
 

                                         

2023 年 HOPE 育成プログラム(第 3 期)選考会 

1．目的 

World Sailing ユースワールド、並びにオリンピック種目別 Jr.ワールドでの金メダル獲得を経てオリンピック

で活躍するという高い志と明確な目的意識を持ち続け、総合的な人間力の向上を通して目的達成に向けひたむ

きに努力できる選手を募集・選抜するため 2023 年 HOPE 育成プログラムの第 3 期生の選考会を開催します。 

 

2．主催    

公益財団法人日本セーリング連盟 オリンピック強化委員会 

 

３．協力     

NPO 法人和歌山セーリングクラブ 

 

4．応募資格 

【シード選手】 

World Sailingユースワールド・オリンピック種目別 Jr.ワールドで金メダルを獲得し、オリンピックで活躍

する強い意志を持った選手であり、下記 1)、2)、3)のいずれか、及び下記 a）、b）、c）の全ての要件を満たす必

要があります。 

1) 2021年度種目別(WSユースワールド種目対象)全日本優勝 

2) 2022 年 WS ユースワールド出場 

3) 2021年度の種目別 Jrワールド入賞 

 

a)  2022 年度の JSAF 会員であること 

b)  2023 年第 3 期 HOPE 育成プログラムのすべてのカリキュラムに参加可能なこと（※学校の公式行事等 

のやむを得ない事由を除く(公欠届要提出)） 

c)  保護者・学校関係者・所属先関係者等の理解、承諾が得られていること 

 

【トライアル選手】 

World Sailingユースワールド・オリンピック種目別 Jr.ワールドで金メダルを獲得し、オリンピックで活躍

する強い意志を持った選手であり、下記 1）、2）、3）、4）、5)の全ての要件を満たす必要があります。 

  1）2022 年度の JSAF 会員であること 

  2）2023 年 HOPE 育成プログラム(第 3 期)のすべてのカリキュラムに参加可能なこと（※学校の公式行事等 

   のやむを得ない事由を除く(公欠届要提出)） 

3) 保護者・学校関係者・所属先関係者等の理解、承諾が得られていること  

4）2023 年 3 月 31 日時点の年齢が 13～22 歳であること 

5）下記の身長制限を満たしていること 

 13 歳～14 歳(※)： 身長：男子 165cm 以上、女子 155cm 以上 

13～16 歳(※)：身長：男子 170cm 以上、女子 155cm 以上  



 

                                         

17～22 歳(※)：身長：男子 175cm 以上、女子 160cm 以上 

    ※年齢は 2023 年 3 月 31 日時点に換算してください。 

 

5．選考プロセス 

1）一次選考：書類審査  

※シード選手は書類審査を免除します。 

※一次選考結果通知：11 月８日（火）迄に主催者より個別に電子メールにて通知します。 

 

2）二次選考：二次選考には次の①～⑤で構成されています。 

① オンライン(ZOOM)面談：参加者本人の傷病歴、競技・生活・学業部活環境等の聴取 

② フィットネスチェック（資料１参照） 

③ ペーパーテスト 

④ 選手本人との面接 

⑤ フィジカル・インテグリティー講習 

 

①については選手の保護者の方を対象とし、別途 11 月 9 日から二次選考会までの間にて日時調整のうえ

でオンラインにて実施します。②～⑤については選手本人を対象とし、12 月 3 日(土)、12 月 4 日(日)にお

いて 5．に記載の二次選考会会場にて実施します。 

 

３）最終合否通知：12 月 6 日（月）迄に主催者より個別に電子メールにて通知します。 

 

※最終合格者の留意事項 

本選考の最終合格者は、2023 年 1 月より公益財団法人日本セーリング連盟オリンピック強化委員会（以

下「オリ強」という。）が定める強化対象選手のうち、HOPE 選手(HOPE Basic)としての資格が付与さ

れ、同時に 2023 年 HOPE 育成プログラム(第 3 期)の参加資格を得ます。また、HOPE 選手は、オリ強が

定める『ナショナルチーム等強化対象選手/強化スタッフ規程』」の遵守が求められます。 

『ナショナルチーム等強化対象選手/強化スタッフ規程』URL： 

https://jsafosc.jp/data/nt_player_regulations_202206.pdf 

 

6．申込方法 

別紙『2023 年 HOPE 育成プログラム(第 3 期)選考会 自己推薦書兼参加申込書』を下記宛に電子メールでご

提出ください。 

提出先アドレス：sanka[at]Wakayama-sailing.org  ※[at]は、＠に変更してください 

申込期限：2022 年 11 月６日（日）必着 

 

