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地域タレント発掘・育成事業との連携・協働体制 

「ワールドクラス・パスウェイ・ネットワーク（WPN）」  
 

加盟団体によるプログラム修了者から５選手が 

「北京２０２２オリンピック競技大会」に出場予定 

  
 

日本スポーツ振興センター（JSC：JAPAN SPORT COUNCIL）が設置するハイパフォーマンス

スポーツセンター（以下「HPSC」という。）では、地域タレントの発掘・育成事業と連携・

協働を行うプラットフォームである「ワールドクラス・パスウェイ・ネットワーク」（以下

「WPN」という。平成２７年４月設置。）を運営しています。 
 

HPSCでは、WPN会員向けに地域タレントの発掘や育成に関する情報提供をニュースや研修会、

ワークショップという形で実施し、また、地域間の情報共有を促進することで、日本全体 

として国際舞台で活躍するアスリートを発掘・育成するパスウェイ構築を進めています。 

 

この度、平昌２０１８オリンピック競技大会、東京２０２０オリンピック競技大会に続き、

北京２０２２オリンピック競技大会にも、WPN加盟団体によるプログラム修了者から 

５名の選手が出場予定ですので、お知らせいたします。 

 

WPN加盟団体によるプログラムを修了した「北京2022オリンピック競技大会」出場予定選手 

 
氏名 

（敬称略） 

修了した地域 

プロジェクト名 

競技 

種別 
出場予定種目 

1 小林 陵侑 岩手県 

いわてスーパーキッズ 

発掘･育成事業 

スキー 

ジャンプ 

男子ノーマルヒル、男子ラージ 

ヒル、男子団体、混合団体 

2 

 
谷地 宙 

スキー 

ノルディック複合 

男子ノーマルヒル、男子ラージ 

ヒル、男子団体ラージヒル 

3 冨髙 日向子 

長野県 

SWANプロジェクト 

スキー 

フリースタイル 

女子モーグル 

4 近藤 心音 
女子スロープスタイル、女子ビッ

グエア 

5 小林 誠也 リュージュ 1人乗り 

■ 日本スポーツ振興センターホームページ 

https://www.jpnsport.go.jp/ 

■ ハイパフォーマンススポーツセンター（HPSC）ホームページ 

https://www.jpnsport.go.jp/hpsc/ 



 
【別表１】 

WPN加盟団体によるプログラムを修了した「平昌２０１８オリンピック競技大会」出場選手 

 
氏名 

（敬称略） 

修了した地域 

プロジェクト名 

競技 

種別 

1 小林 陵侑 
岩手県 

いわてスーパーキッズ発掘･育成事業 

スキー 

ジャンプ 

 

【別表２】 

WPN加盟団体によるプログラムを修了した「東京２０２０オリンピック競技大会」出場選手 

 
氏名 

（敬称略） 

修了した地域 

プロジェクト名 
競技 

1 久保田 愛夏 
東京都 

トップアスリート発掘・育成事業 
カヌー 

2 山下 潤 
福島県 

ふくしまスポーツキッズ発掘事業 
陸上競技 

3 弘津 悠 
兵庫県 

ひょうごジュニアスポーツアカデミー 
7人制ラグビー 

4 徳田 廉之介 
山口県 

YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー 
ハンドボール 

5 梶木 真凛 

福岡県 

福岡県タレント発掘事業 

7人制ラグビー 

6 福島 史帆実 フェンシング 

7 
部井久 

アダム勇樹 
ハンドボール 

 

