
特別競輪等出場選手選抜方法

開  催  名 平成26年度 平成27年度

共同通信社杯 参加選手数　108名〔補欠 ８名〕 参加選手数　108名〔補欠 ８名〕

（ＧⅡ） 選考期間　　平成25年８月～平成26年１月（６ヶ月） 選考期間　　平成26年８月～平成27年１月（６ヶ月）

◇開催月　　　　４月 開催時Ｓ級在籍 開催時Ｓ級在籍

◇選考月　　　　２月 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者

◇最低出走回数　24出走 (2) 直近前回のオリンピック自転車競技メダリスト (2) 直近前回のオリンピック自転車競技メダリスト

(3) ヤンググランプリ出走者 (3) ヤンググランプリ出走者

(4) スポンサー推薦３名以内 (4) スポンサー推薦３名以内

(5) 上記(1)～(4)を除く、91期～103期までの各期卒業の選手のうち、 (5) 上記(1)～(4)を除く、92期～105期までの各期卒業の選手のうち、

　　平均競走得点上位者から順次16名 　　平均競走得点上位者から順次16名

(6) 前年Ｓ級Ｓ班在籍者のうち、ＧⅠ・ＧⅡにおける決勝競走出走者 (6) 前年Ｓ級Ｓ班在籍者のうち、ＧⅠ・ＧⅡにおける決勝競走出走者

　　並びにＧⅢにおける決勝競走１～３位成績を有する者 　　並びにＧⅢにおける決勝競走１～３位成績を有する者

(7) ＦⅠ決勝１～３位回数上位者（同数の場合は平均競走得点上位者） (7) ＦⅠ決勝１～３位回数上位者（同数の場合は平均競走得点上位者）

参加選手数　108名〔東西 各54名〕 参加選手数　108名〔東西 各54名〕

　　　補欠　 10名〔東西 各５名〕 　　　補欠　 10名〔東西 各５名〕

（ＧⅠ） 選考期間　　平成25年10月～平成26年３月（６ヶ月） 選考期間　　平成26年10月～平成27年３月（６ヶ月）

◇開催月　　　　６月 開催時Ｓ級在籍 開催時Ｓ級在籍

◇選考月　　　　４月 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者

◇最低出走回数　24出走 (2) 過去３回以上優勝した者（開催時Ｓ１） (2) 過去３回以上優勝した者（開催時Ｓ１）

(3) 東西別平均競走得点上位者 (3) 東西別平均競走得点上位者

　　(同点の場合は選考期間における選考用賞金獲得額上位者) 　　(同点の場合は選考期間における選考用賞金獲得額上位者)

〔青龍賞・白虎賞：２Ｒ〕（東西各９名） 〔青龍賞・白虎賞：２Ｒ〕（東西各９名）

(ｱ) 東西別Ｓ級Ｓ班在籍の平均競走得点上位者 (ｱ) 東西別Ｓ級Ｓ班在籍の平均競走得点上位者

(ｲ) 東西別平均競走得点上位者 (ｲ) 東西別平均競走得点上位者

高松宮記念杯
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特別競輪等出場選手選抜方法

開  催  名 平成26年度 平成27年度

寬仁親王牌 参加選手数  108名 〔補欠　８名〕 参加選手数  108名 〔補欠　８名〕

世界選手権記念トーナメント 選考期間　　①平均競走得点　平成25年11月～平成26年４月（６ヶ月） 選考期間　　①平均競走得点　平成26年11月～平成27年４月（６ヶ月）

