
自分の可能性　　　を広げたい

走り、ジャンプ、パワーに自信がある

日本代表として　 世界で活躍したい

誰よりも
素早く動ける
遠くに投げられる

いろいろなスポーツ
　　　　　　　　をしてみたい

清流の国ジュニアアスリート育成プロジェクト

清流の国ジュニアアスリート育成プロジェクト

第6期生選考会

第6期生募集要項

参加者募集
令和元年度

小学4・6年生対象

参加費
無 料

主催：岐阜県
協力：（公財）岐阜県体育協会・関係競技団体・岐阜大学・岐阜聖徳学園大学・
　　  岐阜協立大学・朝日大学・中部学院大学・大塚製薬（株）
後援：岐阜県教育委員会 ・ （独）日本スポーツ振興センター

1 応　募

2 選　考

3 認　定

4 個人情報・集計データの取扱い

①募集対象 ： 岐阜県在住または在学の小学校４・６年生
②募集方法 ： 県内各小学校及び義務教育学校を通じて、募集チラシ（参加申込書）を配付
③申込期間 ： 令和元年７月16日（火）～令和元年９月５日（木）必着
④申込方法 ： 参加申込書に必要事項を記入して、郵送により岐阜県スポーツ科学センターに申し込み
⑤受　　付 ： ９月下旬頃から参加申込者に受付・測定時間を指定した受付票を郵送にて送付
⑥参  加  費 ： 無料
⑦申込先・問合せ先 ： 岐阜県スポーツ科学センター （岐阜県競技スポーツ課）

〒502-0817 岐阜市長良福光2070-7（長良川スポーツプラザ） TEL058-297-7003（平日9：00～17：00）

（１）当日は、運動できる服装、体育館用シューズで参加
（２）選考会において怪我をした場合、看護師が応急処置
（３）参加者全員に主催者側で傷害保険に加入
（４）参加者数により、運動能力測定評価種目を変更する場合がある
④結果通知
（１）第１次選考会の選考結果は11月下旬に、第２次選考会の選考結果は１月下旬に、郵送にて通知
（２）参加者全員に測定結果を郵送にて報告
⑤注意事項
（１）選考会へは保護者または責任のとれる大人の方が同伴のうえ参加
（２）選考会では報道機関の取材・撮影等がある場合がある
（３）記録用として写真撮影を行い、ホームページ等で写真を使用する可能性がある

①選考人数
（１）第１次選考会：県内５会場で運動能力測定を実施し、その結果により各学年50名程度を選考
（２）第２次選考会：第１次選考会通過者に対して、運動能力測定を実施し、その結果等により各学年25名程度を選考
②選考会

（１）第１次選考会は、測定受付から測定終了まで１時間30分程度を予定  混雑状況にもより、時間がかかる場合がある
（２）第１次選考会は、１名につき１会場１回での参加に限る
③測定内容

第２次選考会通過者に対して、本人の意思（保護者の意向）・健康状況等の最終確認を行い、令和２年度に第６期生として
認定する予定

①応募申込、測定で得られた個人情報は、主催者が管理保管するとともに、本プロジェクト実施に関わること以外の目的
で一切使用しない
②測定結果で得られた集計データは、主催者から後援・協力団体へ情報提供する場合がある

実施日

第１次
選考会

岐南町総合体育館
（羽島郡岐南町平成7-47）10月19日（土） ①午前の部 10：00～12：30  ②午後の部 13：30～16：00

※受付・測定時間を指定し、詳細は、受付票にて連絡

岐阜協立大学体育館
（大垣市北方町5-50）

10月20日（日） ③午前の部 10：00～12：30  ④午後の部 13：30～16：00
※受付・測定時間を指定し、詳細は、受付票にて連絡

山県市総合体育館
（山県市高木1675）

⑤午後の部 13：30～16：00  ⑥夜間の部 17：30～20：00
※受付・測定時間を指定し、詳細は、受付票にて連絡

岐阜メモリアルセンター ふれ愛ドーム（第２体育館）
（岐阜市長良福光2675-28）

⑦夜間の部 17：30～20：00
※受付・測定時間を指定し、詳細は、受付票にて連絡

県立東濃高等学校体育館
（可児郡御嵩町御嵩2854-1）

⑧午前の部 10：00～12：30  ⑨午後の部 13：30～16：00
※受付・測定時間を指定し、詳細は、受付票にて連絡

岐阜メモリアルセンター ふれ愛ドーム（第２体育館）
（岐阜市長良福光2675-28）

午前の部（小学6年生） 9：30～12：00  午後の部（小学4年生） 13：30～16：00
※詳細は、選考結果通知で連絡

10月26日（土）

10月30日（水）

11月  3日（日）

12月15日（日）第２次
選考会

第１次
選考会
第２次
選考会

会　場 測定時間

20ｍ走（走力）、 立ち幅跳び（跳躍力）、 握力（筋力）、 立位ステッピング（敏捷性）

20ｍシャトルラン（持久力・走力）、 立ち３段跳び（跳躍力・瞬発力）、 メディシンボール投げ（瞬発力）、
プロアジリティテスト（敏捷性・走力）　※身長･体重（体格）も併せて計測

