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夏季競技 冬季競技

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 種目特化型 スケルトン、カーリング、バイアスロン 2015年 2014年
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ssk/sport

s/tid.htm
https://ja-jp.facebook.com/hokkaido.tid/

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 種目最適型 スキー 2015年 2005年
http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/cms/se

ction/kyouiku/qlmcaj000000542y.html

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 2015年
2007年

（2020年度より事業中止）

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 種目最適型 陸上競技、バドミントン、テニス
スキー（スノーボード、ジャンプ、フリースタイル、ノルディッ

ク複合）
2021年 2020年 https://www.sapporo-sport.jp/sja/

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事業 種目適性型 2017年 2014年
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku

/e-sports/aomori-sports-academy-00.html

岩手県 岩手県 いわてスーパーキッズ発掘･育成事業 種目適性型 種目特化型
ボクシング、レスリング、自転車、ラグビー、カヌー、フェンシ

ング、ハンドボール、アーチェリー、ホッケー
スケート、カーリング、スキージャンプ 2015年 2007年 https://www.iwate-superkids.pref.iwate.jp/

宮城県 公益財団法人宮城県スポーツ協会 みやぎ「夢・復興」ジュニアスポーツパワーアップ事業 種目適性型 2015年 2013年 https://www.mspf.jp/jsp/

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 種目特化型 フェンシング、ライフル射撃 スケート 2015年 2007年 http://www.pref.akita.jp/taiiku/akispo/aiss/

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 種目適性型 2015年 2009年 http://www.y-dreamkids.jp/

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 種目適性型 2019年 2005年
https://www.sports-

fukushima.or.jp/fukyu/kids/

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（ジュニアアスリート発掘・育成事業） 種目適性型 2019年 2020年
http://www.ibaraki-

sports.or.jp/jigyo_hyousyou/topathlete_ikusei/

栃木県 第77回国民体育大会栃木県競技力向上対策本部 とちぎ未来アスリートプロジェクト 種目適性型 2015年 2016年
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m07/77kokutai

/miraiprojecttop.html

https://ja-

jp.facebook.com/77tochigi.victory/

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 種目特化型

陸上競技、水泳、空手道、ボウリング、ゴルフ、レスリング、馬

術、自転車、ボクシング、スポーツクライミング、アーチェリー
スキー、スケート 2019年 2011年

http://www.gunma-

sports.or.jp/training/junior/

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
種目適性型 種目最適型 ボート、ライフル射撃、ラグビー 2015年 2011年

http://www.saitama-

sports.or.jp/platinumkids/

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 2021年 ー

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 種目最適型
ボート、ボクシング、レスリング、ウエイトリフティング、自転

車、カヌー、アーチェリー
2015年 2009年

https://www.sports-tokyo-

info.metro.tokyo.lg.jp/tokyojrathlete.html

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 種目適性型 2019年 2020年

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 種目特化型 ウインドサーフィン 2021年 2021年 https://yokosuka-wsf.com/academy/

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
2021年 準備中

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 種目適性型 2017年 2017年 https://www.n-spokyo.or.jp/business/kids/

長野県 SWANプロジェクト実行委員会 SWANプロジェクト 種目特化型 スケルトン、カーリング、スケート、スキー、リュージュ 2015年 2009年
http://www.nagano-

sports.or.jp/associat/swan_project.html

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 種目適性型 2021年 2019年
http://www.fukui-

taikyo.or.jp/athlete/junior.php

静岡県 静岡県 ジュニアアスリート発掘・育成事業 種目最適型 2020年 2017年

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 種目適性型 2015年 2015年

https://sites.google.com/view/mishima-

junior-sports-

academy/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83

%A0

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（キッズ・ジュニア・ユース） 種目適性型 種目最適型
飛込、水球（女子）、ボート、レスリング、ラグビー（女子）、

アーチェリー、トライアスロン、ビーチバレーボール
2018年 2019年

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kyougi-

shisetsu/topathlete-2019.html

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
種目特化型 ラグビー（女子）、自転車（女子） 2015年 2016年

https://www.pref.mie.lg.jp/D1SPORTS/0001

84334.htm

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 種目適性型 2015年 2015年
http://www.gifuspo.or.jp/zoneD/100/104-

5.html

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 種目特化型 フェンシング、バドミントン、カヌー 2015年 2011年 https://kyoto-kids.com/

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 種目適性型 2019年 2009年 https://www.hspess.jp/project_1/

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 種目適性型 2015年 2006年
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500

400/gksp/ikusei/290603/d00154608.html

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 種目適性型 2019年 2014年 https://www.pref.tottori.lg.jp/236731.htm

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 種目最適型 飛込、ボート、セーリング、カヌー 2019年 2020年
http://www.okayama-

taikyo.or.jp/stepup/index.html

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 種目適性型 2019年 2008年 http://www.hiroken-taikyo.jp/08/

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 種目特化型 レスリング、セーリング、フェンシング 2015年 2008年
http://yamaguchi-taikyo.jp/science/athlete-

academy

https://www.instagram.com/yamaguchi_aca

demy/

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、シニア事業 種目適性型 2015年 2009年
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/hotai

/sanukikko.html

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 種目適性型 2015年 2015年 http://www.ehime-jr.jp/

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・ ジュニア） 種目適性型 2015年 2009年 https://kochi-pathway.com/

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 種目適性型 2015年 2004年
http://fukuokasportstalentidproject.blogspot.

jp/

佐賀県 佐賀県競技力向上推進本部 SSPジュニアアスリート発掘事業/サガスカウト 種目最適型
自転車、ラグビー、フェンシング、トライアスロン、サッカー

（女子）、ライフル射撃、相撲、なぎなた
2015年 2017年 https://www.pref.saga.lg.jp/list04155.html

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 種目特化型 アーチェリー、スポーツクライミング、ライフル射撃 2021年 2021年

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 種目特化型
ボート、ホッケー、ウェイトリフティング、ライフル射撃、カ

ヌー、アーチェリー
2015年 2015年 https://www.facebook.com/team.ooita/

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 種目適性型 2015年 2015年

http://www.miyazakiken-

taikyo.jp/modules/addon_contents/index.ph

p?content_id=50

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 種目最適型

バスケットボール、空手道、パワーリフティング、バトン、体

操、卓球、グラウンドゴルフ、ゲートボール、ハンドボール、太

極拳、陸上競技、カヌー、弓道、アーチェリー、ライフル射撃、

フットサル

2020年 2020年 https://www.kago-spo.or.jp/athlete/
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東海

関東

事業開始準備中

事業停止中

※新型コロナウイルス感染症等の影響により事業が中止となった地域もあります。
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