（ＧⅠ） 　　　　　　②国際大会　　　平成25年５月～平成26年４月（12ヶ月） 　　　　　　②国際大会　　　平成26年５月～平成27年４月（12ヶ月）

◇開催月　　　　７月 開催時Ｓ級在籍 開催時Ｓ級在籍

◇選考月　　　　５月 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者

◇最低出走回数　24出走 (2) 過去３回以上優勝した者（開催時Ｓ１） (2) 過去３回以上優勝した者（開催時Ｓ１）

(3) 世界選トラック競技出場者 (3) 世界選トラック競技出場者

(4) 世界選に準ずる国際大会トラック競技の１～３位 (4) 世界選に準ずる国際大会トラック競技の１～３位

(5) アジア選ケイリン及びスプリント１位

(5) 過去のオリンピック自転車競技トラック種目メダリスト（全プロ (6) 過去のオリンピック自転車競技トラック種目メダリスト（全プロ

　　トラック競技出場かつ開催時Ｓ１） 　　トラック競技出場かつ開催時Ｓ１）

(6) 全プロトラック競技出場者で (7) 全プロトラック競技出場者で

　　・ケイリン決勝出場者　・各競技１～３位 　　・ケイリン決勝出場者　・各競技１～３位

(7) 全プロトラック競技出場者で平均競走得点上位者 (8) 全プロトラック競技出場者で平均競走得点上位者

(8) (1)～(7)で108名に達しない場合は地区プロトラック競技出場者から (9) (1)～(8)で108名に達しない場合は地区プロトラック競技出場者から

　　平均競走得点を勘案し推薦 　　平均競走得点を勘案し推薦

(3)の世界選とは、｢2014年世界選手権自転車競技大会(H26.2～3開催)｣のことをいう。

〔理事長杯：１Ｒ〕（９名） 〔理事長杯：１Ｒ〕（９名）

(ｱ) 世界選ケイリン及びスプリント１位～３位

(ｱ) ①全プロケイリン１位、②同スプリント１位、③同1kmT.T.１位 (ｲ) ①全プロケイリン１位、②同スプリント１位、③同1kmT.T.１位

(ｲ) Ｓ級Ｓ班在籍の全プロ出場者のうち平均競走得点上位者 (ｳ) Ｓ級Ｓ班在籍の全プロ出場者のうち平均競走得点上位者

(ｳ) Ｓ級Ｓ班在籍の平均競走得点上位者 (ｴ) Ｓ級Ｓ班在籍の平均競走得点上位者

(ｴ) 開催時Ｓ１在籍の平均競走得点上位者 (ｵ) 開催時Ｓ１在籍の平均競走得点上位者

〔特　　選：２Ｒ〕（18名） 〔特　　選：２Ｒ〕（18名）

(ｱ) ワールドカップ、アジア選のケイリン及びスプリント１位

(ｱ) ＫＥＩＲＩＮグランプリ2013優勝者（理事長杯に選抜されない場合） (ｲ) ＫＥＩＲＩＮグランプリ2014優勝者（理事長杯に選抜されない場合）

(ｲ) ①アジア選ケイリン１位、②同スプリント１位、③同1kmT.T.１位

(ｳ) ①全プロケイリン２～９位、②同スプリント２～３位、 (ｳ) ①全プロケイリン２～９位、②同スプリント２～３位、

　　③同1kmT.T.２～３位、④同チームスプリント１位 　　③同1kmT.T.２～３位、④同チームスプリント１位

(ｴ) Ｓ級Ｓ班在籍の全プロ出場者のうち平均競走得点上位者 (ｴ) Ｓ級Ｓ班在籍の全プロ出場者のうち平均競走得点上位者

(ｵ) Ｓ級Ｓ班在籍の平均競走得点上位者 (ｵ) Ｓ級Ｓ班在籍の平均競走得点上位者

(ｶ) 開催時Ｓ１在籍の平均競走得点上位者 (ｶ) 開催時Ｓ１在籍の平均競走得点上位者

(ｲ)のアジア選とは、｢第34回アジア自転車競技選手権大会(H26.5開催)｣のことをいう。 ・世界選とは、｢2015年世界選手権自転車競技大会(H27.2開催予定)｣のことをいう。

・アジア選とは、｢第35回アジア自転車競技選手権大会(H27.2開催予定)｣のことをいう。

・ワールドカップとは、Ｈ26年から27年にかけて行われる「2014～15ＵＣＩワールド

カップ」の各大会のことをいう。
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特別競輪等出場選手選抜方法

