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令和４年度「アスリートパスウェイの戦略的支援」事業 

（全国ネットワーク型タレント発掘・検証プログラム） 

ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト（オリンピック競技） 

地域タレントのデータを活用した発掘プログラム 

応募要領 

 

 

１ 目的 

将来、オリンピック競技大会でメダルを獲得する可能性のあるアスリート輩出を目的に、アス

リートパスウェイの戦略的支援事業（以下「本事業」という。）の一環として、 地域の有能なタ

レント又はアスリートの体力等のデータを一元化し、中央競技団体（以下「ＮＦ」という。）によ

る発掘を支援するためのプログラム（ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト（オリンピ

ック競技）。以下「発掘プログラム」という。）の実施及び発掘プログラムを活用したデータの蓄

積等（以下「本活動」という。詳細は別紙１をご参照ください。）を行います。 

 

２ 主催 

  独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「ＪＳＣ」という。） 

 

３ 後援 

  公益財団法人日本中学校体育連盟、公益財団法人全国高等学校体育連盟、公益財団法人日本高

等学校野球連盟 

 

４ 協力団体 

スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、 

公益財団法人日本パラスポーツ協会/日本パラリンピック委員会 

 

５ 対象ＮＦ（競技種目） 

・公益社団法人日本トライアスロン連合（トライアスロン） 

・公益財団法人日本ハンドボール協会（ハンドボール） 

・公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会（スピード種目） 

・公益財団法人日本ラグビーフットボール協会（７人制ラグビー） 

  ※対象ＮＦは発掘プログラムで選考が進むＮＦです。 

 

６ 協力ＮＦ（競技種目） 

 協力ＮＦ一覧は、９月１４日（水）までに下記のリンク先に掲載します。 

  https://pathway.jpnsport.go.jp/j-star/2022entry/info.html 

  ※協力ＮＦはデータ選考後、本事業ではなくＮＦ主催のプログラムで選考が進みます。 

https://pathway.jpnsport.go.jp/j-star/2022entry/info.html
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７ 応募条件（対象タレント） 

  ＪＳＣが運営する、「ワールドクラス・パスウェイ・ネットワーク（以下「ＷＰＮ」という。）」

に加盟している地域タレント発掘・育成事業（以下「地域ＴＩＤ事業」という。）に所属している

タレント及び地域ＴＩＤが推薦するタレント（修了生を含む。）のうち、本事業の「１２ 同意事

項」に同意する者 

 ※令和４年４月１日現在１８歳未満の応募者は親権者の同意を含みます。  

※将来、日本代表選手として国際競技大会に出場する意欲がある者であれば、年齢及び国籍は問

いません。 

 

８ 選考フロー 

発掘プログラムは、「エントリー」「データ選考」「専門測定」で構成されています。データ選考

は対象ＮＦ及び協力ＮＦが行い、対象ＮＦより選考された応募者は「専門測定」へ進みます。協

力ＮＦより選考された応募者は本事業の対象外となりますが、協力ＮＦが独自で主催するＮＦプ

ログラムに進むことができます。 

 

（１）エントリー 

期間：令和４年９月１５日（木）～令和４年１０月１４日（金） 

概要：「７ 応募条件」を満たす者の応募を受け付けます。応募する者は、令和４年９ 

   月１５日（木）～令和４年１０月１４日（金）までにＪＳＣ指定のＷｅｂフォームへア

クセスし、項目への入力を行い、エントリーを完了します。エントリーする際は、必須

項目及び任意項目について確認の上、入力します。エントリーデータ一覧については、

別紙２をご確認ください。 

ＪＳＣ指定のＷｅｂフォームからエントリー後、紹介された地域ＴＩＤ担当者にその
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旨を報告してください。 

 

