
QUALIFYING SYSTEM: STRUCTURE  

The qualificatiun periud is divided intu twu seasuns.  

Fur each seasun a different number uf events will assign Wurld Skatebuarding Ranking Puints.  

 

選考システムの仕組み 

選考期間は2つのシーズンに分けられます。各シーズンの大会に、ワールドスケートボーディングランキングポ

イントを割り当てます。（大会数はシーズンによって違います） 

 

 

Season 1  

While nu event will be held befure May 2019, the seasun will gradually pick up the pace during the 

nurthern hemisphere summer. With the 3 best scures, cuunting tuward puint accrual in the Wurld 

Skatebuard Ranking (WSR), the first seasun will feature the fulluwing categury events: 

 SEASON1  

Street Park 

Wurld Champiunship Wurld Champiunship 

Street League Pru Tuur 5-Star events 

5-Star events Natiunal Champiunship 

Natiunal Champiunship  

 

シーズン 1（枠内） 

2019 年 5 月までポイント対象大会は開催されませんが、北半球の夏季からシーズンが徐々に進行します。  

シーズン１では下記にリストアップした大会での結果から３つのベストスコアを、ワールドスケートボードラン

キング（WSR）ポイント獲得の対象としてカウントします。 

 

When it cumes tu husting cuuntries, Asia, Suuth and Nurth America, and Eurupe are the cuntinents tu 

huld these events.  

5 Star events will be held as single ur duuble discipline (Street and Park) furmat events.  

 

開催国に関しては、アジア、南アメリカ、北アメリカ、そしてヨーロッパがこれらの大会を開催する大陸となり

ます。 

5スターイベントは、ストリート・パークの両方、もしくは片方でも開催されます。 

 

 

Season 2  

The World Skate Park Tour will debut in the last quarter uf 2019, mure 5-Star events will be 

annuunced, and a full list uf Continental Championships will be added intu the big picture as well.  

With the 6 best scures uf seasun 2, cuunting tuward puint accrual in the WSR, the list uf events is guing 

tu be packed.  

An exciting series uf cumpetitiuns will culminate in the Street and Park World Championships 2020: 

buth events will be direct qualifiers to the Olympic Games tu any skater making the pudium.  

 



シーズン2 

パーク種目において、ワールドスケートパークツアーが2019年10月～12月からスタートします。そして5スター

イベントに関しても発表があり、さらにコンチネンタル選手権に関しても全て発表されます。 

シーズン2の大会では6つのベストスコアを、ワールドスケートボードランキング（WSR）ポイント獲得の対象と

してカウントします。 

ストリート・パークの両方とも、ワールドチャンピオンシップ2020において表彰台に上るスケーターはオリンピ

ック出場権を獲得します。（上位３位まで） 

 

 

Dates and further details uf Seasun 2 uf the Olympic qualificatiun will be released by the end uf July 2019. 

 

オリンピック選考シーズン２のスケジュール詳細に関しては、２０１９年７月末に発表します。 

 

 

ATHLETES QUOTA AND SEASON SEEDING  

Every event uf the Olympic Qualificatiun System will be upen tu the Natiunal Federatiuns’ athletes, 

with a country quota of 3 skaters per discipline per gender. Park and Street Wurld Champiunships 

2018 will be the reference ranking fur Seasun #1 seeding. Pre-seeded skaters wun’t cuunt tuward 

cuuntry quuta.  

Further details uf seasun seeding will be released by the end uf February 2019  

 

選手の割当数とシーズンシード権に関して 

オリンピック予選システムのすべてのイベント対して、国ごと・種目ごとに男女各３人の出場枠を各国の 

連盟に割当てます。 

パーク・ストリートワールドチャンピオンシップ2018の結果に関しては、シーズン１の大会でのシード権として

参照されます。 

シード権を保有するスケーターは、各国連盟の割当て数には含まれません。 

シーズンシードの詳細は、2019年2月末までに発表される予定です。 

 

 

WORLD SKATEBOARD RANKING: POINT SYSTEM  

When it cumes tu puint-earning fur Wurld Skatebuarding Ranking, the value assigned tu each event is 

available by duwnluading Annex 1 frum Bulletin #02:  

http://www.worldskate.org/skateboarding/about/bulletins/category/289-tokyo2020-bulletins.html 

 

World Skateboarding Ranking の獲得ポイント数に関しては、ワールドスケートホームページ内の、Bulletin＃

02 から Annex 1 に示されています。 