開  催  名 平成26年度 平成27年度

サマーナイトフェスティバル 参加選手数　81名〔補欠　５名〕 参加選手数　81名〔補欠　５名〕

（ＧⅡ） 選考期間　　平成25年12月～平成26年５月（６ヶ月） 選考期間　　平成26年12月～平成27年５月（６ヶ月）

◇開催月　　　　８月 開催時Ｓ級在籍 開催時Ｓ級在籍

　　　　　　　　６月 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者

(2) ＧⅠ優勝者 (2) ＧⅠ優勝者

◇最低出走回数　24出走 (3) ＧⅡ優勝者（ヤンググランプリ含む） (3) ＧⅡ優勝者（ヤンググランプリ含む）

(4) ＧⅢ優勝者 (4) ＧⅢ優勝者

(5) ＦⅠ優勝者 (5) ＦⅠ優勝者

〔特　　選：１Ｒ〕（９名）

(ｱ) ＧＰ優勝者

(ｲ) ＧⅠ優勝者

(ｳ) ＧⅡ優勝者（ヤンググランプリ含む）

(ｴ) 平均競走得点上位者
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特別競輪等出場選手選抜方法

開  催  名 平成26年度 平成27年度

オールスター 参加選手数　135名 〔補欠　８名〕 参加選手数　135名 〔補欠　８名〕

（ＧⅠ） 選考期間　　平成26年１月～平成26年６月（６ヶ月） 選考期間　　平成27年１月～平成27年６月（６ヶ月）

◇開催月　　　　９月 【正選手】 【正選手】

◇選考月　　　　７月 開催時Ｓ級在籍 開催時Ｓ級在籍

◇最低出走回数　24出走 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者

(2) 過去３回以上優勝した者（開催時Ｓ１） (2) 過去３回以上優勝した者（開催時Ｓ１）

(3) 共同通信社杯決勝戦１～３位 (3) 共同通信社杯決勝戦１～３位

(4) (1)～(3)で選抜された者を除くファン投票上位50名 (4) (1)～(3)で選抜された者を除くファン投票上位50名

(5) (1)～(4)で選抜された者を含む平均競走得点上位125名 (5) (1)～(4)で選抜された者を含む平均競走得点上位125名

　　（同点の場合は選考用賞金獲得額上位者） 　　（同点の場合は選考用賞金獲得額上位者）

(6) 残余については選考委員会が10名を選抜 (6) 残余については選考委員会が10名を選抜

〔ファン投票対象選手〕 〔ファン投票対象選手〕

　　開催時Ｓ級Ｓ班及びＳ級１班在籍の全選手 　　開催時Ｓ級Ｓ班及びＳ級１班在籍の全選手

〔ドリーム：１Ｒ〕（９名） 〔ドリーム：１Ｒ〕（９名）

　　ファン投票得票数１位～９位 　　ファン投票得票数１位～９位

〔オリオン：１Ｒ〕（９名） 〔オリオン：１Ｒ〕（９名）

　　ファン投票得票数10位～18位 　　ファン投票得票数10位～18位

〔特　　選：１Ｒ〕（９名） 〔特　　選：１Ｒ〕（９名）

(ｱ) Ｓ級Ｓ班在籍者（ドリーム・オリオンに選抜されない場合） (ｱ) Ｓ級Ｓ班在籍者（ドリーム・オリオンに選抜されない場合）

(ｲ) 共同通信社杯決勝戦１～３位 (ｲ) 共同通信社杯決勝戦１～３位

(ｳ) 平均競走得点上位者 (ｳ) 平均競走得点上位者

参加選手数　108名 〔補欠　８名〕 参加選手数　108名 〔補欠　８名〕

選考期間　　①平均競走得点　平成26年３月～８月（６ヶ月） 選考期間　　①平均競走得点　平成27年３月～８月（６ヶ月）

（ＧⅠ） 　　　　　　②ＧⅢ成績　　　平成25年９月～平成26年８月（12ヶ月) 　　　　　　②ＧⅢ成績　　　平成26年９月～平成27年８月（12ヶ月)

◇開催月　　　　11月 開催時Ｓ級在籍 開催時Ｓ級在籍

◇選考月　　　　９月 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者

◇最低出走回数　24出走 (2) 過去３回以上優勝した者（開催時Ｓ１） (2) 過去３回以上優勝した者（開催時Ｓ１）

(3) ＧⅢ決勝１～３位回数上位者（同数の場合は平均競走得点上位者） (3) ＧⅢ決勝１～３位回数上位者（同数の場合は平均競走得点上位者）

(4) 平均競走得点上位者 (4) 平均競走得点上位者

〔特　　選：３Ｒ〕（27名） 〔特　　選：３Ｒ〕（27名）

(ｱ) Ｓ級Ｓ班在籍者 (ｱ) Ｓ級Ｓ班在籍者

(ｲ) ＧⅢ決勝１～３位回数上位者 (ｲ) ＧⅢ決勝１～３位回数上位者

(ｳ) 平均競走得点上位者 (ｳ) 平均競走得点上位者

朝日新聞社杯競輪祭
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特別競輪等出場選手選抜方法

開  催  名 平成26年度 平成27年度

ヤンググランプリ 参加選手数　９名〔補欠 １名〕 参加選手数　９名〔補欠 １名〕

選考期間  　平成26年１月～９月 選考期間  　平成27年１月～９月

（ＧⅡ） 　　　　　　（第105回生は平成26年７月～９月） 　　　　　　（第107回生は平成27年７月～９月）

◇開催月　　　　12月 第101,103,105回生（ＫＥＩＲＩＮグランプリ有資格者は除く） 第103,105,107回生（ＫＥＩＲＩＮグランプリ有資格者は除く）

