
ワールドクラス・パスウェイ・ネットワーク（WPN）加盟団体一覧　　46地域／2022年11月8日現在

夏季競技 冬季競技

北海道
北海道（環境生活部スポーツ局スポーツ振興課）・北海道カーリング協会、
北海道ボブスレー・スケルトン連盟、北海道バイアスロン連盟

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/

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 種目特化型 陸上競技、バドミントン、テニス
スノーボード、スキージャンプ、カーリング、フリースタ
イル、ノルディックコンバインド、

2021年 https://www.sapporo-sport.jp/sja/

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 フリースタイルスキー(エアリアル) 2015年 2005年

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）

青森県 青森県競技力向上対策本部（事務局：青森県教育庁スポーツ健康課内） あおもりスポーツアカデミー 種目適性型 2017年 2014年
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku
/e-sports/

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku
/e-
sports/aomori sports academy 04 ikusei1.h

岩手県 岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課 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、
スポーツクライミング

スピードスケート、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 県内連携競技団体・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・秋田県 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、 スピードスケート 2015年 2007年
https://common3.pref.akita.lg.jp/aiss/scienc
e/talent/tallent.html

https://common3.pref.akita.lg.jp/aiss/

山形県 山形県スポーツタレント発掘事業実行委員会・山形県教育委員会 山形県スポーツタレント発掘事業　YAMAGATAドリームキッズ 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スポーツ協会 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/

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 （公財）群馬県スポーツ協会 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、水球、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 彩の国アスリート育成推進委員会・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・プラチナジュニア発掘育成事業 種目適性型 2015年 2011年
http://www.saitama-
sports.or.jp/platinumkids/

茨城県
茨城県教育庁学校教育部保健体育課競技スポーツ担当、
公益財団法人茨城県スポーツ協会・茨城県教育委員会、公益財団法人茨城県スポーツ協会

世界へ羽ばたくトップアスリート育成事業 種目適性型 2019年 2020年
https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/buns
po/sports/kyoujiryoku/index.html

http://www.ibaraki-
sports.or.jp/jigyo_hyousyou/topathlete_ikuse
i/%e8%83%bd%e5%8a%9b%e6%b8%ac%e5%

東京都 東京都、公益財団法人東京都体育協会 東京都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、ウェイトリフティン
グ、自転車、カヌー(スプリント)、アーチェリー

2015年 2009年
https://www.sports-tokyo-
info.metro.tokyo.lg.jp/tokyojrathlete.html

千葉県 千葉県競技力向上推進本部 千葉県競技力向上推進本部事業「ちばジュニア強化事業」 種目特化型 2021年
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/taiiku
/kyougiryoku/index.html

神奈川県 神奈川県立スポーツセンター 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
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ui6/10/
kjcp/sokutei/top.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ui6/10/
kjcp/top.html

横須賀市 横須賀ウインドサーフィン協会 横須賀ウインドサーフィンアカデミー 種目特化型 ウィンドサーフィン 2021年 2021年 横須賀ウインドサーフィン協会 | (yokosuka-wsf.com)

山梨県 山梨県スポーツ振興局スポーツ振興課 未来のトップアスリート発掘事業「甲斐人の一撃」 種目特化型 カヌー・ホッケー・レスリング・ウエイトリフティング 2021年 2022年
https://www.pref.yamanashi.jp/sports-
sk/kaishin-no-
ichigeki/kaishinnoichigeki.html

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/ https://n-spokyo.or.jp/introduction/junior-spo

長野県
SWANプロジェクト実行委員会・
長野県教育委員会、公益財団法人長野県スポーツ協会

SWANプロジェクト 種目特化型
スケート(スピード)、スキー(アルペン、クロスカント
リー、フリースタイル、スノーボード)、リュージュ、スケ
ルトン、カーリング

2015年 2009年
http://www.nagano-
sports.or.jp/associat/swan_project.html

富山県 公益財団法人富山県体育協会 未来のアスリート発掘事業 2005年
https://www.toyama-
sports.or.jp/athlete.html

石川県 石川県県民文化スポーツ部スポーツ振興課 いしかわジュニアアスリート発掘事業 種目適性型
ウエイトリフティング、レスリング、ハンドボール、バ
レーボール、フェンシング、ホッケー、柔道、ライフル射
撃、なぎなた、ソフトテニス

2022年 2018年
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r4/do
cuments/0519sport.pdf