【別表３】WPN会員一覧（令和３年１２月２０日現在） 

No. 地域名 団体名 プロジェクト名 

1  福岡県 福岡県タレント発掘実行委員会  福岡県タレント発掘事業  

2  山口県 公益財団法人山口県体育協会  YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー  

3  和歌山県 和歌山県ゴールデンキッズ発掘プロジェクト実

行委員会  

和歌山県ゴールデンキッズ発掘プロジェクト  

4  京都府 京都府競技力向上対策本部、京都府教育委員会  京の子どもダイヤモンドプロジェクト 京都

きっず  

5  長野県 SWANプロジェクト実行委員会  SWANプロジェクト  

6  東京都 東京都、公益財団法人東京都体育協会  トップアスリート発掘・育成事業  

7  埼玉県 公益財団法人埼玉県スポーツ協会  彩の国プラチナキッズ発掘育成事業  

彩の国プラチナジュニア発掘育成事業 

8  山形県 山形県スポーツタレント発掘事業実行委員会  山形県スポーツタレント発掘事業  

9  宮城県 公益財団法人宮城県スポーツ協会  みやぎジュニアトップアスリートアカデミー  

10  秋田県 AKITA スーパーわか杉っ子発掘プロジェクト実行

委員会  

AKITA スーパーわか杉っ子発掘プロジェクト  

11  岩手県 岩手県  いわてスーパーキッズ発掘･育成事業  

12  北海道 北海道タレントアスリート発掘・育成事業運営

委員会  

北海道タレントアスリート発掘・育成事業  

13  美深町 美深町エアリアルプロジェクト委員会  美深町タレント発掘・育成プロジェクト  



No. 地域名 団体名 プロジェクト名 

14  上川北部 上川北部広域スポーツクラブ  上川北部広域タレント発掘・育成事業  

15  高知県 高知県文化生活スポーツ部スポーツ課  高知県パスウェイシステム事業 

（高知くろしおキッズ・高知くろしおジュニア）  

16  香川県 香川県教育委員会事務局保健体育課  スーパー讃岐っ子育成事業  

17  岐阜県 岐阜県  清流の国ジュニアアスリート育成プロジェク

ト  

18  宮崎県 宮崎ワールドアスリート発掘・育成プロジェク

ト実行委員会  

世界へはばたけ！宮崎ワールドアスリート発

掘・育成プロジェクト  

19  三島市 みしまジュニアスポーツアカデミー実行委員会  みしまジュニアスポーツアカデミー  

20  三重県 三重県競技力向上対策本部  女性アスリートタレント発掘・育成事業 

MIEスーパー☆（スター）プロジェクト  

21  栃木県 第 77 回国民体育大会栃木県競技力向上対策本部

（栃木県教育委員会） 

とちぎ未来アスリートプロジェクト  

22  愛媛県 愛媛県競技力向上対策本部  えひめ愛顔のジュニアアスリート発掘事業  

23  大分県 大分県競技力向上対策本部  チーム大分ジュニアアスリート発掘事業  

24  佐賀県  国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会佐

賀県競技力向上推進本部  

競技・種目転向トライアウト 

25  青森県 青森県教育庁スポーツ健康課競技力向上対策本

部  

あおもりスポーツアカデミー  

26  長岡市 公益財団法人長岡市スポーツ協会  キッズアスリートチャレンジ事業  

27  愛知県 あいちトップアスリート発掘・育成・強化推進

本部  

あいちトップアスリートアカデミー  

28  兵庫県 ひょうごジュニアスポーツアカデミー実行委員

会  

ひょうごジュニアスポーツアカデミー  

29  広島県 広島県、公益財団法人広島県体育協会  スーパージュニア選手育成事業  

30  神奈川県 神奈川県  タレント発掘・育成事業 /  

かながわジュニアチャレンジプロジェクト 

31  群馬県 
公益財団法人群馬県スポーツ協会、 

群馬県地域創生部スポーツ局スポーツ振興課  
ぐんまスーパーキッズプロジェクト事業  

32  岡山県 岡山県環境文化部スポーツ振興課  ステップアップ おかやまアスリート事業 

33  鳥取県 鳥取県地域づくり推進部スポーツ振興局スポー

ツ課  

鳥取ジュニアアスリート発掘事業  

34  福島県 公益財団法人福島県体育協会  ふくしまスポーツキッズ発掘事業  

35 茨城県 茨城県教育庁学校教育部保健体育課 世界へ羽ばたくトップアスリート育成事業 

36 鹿児島市 一般財団法人鹿児島市スポーツ振興協会 アスリート発掘事業 

37 静岡県 静岡県 ジュニアアスリート発掘・育成事業 

38 福井県 公益財団法人福井県スポーツ協会 未来のアスリート発掘・育成事業 

39 山梨県 山梨県スポーツ振興局スポーツ振興課 

公益財団法人山梨県スポーツ協会 

－ 

40 長崎県 公益財団法人 長崎県スポーツ協会 ながさきスーパーキッズ育成プロジェクト 

41 千葉県 千葉県競技力向上推進本部 ちばジュニア強化事業 

42 横須賀市 横須賀市文化スポーツ観光部企画課 横須賀ウインドサーフィンアカデミー 

43 札幌市 一般財団法人札幌市スポーツ協会 さっぽろジュニアアスリート発掘・育成事業 

 