◇選考月　　　　10月 (1) 開催時Ｓ級在籍で、平均競走得点上位者 (1) 開催時Ｓ級在籍で、平均競走得点上位者

◇最低出走回数　36出走(※) (2) 残余は開催時Ａ級在籍で、平均競走得点上位者 (2) 残余は開催時Ａ級在籍で、平均競走得点上位者

（開催年の７月にデビューした ※　ＫＥＩＲＩＮグランプリ有資格者とは、ＫＥＩＲＩＮグランプリに出走する ※　ＫＥＩＲＩＮグランプリ有資格者とは、ＫＥＩＲＩＮグランプリに出走する

　回生については12出走) 　正選手のことであり、ＫＥＩＲＩＮグランプリの補欠選手は含まないものとする。 　正選手のことであり、ＫＥＩＲＩＮグランプリの補欠選手は含まないものとする。

ＫＥＩＲＩＮグランプリ 参加選手数　 ９名　補欠　１名 参加選手数　 ９名　補欠　１名

（ＧＰ） 選考期間  　平成26年1月～11月（競輪祭最終日） 選考期間  　平成27年1月～11月（競輪祭最終日）

◇開催月　　　　12月 開催時Ｓ級在籍 開催時Ｓ級在籍

◇選考月　　　　11月 (1) ＧⅠ優勝者 (1) ＧⅠ優勝者

(2) 選考委が特に認めた選手 (2) 選考委が特に認めた選手

◇最低出走回数　40出走 (3) 選考用賞金獲得額上位者（同額の場合は１月～10月開催までの平均 (3) 選考用賞金獲得額上位者（同額の場合は１月～10月開催までの平均

(１～10月までの期間) 　競走得点上位者） 　競走得点上位者）

◎「(2)選考委が特に認めた選手」は競輪祭開催以前に決定する。 ◎「(2)選考委が特に認めた選手」は競輪祭開催以前に決定する。

読売新聞社杯全日本選抜 参加選手数　108名 〔補欠　８名〕 参加選手数　108名 〔補欠　８名〕

（ＧⅠ） 選考期間　　平成26年６月～11月（６ヶ月） 選考期間　　平成27年６月～11月（６ヶ月）

◇開催月　　　　２月 開催時Ｓ級在籍 開催時Ｓ級在籍

◇選考月　　　　12月 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者

◇最低出走回数　24出走 (2) 過去３回以上優勝した者（開催時Ｓ１） (2) 過去３回以上優勝した者（開催時Ｓ１）

(3) 各都道府県における開催時Ｓ１在籍の平均競走得点第１位の者 (3) 各都道府県における開催時Ｓ１在籍の平均競走得点第１位の者

　　※選考時において１年以上同じ都道府県に在籍している選手に限る 　　※選考時において１年以上同じ都道府県に在籍している選手に限る

(4) 全国を８つに分けた地区毎の平均競走得点第１位～第３位の者 (4) 全国を８つに分けた地区毎の平均競走得点第１位～第３位の者

(5) 残余は平均競走得点上位者 (5) 残余は平均競走得点上位者

〔特　　選：３Ｒ〕（27名） 〔特　　選：３Ｒ〕（27名）

(ｱ) Ｓ級Ｓ班在籍者 (ｱ) Ｓ級Ｓ班在籍者

(ｲ) 平均競走得点上位者 (ｲ) 平均競走得点上位者

日本選手権 参加選手数　162名 〔補欠　８名〕 参加選手数　162名 〔補欠　８名〕

（ＧⅠ） 選考期間　　平成26年１月～12月（12ヶ月） 選考期間　　平成27年１月～12月（12ヶ月）

◇開催月　　　　３月 開催時Ｓ級在籍 開催時Ｓ級在籍

◇選考月　　　　１月 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者 (1) Ｓ級Ｓ班在籍者

◇最低出走回数　48出走 (2) 過去３回以上優勝した者（開催時Ｓ１） (2) 過去３回以上優勝した者（開催時Ｓ１）

(3) 選考用賞金獲得額上位者 (3) 選考用賞金獲得額上位者

〔特　　選：３Ｒ〕（27名） 〔特　　選：３Ｒ〕（27名）

(ｱ) Ｓ級Ｓ班在籍者 (ｱ) Ｓ級Ｓ班在籍者

(ｲ) 選考用賞金獲得額上位者 (ｲ) 選考用賞金獲得額上位者

5 / 5