（２）データ選考 

期間：令和４年１０月３日（月）～令和４年１１月３０日（水） 

概要：データ選考では、応募者がエントリーする際に入力したデータをＪＳＣが取りまとめ、 

   個人情報（氏名、ふりがな、メールアドレス、電話番号、親権者氏名、紹介された地域Ｔ

ＩＤ、所属先（学校など）等）をマスキングした状態で発掘プログラムの対象ＮＦ及び協

力ＮＦに送付します。そのデータを基にＮＦが評価し、専門測定若しくはＮＦプログラム

へ参加するタレント候補を選考します。なお、既に当該ＮＦの育成を受けている者又は強

化指定選手を経験している者は選考しません。選考結果は、データ選考合格者に令和４年

１１月２２日（火）にＮＦから直接通知されます。不合格者については、紹介された地域

ＴＩＤ担当者に令和４年１１月３０日（水）以降にＪＳＣから結果を一括通知します。 

データ選考合格者は、令和４年１１月２８日（月）までに専門測定もしくはＮＦプログ

ラムに参加する意思の有無をＮＦに報告します。なお、複数のＮＦから選考された際は、

応募者が望めば並行して複数競技の専門測定及びＮＦプログラムに参加することができ

ます。 

（３）専門測定 

期間：令和４年１２月１日（木）～令和５年３月３１日（金） 

概要：専門測定の対象者は、タレント候補として対象ＮＦにより選出され、専門測定に参加 

する意思を報告した者となります。専門測定では、対象ＮＦが計画する競技特性に応じた

測定や競技の体験、知的プログラム、面談等を実施します。これらの活動を通じて、タレ

ント候補のパフォーマンスを対象ＮＦが総合的に評価することで、タレント候補の意欲、

競技への適性について可能性を見定めることを目的とするものであり、タレント候補へ

のフィードバックは対象ＮＦより直接行われます。 

 

９ ＮＦプログラム ※本事業外 

対象ＮＦが設定した基準を超えて専門測定を修了した有望なタレント候補又はデータ選考を通

してオリンピック競技大会に向けて有望と判断されたタレントは、世界レベルの指導者のもと対

象ＮＦのプログラムにて競技適性の判断、トレーニングを重ねていく機会が得られます。 

  また、データ選考合格通知の際に、協力ＮＦから直接ＮＦプログラムへの参加案内が届くこと

があります。このＮＦプログラムもエントリー者の競技適性を見定めることを目的として実施さ

れます。 

  なお、これらのＮＦプログラムは本事業外で実施するプログラムです。ＮＦプログラムによっ

て参加費等は自己負担をお願いされる場合があります。 
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１０ 選考スケジュール 

 

 図１ 選考スケジュール 

（１）エントリー：令和４年９月１５日（木）～令和４年１０月１４日（金） 

（２）データ選考：令和４年１０月３日（月）～令和４年１１月３０日（水） 

   ＮＦデータ選考：令和４年１０月３日（月）～令和４年１１月７日（月） 

   データ選考合格通知：令和４年１１月２２日（火） 

  専門測定の参加希望報告：令和４年１１月２２日（火）～令和４年１１月２８日（月） 

ＮＦプログラムの参加希望報告：令和４年１１月２２日（火）～令和４年１１月２８日（月） 

（３）専門測定：令和４年１２月１日（木）～令和５年３月３１日（金） 

（４）ＮＦプログラム（本事業外） 

   協力ＮＦによるプログラム：令和４年１２月１日（木）～ＮＦが定める期間 

   対象ＮＦによるプログラム：令和５年４月１日（土）～ＮＦが定める期間 

※スケジュールは変更となる場合があります。変更が生じた際は、別途案内します。 

 

１１ 発掘プログラムについて 

（１）事業実施体制 

「エントリー」はＪＳＣが主催で実施します。 

「データ選考」、「専門測定」は対象ＮＦに委託して実施します。  

※協力ＮＦは「データ選考」後、ＮＦが主催するＮＦプログラムを実施します。 

（２）参加費 

①発掘プログラム 

無料 

※一部自己負担での活動をお願いする場合があります。 

②ＮＦプログラム 

ＮＦのプログラムにて選考が進む際は、ＮＦの規定に沿って参加費を自己負担していただ
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く場合があります。 

（３）エントリー（データ入力） 

   令和４年９月１５日（木）～令和４年１０月１４日（金） 

（４）応募方法 

ＪＳＣが指定する以下Ｗｅｂフォームから入力してください。 

https://www15.webcas.net/form/pub/jpnsport/j-star-entry2022bj3m  

 