福井県 公益財団法人福井県スポーツ協会・福井県教育委員会 未来のアスリート発掘・育成事業　ふくいジュニアアスリートアカデミー 種目適性型 2021年 2019年
http://www.fukui-
taikyo.or.jp/athlete/junior.php

静岡県 静岡県スポーツ・文化観光部スポーツ局スポーツ振興課 マウンテンバイクジュニアアスリート発掘・育成事業 種目最適型
ボート、ホッケー、ウェイトリフティング、ハンドボー
ル、自転車、フェンシング、バドミントン、弓道、ラグ
ビー、カヌー、アーチェリー、なぎなた

2020年 2017年
http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-
360/kyougi/system/system.html

三島市 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://www.facebook.com/mishimajsa https://sites.google.com/view/mishima-junio

愛知県 あいちトップアスリート発掘・育成・強化推進本部（愛知県スポーツ局競技・施設課内） あいちトップアスリートアカデミー 種目適性型
(キッズ・ジュニア)

種目最適型
(ユース)

種目特化型
(パラアスリート

部門)

「ユース」：水泳（飛込、水球女子）、ライフル射撃（ラ
イフル、ピストル）、マウンテンバイク、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
「パラアスリート部門」：陸上競技、ボッチャ、水泳、卓
球、車いすバスケットボール

2018年 2019年
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kyougi-
shisetsu/topathlete-2019.html

https://www.instagram.com/aichi.topathlete.a

岐阜県 関係競技団体・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

三重県
三重県地域連携部国体・
全国障害者スポーツ大会局競技力向上対策課内三重県競技力向上対策本部

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

京都府
京都府教育庁指導部保健体育課内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(フルーレ)、バドミントン、カヌー(スプリン
ト)
ボート、スポーツクライミング(令和4年度より2種目追加)

2015年 2011年 https://kyoto-kids.com/audition_11th/ https://www.kyoto-be.ne.jp/hotai/kyotokids/t

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・公益財団法人兵庫県体育協会、
兵庫体育・スポーツ科学学会、兵庫県教育委員会

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・
和歌山県教育委員会スポーツ課

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/305378.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
ボクシング・ウエイトリフティング・フェンシング・ス
ポーツクライミング(令和4年度)

2019年 2020年
http://www.okayama-
taikyo.or.jp/stepup/index.html

広島県
広島県地域政策局スポーツ推進課・公益財団法人広島県スポーツ協会
共催：広島県地域政策局スポーツ推進課

スーパージュニア選手育成プログラム、ひろしまスポーツアカデミー 種目特化型 ボート，ホッケー，カヌー，ボウリング 2019年 2008年
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/25
7/hiroshima-sports-academy.html

福山市
福山市市民局まちづくり推進部スポーツ推進課
公益財団法人福山市スポーツ協会

（検討中） 2022年 2023年予定

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、
ラグビーフットボール

2015年 2008年
http://yamaguchi-taikyo.jp/science/athlete-
academy

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 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・愛媛県
（観光スポーツ文化部スポーツ局競技スポーツ課）

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・ジュニア事務局

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・公益財団法人福岡県スポーツ協会、
公益財団法人福岡県スポーツ振興センター

福岡県タレント発掘事業 種目適性型 2015年 2004年
http://fukuokasportstalentidproject.blogspot.
jp/

https://www.sponet.pref.fukuoka.jp/talents/

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 種目適性型 2015年 2017年 https://www.pref.saga.lg.jp/list04155.html https://www.saga-scout.jp/

大分県
チーム大分ジュニアアスリート発掘事業プロジェクト委員会・
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、アーチェリー、フェンシング、カヌー、ウエイト
リフティング、ライフル射撃

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
宮崎県教育委員会、公益財団法人宮崎県スポーツ協会

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

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
スポーツクライミング　ライフル射撃　アーチェリー
（以下予定）ホッケー　フェンシング　ボクシング　　レ
スリング　卓球　ゴルフ　（計9競技）

2021年 2021年 https://nskikuseip.blogspot.com/

https://nagasakiken-
sports.com/category/%E3%81%AA%E3%81%
8C%E3%81%95%E3%81%8D%E3%82%B9%E
3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82

鹿児島市 公益財団法人鹿児島市スポーツ振興協会
すぽどんジュニアスポーツEXPO

すぽどんジュニア体力アップ教室
種目適性型

カヌー、陸上、卓球、武術太極拳、ボクシング、パワーリ
フティング、フットサル、ハンドボール、ラグビー、バス
ケットボール、相撲、バトントワリング、インラインス
ケート、パルクール、バレーボール、バドミントン、ソフ
トテニス