※以降、7.～11.は 2 次選考会参加者向けの情報です。 

 

7．二次選考会開催場所   

https://jsafosc.jp/data/nt_player_regulations_202206.pdf


 

                                         

  セーリング ナショナルトレーニングセンター（和歌山） 

〒641-0014 和歌山市毛見 1514 和歌山マリーナシティ内 

TEL.073-448-0251、FAX.073-494-3252 

 

8．二次選考会参加費 

15,000 円／人を、下記口座宛に 2022 年 11 月 18 日(金)までにお振込みください。 

上記には選手本人の 12 月 4 日の宿泊費、2 日分の昼食費が含まれています。選手以外の保護者の方々等につい

ては全ての費用について自己負担となります。 

 

9．交通機関利用時の留意点 

・参加選手の自宅-二次選考会開催場所までの往復交通費について、主催者が実費を負担します。主催者側にて 

選考会終了後に実費についての計算・確認を行い、個別に振り込みを行いますので、選手の個人名義口座(銀 

行、ゆうちょ等)の口座情報を二次選考会受付時にご提示ください。また、交通機関の利用に際しては以下に 

ご留意をお願いします。（※正しくご利用頂いていない場合、負担を致しかねる場合があります） 

・実費負担の対象は、タクシーを除く公共交通機関(航空機・鉄道・バス)を利用した場合のみとなります。 

・経路検索アプリ等で表示される、最も妥当と判断されるルートに基づいて精算を行います。 

・鉄道利用の場合、妥当性を有する場合新幹線や有料特急の指定席利用も可能ですが、グリーン車料金は対象 

外とします。 

・遠方の場合は航空機を利用できますが、エコノミークラスかつディスカウント運賃として妥当なものに限定 

します。 

・航空機を利用した場合は利用航空会社または旅行代理店が発行する領収書および搭乗券控え又は搭乗証明書 

が必要になります。これらの証憑については別途お配りする封筒にて後日郵送をお願いします。 

・航空券を含む交通機関予約の際、政府または自治体が実施する GOTO キャンペーンに類した優遇措置の使用 

は不可とします。 

・新型コロナウイルスの感染状況等により、本選考会を中止することがあります。その場合、二次選考会会場 

までの交通機関の予約キャンセルにかかる費用は負担いたしかねます点ご了承ください。 

 

10．二次選考会への持参物 

二次選考会への参加にあたって、以下の持ち物をご持参ください 

1） 健康保険証 

2） 筆記用具 

3） 運動可能な服装、シューズ 

4） ルールブック 

振込先情報： 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店  普通 №１１９２４６１  

ザイ））ニホンセーリングレンメイ 

振込人名は数字 4桁【1125】 ＋ 参加者氏名としてください。 

良い例 ： 1125 タナカイチロウ   悪い例 ：○○会社 ○○大学 等 



 

                                         

11．責任の否認 

二次選考会に参加する選手本人および保護者等(以下「参加者」とする。)は、自己の責任においてこの事業

に参加するものとし、主催者団体またはこの事業に関わるスタッフ等は、参加者が自宅を出てから帰着するま

での間の、身体傷害、病気またはその他、物質的な損害についての責任は負わないものとします。 

 

12．問合せ先  

オリンピック強化委員会 HOPE 育成プログラム責任者 山田 真 

e-mail：sanka[at]Wakayama-sailing.org (※[at]は、＠に変更してください) 

 

【参考資料 1】プログラム概要（2023 年 HOPE 育成プログラム(第 3 期)） 

・認定期間：2023 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日 

・開催頻度：原則 1 回/月実施（開催地：和歌山 NTC・その他の JOC 強化センター・座間味村(冬季)） 

・実施内容：帆走練習、帆走理論、メンタル、気象、栄養、英会話、フィジカル等に関する講習と実践 

・使用艇：ユースワールド種目/オリンピックジュニアワールド種目/マッチレース艇 

※詳細は、オリンピック強化委員会ウェブサイトトップページの下記バナーを参照願います。 

オリンピックキョウカイインカイウェブサイト：https://jsaf-osc.jp/index.php 

 

【参考資料２】フィットネスチェック目標値（参考値） 

測定項目 男子 女子 

腕立伏せ（回） 35 25 

斜懸垂（回） 35 25 

上体起・30 秒（回） 

上体起・60 秒（回） 

35 

65 

30 

55 

立幅跳び（cm） 250 200 

反復横跳び（回） 60 55 

シャトルラン 125 85 

以上 

https://jsaf-osc.jp/index.php