１２ 同意事項 

発掘プログラムにエントリーすることにより、応募者本人が以下の各事項を確認・同意したも

のとみなします。なお、応募者が令和 ４（２０２２）年 ４ 月 １ 日現在満１８歳未満の場合は

親権者又は未成年後見人（以下「親権者等」という。）の同意を得ることとします。 

（１）発掘プログラム及び本活動の概要を理解したこと。 

（２）発掘プログラムへの参加期間中の健康管理に十分配慮し、良好な健康状態を目指すこと。  

※ 医師からの運動制限がある場合やスポーツ実施時に留意すべき事項がある場合などは、必ず

事前に医師に相談するとともに、専門測定若しくはＮＦプログラムに参加する際、事前にＪＳ

Ｃ及び対象ＮＦもしくは協力ＮＦに申し出ること。 

（３）ＪＳＣは、発掘プログラムにおいて、応募者及び親権者等から取得する別紙２記載の情報そ

の他の個人情報を法令等に従い適性に管理するものとし、以下に掲げる利用目的の範囲内で

利用すること。 

【利用目的】 

A) 発掘プログラムの選考フローにおいて対象ＮＦ及び協力ＮＦが専門測定進出者及びＮＦプ

ログラム進出者として選考することを目的に、ＪＳＣが応募者より別紙１記載のエントリ

ーデータを取得し（図２の①）、当該エントリーデータのうち氏名、ふりがな、メールアド

レス、電話番号、親権者等の氏名、紹介された地域ＴＩＤ、所属先（学校など）その他個

人を識別できる情報（以下「個人識別情報」という。）を除く情報を対象ＮＦ及び協力Ｎ

Ｆに提供するため（図２の②）。 

B) 対象ＮＦ及び協力ＮＦが、エントリーデータ（個人識別情報を除く。）を閲覧し選考を行っ

た後に、データ選考合格者に対して合格通知及び専門測定もしくはＮＦプログラムの案内

ができるよう、個人識別情報を含む当該応募者のエントリーデータを当該ＮＦに提供する

ため（図２の②）。 

C) エントリー状況及び選考結果（応募者の氏名、ふりがな、専門測定進出者若くはＮＦプロ

グラム進出者として対象競技に選考されたか否かの結果）について、発掘プログラムを紹

介された地域ＴＩＤ及び応募者の所属先に報告するため（図２の⑤）。 

D) 対象ＮＦ及び協力ＮＦがＮＦプログラムに選出された応募者の対象競技、氏名、ふりが

な、紹介された地域ＴＩＤ、所属先（学校など）を公開することを目的に、対象ＮＦ及び

協力ＮＦからの求めに応じ該当するＮＦプログラム参加者のエントリーデータを提供する

ため（図２の②）。 

https://www15.webcas.net/form/pub/jpnsport/j-star-entry2022bj3m


６ 

 

E) 対象ＮＦ及び協力ＮＦが、ＪＳＣから提供を受けた上記 A)及び B)の情報を用いて行った専

門測定若しくはＮＦプログラムで得た情報を、当該対象ＮＦからＪＳＣが提供を受けるた

め及び当該情報をＪＳＣにおいて管理するため（図２の④）。 

F) 発掘プログラムにおいて、突出したパフォーマンス発揮に至った応募者に関する氏名・ふ

りがな・紹介された地域ＴＩＤ・所属先（学校など）・年齢・性別・競技名・成績を、メデ

ィア等に提供するため（図２の⑦）。 

G) 発掘プログラムの選考状況及び選考結果に係る情報を協力団体に提供するため（図２の

⑧）。 

H) 上記の A)～G)以外で、発掘プログラムの運営及び管理に必要な手続きに活用するため。 

I) ＪＳＣ及び選考されたＮＦからのアンケート協力依頼やイベント参加案内等を、応募者及び

親権者等に対して連絡するため。 

J) 国際競技力向上に資する次の各号の事項を実施するため。  

（ア）スポーツ選手の競技技術の向上及びその効果の十分な発揮を図る上で必要な環境の整備 

（イ）スポーツ医・科学、技術開発、情報等による多面的で高度な支援 

（ウ）優秀なスポーツ選手の発掘及び育成 

（エ）スポーツ指導者の養成 

（オ）スポーツに関する医・科学的研究の推進 

（カ）その他前各号に準ずるか、これに密接に関連する事項 

K) その他前各項の目的に準ずるか、これに密接に関連する目的のため。 

※なお、ＪＳＣ、対象ＮＦ及び協力ＮＦは、上記の目的のために、スポーツ庁に対し、利用され

た個人データを提供する場合があります。 

図２ 個人情報の流れ 
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（４）ＪＳＣが実施する本活動の趣旨を確認し、本活動に参加すること。また、本活動に関し、以

