
２０１４年度	 ジュニア・カデナショナルチーム選出方法について	 

	 

	 

【目的】	 

２０１６リオデジャネイロオリンピック、２０２０年に開催される東京オリンピックにおいて、サー

ブル競技でメダルを獲得するためにはカデ・ジュニア世代の強化が急務である。今後、カデ→ジュニア

→シニアと一貫した強化をしていくために、各世代の有望選手を集めナショナルチームを編成し、Lee	 	 

Wook	 jae コーチを中心にＮＴＣで継続的に強化を図る。	 

	 サーブル部会では、ＦＪＥサーブルランキングを基準として、強化指定選手を選出する。	 

シニア・ジュニア・カデの 3 カテゴリーでそれぞれランキングを作成する。	 

	 

１．ＦＪＥジュニアランキングについて	 

	 下記の国内大会をランキング対象とする。	 

	 ジュニア大会	 

	 	 ①５月１８日	 	 	 	 第１回 NEXUS サーブルジュニアランキングマッチ	 

	 	 ②６月	 ８日	 	 	 	 第２回 NEXUS サーブルジュニアランキングマッチ	 

	 	 ③９月２７日２８日	 東京都ジュニアサーブル杯	 

	 	 

ポイント配分	 

①・②第１回～２回ジュニアランキングマッチ（敗者復活トーナメント方式）	 

	 	 	 1 位 16 点/2 位 14 点/3 位 12 点/5～8 位 10 点/9～12 位 8 点/13～16 位 6 点	 

	 	 	 17～24 位 4 点/25～32 位 2 点	 

	 	 ③東京都ジュニアサーブル杯	 

	 	 	 1 位 16 点/2 位 14 点/3 位 12 点/5～8 位 8 点/9～16 位 6 点/17～32 位 2 点	 

	 	 ※ジュニア・シニアワールドカップ等の国際大会と重なった場合は、該当選手に 12 点を付与する。	 

	 

シニア大会	 

	 	 ①	 ４月２６日	 ２７日	 東京都サーブル杯	 

	 	 ②	 ８月２３日	 ２４日	 第１回 NEXUS サーブルランキングマッチ	 

	 	 ③	 ９月	 ６日	 	 ７日	 第２回 NEXUS サーブルランキングマッチ	 

	 	 ④１０月	 ４日	 	 ５日	 第３回 NEXUS サーブルランキングマッチ	 

	 	 ⑤１２月１９日～２１日	 全日本フェンシング選手権	 

	 

	 	 ※国内のシニア大会ポイントの１．５倍をＦＪＥジュニアランキングポイントとする。	 

	 	 ※シニアワールドカップ等の国際大会と試合が重なった場合は、該当選手に 18 点を付与する。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



２．ＦＪＥカデランキングについて	 

	 	 

	 下記の国内大会をランキング対象とする。	 

	 カデ大会	 

	 	 ①５月１７日	 	 	 	 第１回 NEXUS サーブルカデランキングマッチ	 

	 	 ②６月	 ７日	 	 	 	 第２回 NEXUS サーブルカデランキングマッチ	 

	 	 ③７月１９日２０日	 東京都カデサーブル杯	 

	 

ポイント配分	 

①・②第１回～２回ジュニアランキングマッチ（敗者復活トーナメント方式）	 

	 	 	 1 位 16 点/2 位 14 点/3 位 12 点/5～8 位 10 点/9～12 位 8 点/13～16 位 6 点	 

	 	 	 17～24 位 4 点/25～32 位 2 点	 

	 	 ③東京都カデサーブル杯	 

	 	 	 1 位 16 点/2 位 14 点/3 位 12 点/5～8 位 8 点/9～16 位 6 点/17～32 位 2 点	 

※カデサーキット等、国際大会と試合が重なった場合は、該当選手に 12 点を付与する。	 

	 

ジュニア大会	 

	 	 ①５月１８日	 	 	 	 第１回 NEXUS サーブルジュニアランキングマッチ	 

	 	 ②６月	 ８日	 	 	 	 第２回 NEXUS サーブルジュニアランキングマッチ	 

	 	 ③９月２７日２８日	 東京都ジュニアサーブル杯	 

	 	 

	 	 ※国内のジュニアの大会のポイントの１．５倍をＦＪＥカデランキングポイントとする。	 

	 	 ※ジュニアワールドカップ等の国際大会と試合が重なった場合は、該当選手に 18 点を付与する。	 

	 

シニア大会	 

	 	 ①	 ４月２６日	 ２７日	 東京都サーブル杯	 

	 	 ②	 ８月２３日	 ２４日	 第１回 NEXUS サーブルランキングマッチ	 

	 	 ③	 ９月	 ６日	 	 ７日	 第２回 NEXUS サーブルランキングマッチ	 

	 	 ④１０月	 ４日	 	 ５日	 第３回 NEXUS サーブルランキングマッチ	 

	 	 ⑤１２月１９日～２１日	 全日本フェンシング選手権	 

	 

	 	 ※国内のシニアの大会のポイントの２倍をＦＪＥカデランキングポイントとする。	 

	 	 ※シニアワールドカップ等の国際大会と試合が重なった場合は、該当選手に 24 点を付与する。	 

	 

３．ジュニア・カデナショナルチーム編成について	 

	 ＦＪＥジュニアサーブルランキング上位４名、強化部会で推薦した選手２名をあわせた６名をジュニ

アナショナルチームとする。カデのナショナルチームも同様とする。ナショナルチームのメンバーは、

味の素ナショナルトレーニングセンターにおいて継続的に強化を図る。	 

国際大会派遣選手はナショナルチームのメンバーから選考する。	 


