
2023 年 3 月 6 日 

日本 420 協会 会員各位                                         

日本 420 協会 

2024 年国際 420 級世界選手権・ヨーロッパ選手権 

日本代表チーム選考方針 

日本代表選手には法令および社会規範を遵守することのほか、他のセーラーの模範となる言動が求められる。 

これは、以下に定める全ての項目に優先する。 

 

1. 選考方針 

(1) 世界選手権・ヨーロッパ選手権での上位入賞を目指す日本代表チームを選考する。 

日本代表チームの最低基準は、 

① 平均風速 20 ノットのコンディションで、一日 3 レースを戦いきる体力と技術を持ち合わせていること。 

② 自身で沈おこしができること。 

③ 未成年者のチームについては、引率責任者を手配できること。引率責任者は現地での諸手続きを自身でおこ

なえるものとする。 

④ 日本 420 協会の強化事業に参加・協力できること。 

(2) 大会情報 

①世界選手権 情報  

2024 年国際 420 級世界選手権  

開催地 ブラジル・リオ   開催期間 1 月  

②ヨーロッパ選手権 情報  

2024 年国際 420 級オープンヨーロッパ選手権  

開催地  スロベニア  開催期間 7 月 

2024 年国際 420＆470 級ジュニアヨーロッパ選手権  

開催地  ギリシャ・テッサロニキ  開催期間 7 月 

 

2. 2024 年国際 420 級世界選手権 

(1) 420 協会海外派遣事業としての実施を行いません。ただし、選考方針 1．の条件を満たし且つ現地の治安

情勢をよく理解した上で帯同者、参加者の安全を確保できると判断した場合、大会への参加を認める。その

場合、自己責任による参加の形態とするが、大会へのエントリー業務は 420 協会が行う。 

   ※ JSAF 補助対象チームの推薦を行う大会としない。  

(2) 選考大会成立要件 

① 成立レース数 3 レース以上 

② 参加艇数 50 艇以上 

(3) 選考委員会は、日本 420 協会 普及・事業推進委員会とする。 

(4) スキッパー・クルーの乗員変更について 

スキッパーの変更は認めない。クルーの変更もやむを得ない事情を除いて認めない。 

(5) 選考大会および選考方針 



2024 年国際 420 級世界選手権日本代表チームを以下の大会で選考する。 

A) 大会枠選考 

① 2023 年度 JOC ジュニアオリンピックカップ （和歌山） 

※ 今大会で出場権を獲得した艇は 2023 年 6 月 30 日までに、参加申込書を提出しなければならない。 

※オープン/レディース/U17 それぞれのカテゴリーで大会参加艇の上位 50％以内の艇を選考対象とする。参加

艇数が奇数の場合は、小数点を切り上げた艇数とする。 

※ 出場権利を獲得した艇のうち、2024 年 12 月 31 日時点で 17 歳未満の者同士のペアは U-17 で

の世界選手権出場を希望することができる。 

(6) 世界選手権へ参加するチームへ、日本 420 協会がおこなう業務 

A) 大会エントリー業務 

 

3. 2024 年国際 420 級オープンヨーロピアン選手権及びジュニアヨーロピアン選手権 

（1） 「1.選考方針」に合致し、以下の条件を満たすチームを 2024 年オープンヨーロピアン選手権日本代表チー

ムとして認定し、2024 年度 420 協会海外派遣事業として実施する。 

2024 年ジュニアヨーロピアン選手権については、自己責任に基づく参加を許可する。 

 ※ 補助対象チーム数等については、別途「補助対象選手推薦要領」で公示する。  

(2) 選考艇数  ※NOR の発表により艇数を変更する場合がある。 

① U19 12 艇 ※MEN/MIX, Women を含む。 

※2024 年 12 月 31 日時点で 19 歳未満の者同士のペアであること 

② U17 5 艇 ※2024 年 12 月 31 日時点で 17 歳未満の者同士のペアであること 

③ U15 2 艇 ※2024 年 12 月 31 日時点で 15 歳未満の者同士のペアであること 

(2) 選考大会成立要件 

① 成立レース数 3 レース以上 

② 参加艇数 50 艇以上、東西大会については 30 艇以上 

(4) 選考委員会は、日本 420 協会 普及・事業推進委員会とする。 

(5) スキッパー・クルーの乗員変更について 

スキッパーの変更は認めない。クルーの変更もやむを得ない事情を除いて認めない。 

(6) 選考大会および選考方針 

2024 年国際 420 級オープンヨーロピアン世界選手権日本代表チームを以下の大会で選考する。 

A) 大会枠選考 

① 2023 年度東日本及び西日本 420 級セーリング選手権大会 

  選考艇数：U19 各 2 艇、U17 各 1 艇 

② 2023 年全日本 420 級セーリング選手権大会 （和歌山） 

   選考艇数：U19／8 艇、U17／3 艇、U15／２艇 

※ 出場を希望するチームは、各選考大会の大会受付時までに参加意思を表明しなければならない。 

※ 大会で出場権を獲得した艇は各大会終了後 1 ヶ月以内に、参加申込書を提出しなければならない。 

※ 辞退艇が出た場合は、オープン/レディース/U17 それぞれのカテゴリーで大会参加艇の上位 50％以内の範

囲で選考対象艇の繰り下げをおこなう。参加艇数が奇数の場合は、小数点を切り上げた艇数とする。 

  しかし、東西選手権大会での繰り下げは行わず、辞退艇が出た場合は、その艇数分を全日本選手権に振り

分ける。 



B) 大会枠選考において U-17 及び U15 該当選手が選考されなかった場合の特例措置 

2023 年全日本 420 級セーリング選手権大会において、上位の成績より２艇以内を選考する場合がある。 

(7) 世界選手権へ参加するチームへ、日本 420 協会がおこなう業務 

A) 大会エントリー業務 

B) チャーター艇手配 

 

４．その他 

参加意思のあるチームは世界選手権については 2023 年 6 月 30 日まで、その他の大会は 2023 年 12 月 31

日までに協会へ参加申込書の提出及び Team Japan 自己負担金(¥20,000)を指定の口座へ振り込みを完

了しなければならない。なお、日本 420 協会が派遣事業を行う限り、参加申込書は返却されない。自己負担金

は、事務手続き等に要した費用で使用した経費の残金を大会終了後に返金する。 

 

５. お問い合わせ先 

日本 420 協会 普及・事業推進委員会副委員長 青山義弘 e-mail： yachties@extra.ocn.ne.jp 

以上 

mailto:yachties@extra.ocn.ne.jp