下の目的で、発掘プログラムにおいて取得する別紙２記載の情報その他の個人情報を利用す

ることに同意すること。なお、以下の各項について、氏名・ふりがな・紹介された地域ＴＩ

Ｄ・所属先（学校など）・年齢・性別・競技名・成績につき、公表・報告等を行う場合があ

ります。 

【利用目的】 

A) スポーツ医・科学研究、データ分析、及び統計の作成・利活用並びにこれらに関連する公

表のため。 

B) 「４ 協力団体」に示す協力団体への報告のため。 

C) 突出したパフォーマンス発揮に至ったアスリートに関し、ウェブサイト上での公表、メデ

ィアリリースその他の公表を行うため。 

D) アスリートの発掘・育成システムの戦略的な開発・支援を実施するため。 

E) その他前各項の目的に準ずるか、これに密接に関連する目的のため。 

（５）発掘プログラム実施中に撮影した写真や映像をＪＳＣ 及び「４ 協力団体」に示す協力団体

による報道発表やＪＳＣのホームページ、ニュースレター、広報物等に掲載する場合があり

ます。また、国際大会出場等の突出したパフォーマンス発揮に至ったアスリートに関しては、

氏名・ふりがな・紹介された地域ＴＩＤ・所属先（学校など）・年齢・性別・競技名・成績に

つき、ホームページ上での公表、メディアリリースその他の公表を行う場合があります（図

２の⑦、⑧）。 

（６）発掘プログラム参加中に応募者において事故又はけがが発生した場合の処置については、応

募者各自で責任を負うこと （発生時に発掘プログラム関係者による応急処置は実施します。）。 

 

※個人情報を提供する団体 

◆対象ＮＦ 

競技団体名 競技種目 

公益社団法人日本トライアスロン連合 トライアスロン 

公益財団法人日本ハンドボール協会 ハンドボール 

公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会 スピード種目 

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 ７人制ラグビー 

 

◆協力ＮＦ  

 協力ＮＦの一覧は、９月１４日（水）までに下記のリンク先に掲載します。 

 https://pathway.jpnsport.go.jp/j-star/2022entry/info.html 

 

 

 

https://pathway.jpnsport.go.jp/j-star/2022entry/info.html
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◆ＷＰＮ加盟団体 

団体名 

北海道 長野県 

美深町 岐阜県 

上川北部 静岡県 

一般財団法人札幌市スポーツ協会 三島市 

青森県 愛知県 

岩手県 三重県 

宮城県 / 公益財団法人宮城県スポーツ協会 京都府 

秋田県 兵庫県／公益財団法人兵庫県スポーツ協会 

山形県 和歌山県 

公益財団法人福島県スポーツ協会 鳥取県 

茨城県 岡山県 

栃木県 広島県 / 公益財団法人広島県スポーツ協会 

群馬県 / 公益財団法人群馬県スポーツ協会 公益財団法人山口県体育協会 

公益財団法人埼玉県スポーツ協会 香川県 

千葉県 愛媛県 

東京都 / 公益財団法人東京都体育協会 高知県 

神奈川県 福岡県 

横須賀市 佐賀県 

公益財団法人富山県体育協会 公益財団法人長崎県スポーツ協会 

石川県 大分県 

公益財団法人福井県スポーツ協会 宮崎県 / 公益財団法人宮崎県スポーツ協会 

山梨県 / 公益財団法人山梨県スポーツ協会 公益財団法人鹿児島市スポーツ振興協会 

公益財団法人長岡市スポーツ協会  

 

１３ 発掘プログラム終了後の個人データ等の取得 

発掘プログラム終了後、ＪＳＣは、対象ＮＦ又は協力ＮＦから、ＮＦプログラムの成果、タレン

ト候補の連絡先及びその後の成績等に関する情報を取得する場合があります。 

 

１４ 問合せ先 

独立行政法人日本スポーツ振興センター  

ハイパフォーマンススポーツセンター 

ハイパフォーマンス戦略部開発課 

メールアドレス：j-star@jpnsport.go.jp 