2020年 2020年

https://www.kago-spo.or.jp/play/scout/

https://www.kago-
spo.or.jp/play/tairyokuup/

関連サイトURL

北海道

事業停止中

※2020年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業が中止となった地域もあります。

主管団体・主催団体 プロジェクト名 発掘育成のタイプ

対象競技
（種目最適型・種目特化型）地方 地域

東北
6県

中国
5県

WPN加盟年度
（WPN設置年度：2015年）

事業開始年度 関連サイトURL

四国
4県

九州
8県

関東
1都6県

中部
9県

近畿
2府5県
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https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-sports/aomori_sports_academy_04_ikusei1.html
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https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/bunspo/sports/kyoujiryoku/index.html
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https://www.pref.yamanashi.jp/sports-sk/kaishin-no-ichigeki/kaishinnoichigeki.html
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https://www.pref.yamanashi.jp/sports-sk/kaishin-no-ichigeki/kaishinnoichigeki.html
https://www.n-spokyo.or.jp/business/kids/
https://n-spokyo.or.jp/introduction/junior-sports-promotion-project/
http://www.nagano-sports.or.jp/associat/swan_project.html
http://www.nagano-sports.or.jp/associat/swan_project.html
https://www.toyama-sports.or.jp/athlete.html
https://www.toyama-sports.or.jp/athlete.html
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r4/documents/0519sport.pdf
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r4/documents/0519sport.pdf
http://www.fukui-taikyo.or.jp/athlete/junior.php
http://www.fukui-taikyo.or.jp/athlete/junior.php
http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-360/kyougi/system/system.html
http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-360/kyougi/system/system.html
https://www.facebook.com/mishimajsa
https://sites.google.com/view/mishima-junior-sports-academy/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kyougi-shisetsu/topathlete-2019.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kyougi-shisetsu/topathlete-2019.html
https://www.instagram.com/aichi.topathlete.academy/
http://www.gifuspo.or.jp/zoneD/100/104-5.html
http://www.gifuspo.or.jp/zoneD/100/104-5.html
https://www.pref.mie.lg.jp/D1SPORTS/000184334.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/D1SPORTS/000184334.htm
https://kyoto-kids.com/audition_11th/
https://www.kyoto-be.ne.jp/hotai/kyotokids/top/top.html
https://www.hspess.jp/project_1/
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500400/gksp/ikusei/290603/d00154608.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500400/gksp/ikusei/290603/d00154608.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/305378.htm
http://www.okayama-taikyo.or.jp/stepup/index.html
http://www.okayama-taikyo.or.jp/stepup/index.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/257/hiroshima-sports-academy.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/257/hiroshima-sports-academy.html
http://yamaguchi-taikyo.jp/science/athlete-academy
http://yamaguchi-taikyo.jp/science/athlete-academy
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/hotai/sanukikko.html
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/hotai/sanukikko.html
http://www.ehime-jr.jp/
https://kochi-pathway.com/
http://fukuokasportstalentidproject.blogspot.jp/
http://fukuokasportstalentidproject.blogspot.jp/
https://www.sponet.pref.fukuoka.jp/talents/
https://www.pref.saga.lg.jp/list04155.html
https://www.saga-scout.jp/
https://www.facebook.com/team.ooita/
http://www.miyazakiken-taikyo.jp/modules/addon_contents/index.php?content_id=50
http://www.miyazakiken-taikyo.jp/modules/addon_contents/index.php?content_id=50
http://www.miyazakiken-taikyo.jp/modules/addon_contents/index.php?content_id=50
https://nskikuseip.blogspot.com/
https://nagasakiken-sports.com/category/%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%81%95%E3%81%8D%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA%E8%82%B2%E6%88%90%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/
https://nagasakiken-sports.com/category/%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%81%95%E3%81%8D%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA%E8%82%B2%E6%88%90%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/
https://nagasakiken-sports.com/category/%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%81%95%E3%81%8D%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA%E8%82%B2%E6%88%90%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/
https://nagasakiken-sports.com/category/%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%81%95%E3%81%8D%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA%E8%82%B2%E6%88%90%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/
https://www.kago-spo.or.jp/play/scout/
https://www.kago-spo.or.jp/play/scout/
https://www.kago-spo.or.jp/play/scout/
https://www.kago-spo.or.jp/play/scout/

	2022.8.1現在

