は、平成 29年 4月 _16日 (日 )と する。

【成年男子】関西電力美浜 森山監督

(携帯
')090‐

8960‐ 6124)

(E‐mail) moriyama.osamu@e4.kepco.co.jp

【成年女子】関西電力小浜 和多田監督

(携袢
')090‐

8263‐ 1940

(E‐mail) watada.httime@d2.kepcO.cO.jp

今後のスケジュール

別添 (3)平成 29年度 「チーム福井J成年男女強化スケジュール (予定)の とお り
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以  上



別添 (1)

「国民体育大会ふるさと選手制度」 (岩手国体要項抜粋 )

(1)成年種別年齢域の選手は、国民体育大会開催基準要項細則第 3項 〔国民体育大会開催

基準要項第 8項第 1号及び第10頂第 4号 (参加資格及び年齢基準等)〕 に基づき、

下記のいずれかを拠点とした都道府県から参加することができる。

ア 居住地を示す現住所

イ 勤務地

ウ ふるさと

(2)「ふるさと」とは、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府

県とする。

ただし、」OCエ リー トアカデ ミーに係る選手については、別記 3「」OCエ リー トアカ

デミーに係る選手の参加資格の特例措置」第 3頂により取り扱 うものとする。

(3)我が国の競技力向上を支援する観点より、日本国籍を有する者及び 「永住者」につい

ては、日本における滞在期間に関わらず、本制度を活用できるものとする。

「ふるさと選手制度」を活用 し参加を希望する選手は、予め所定の方法により「ふる

さと」を登録 しなければならない。なお、一度登録 した 「ふるさと」は変更できない

ものとする。

(5)「ふるさと」から参力日する選手は、国民体育大会開催基準要項細則第 3項―(1)一

1)一③ (国内移動選手の制限)に抵触しないものとする。

(6)ふるさと選手制度の活用については、原則として、 1回につき 2年以上連続とし、利

用できる回数は 2回までとする。

(7)参加都道府県は 「ふるさと選手」を別に定める様式により、当該大会実施要項で定め

た参加申込締切期 日までに、日本体育協会宛に提出する。

(4)



男ば

'恭

(2)

平成29年度 福井県ボート協会 成年男女「強化指定選手」エントリーシート

ふりがな 性別 生年月日・年齢

顔写真

(添付は不要)

氏 名 男 女
西 暦 年  月

(  歳 )

身長・体重 身長(  cm)日 体重(  kg)

連絡先

(携 帯 )

(メール )

種 目 スカル ロ スィープ(サイド s・ B)
エルゴ 分  秒  /(2,000m測 定日:平成  年  月 日)

現所属。大学名

派遣依頼
送付先

(派遣依頼文書発行先の所属長の肩書きと氏名/複数名の場合も全て記載 )

所属・大学
住所

( T )

現
△
口

住所
宿所( )

( T )

実家住所
(〒 )

福井県

経  歴

年月 学歴・職歴

主な競技成績
(H27・ 28)

年月 大会名 種日・成績

備  考



別 添  (3)

平成 29年度 「チーム福井」成年男女強化スケジュール (予定)

◆選考合宿

平成 29年 6月  1日 (本)～  4日 (日 ) 久々子湖漕艇場

◆北信越国体強化合宿

平成 29年 7月  6日 (木)～  9日 (日 )

平成 29年 7月 13日 (木)～ 14日 (金 )

久々子湖漕艇場

久々子湖漕艇場

◆北信越国体遠征

平成 29年 7月 15日 (土)～ 16日 (日 )久 々子湖漕艇場

◆愛媛国体強化合宿

【成年男子】

平成 29年 9月 21日 (木 )

平成 29年 9月 27日 (水 )

【成年女子】
平成29年 9月  7日 (木 )

平成 29年 9月 21日 (本 )

～ 24日 (日 )

～ 28日 (木 )

～ 10日 (日 )

～ 24日 (日 )

久々子湖漕艇場

久々子湖漕艇場

久々子湖漕艇場

久々子湖漕艇場

◆愛媛国体遠征

平成 29年 10月 2日 (月 )～ 10日 (火)玉 ,II湖 ボー ト場

※強化スケジュールについては、追力日や変更になる場合がありますので、

成年男女監督・コーチに都度確認 してください。