運動能力測定評価種目



吉田 凜香さん（清流ジュニア第２期生）
岐阜県立加茂高等学校ボート部 在籍
　ジュニアアスリート育成プロジェクトの
最大の魅力は、様々なスポーツを体験でき
ることです。球技や格闘技、水上競技など、
普段は観ることも少ない競技を実際に体
験しました。私の場合、特にボート競技に惹かれて、高校進学
時にはボート部のある学校を選びました。現在は加茂高校
ボート部で競技を行っています。このプロジェクトでの体験が
あったからこそ、ボート競技を選ぶことができたと思います。
　また、実技だけでなく座学もあり、多くの事を学びました。栄
養素の摂り方や身体のケアの仕方など、現在の競技生活にと
ても役立っています。ジュニアアスリート育成プロジェクトで
学んだことを礎に、これからのボート競技に精力的に取り組
み、国体などの大きな大会をめざしていきます。

見つける見つける
育てる育てる

活かす活かす

清流の国ジュニアアスリート育成プロジェクト
運動能力が優れた人材を県内のジュニア世代から発掘し、県独自の「育成プログラム」を計画的・継続的
に実施することにより、それぞの適性に応じた競技を選択できるよう支援。
将来オリンピックをはじめとする国際大会で活躍できるアスリート輩出をめざします。

スポーツ科学（心理学、栄養学、医学、トレーニング法等）の講義や、コミュ
ニケーション能力育成の実習等を通して、トップアスリートに必要な知識や
知的能力を育成します。

育成プログラム修了時に、中学校・高校
進学以降にトップアスリートをめざせ
る可能性のある最適な競技（部活動・
クラブ）が選択できるよう、選手、保護
者に助言・三者面談を１日実施します。

発掘
プログラム

育成
プログラム

選択
プログラム

小学４、６年生を対象に運動能力測定を実施し、
運動能力の高い選手を各25名程度発掘します。

この記録を参考にして、選考会にチャレンジしてみよう！

各競技団体の優秀な指導者のもとで多競技を体験し、自分の得意な能力を理解
しながら将来をみすえて、自分の適性にあった競技を選択できる能力を育成する。

11競技を年間20日程度、
オリンピック出場の可能性のある競技に特化して３年間で体験します。
〈予定競技〉カヌー、ボート、ウエイトリフティング、フェンシング、陸上、ホッケー、レスリング、
　　　　　ラグビーフットボール、スポーツクライミング、セーリング、自転車

・スポーツ心理学、栄養学、医学、トレーニング法等の講義を５日程度実施
・飛騨御嶽高原高地トレーニングエリア等での宿泊研修を２日間実施
・日本一をめざす部活動の見学を１日実施
・オリンピアンなどトップアスリートを講師に講演会を１日実施

清流ジュニア（中学１～３年生）

15競技を年間20日程度、
オリンピック出場の可能性のある競技に特化して２年間で体験します。
〈予定競技〉上記10競技（自転車以外）＋柔道、ボクシング、ハンドボール、水球、アーチェリー

清流キッズ（小学５、６年生）

修了生の感想

推薦コメント
プロジェクト選考委員会 委員長　小栗 和雄（岐阜聖徳学園大学准教授）
　岐阜県は多くのオリンピアンを輩出していますが、本プロジェクトは運動能力が優れた児童を発掘し、次世
代のトップアスリートを育成するものです。ここでは、優秀な指導者のもとで多競技を体験しながら自分に
合った競技を見つけることができます。また、スポーツ科学の講義、宿泊研修、トップアスリート講演会等を通
して、専門知識や自尊心、感謝する心などの人間力をみがくことができます。トップアスリートをめざす中で学
んだことは必ず皆さんの将来に役立ちます。まずは選考会に参加して自分の可能性に挑戦してください。

斉藤 史弥さん（清流キッズ第１期生）
羽島市立中央中学校 在籍
令和元年度岐阜県オリンピックアスリート

強化指定選手

　このプログラムを通して、自分のやった
ことがない競技を経験することができまし
た。アーチェリー競技はその中の一つで、現在は中学生日本
一と日本代表を目標に頑張っています。
　また、競技だけでなく、講話などを通して、バランスの良い
食事や水分補給の仕方など、スポーツをする上で知っておく
と良いことも学ぶことができ、その知識は現在の競技生活に
役立っています。
　この競技に出会えたことで、指導者の方や全国のライバル、
そして大切な仲間に出会うことができました。

競技プログラム

共通プログラム

Q

Q A

A

だれが今回の選考会に応募できますか？

岐阜県内に在住、または在学する小学4・6年
生なら、だれでも応募することができます。
応募者全員に、運動能力測定の記録をもとに
した個人別の評価表を提供しますので、今後
の体力向上に役立つ資料となります。

Q

A

育成プログラムに参加する場合の
けがや事故への対応は、
どのようになっていますか？
県が負担して傷害
保険に加入します。

Q
A

育成プログラムへの参加費用は、
必要ですか？
参加費は無料です。
ただし、追加のユニフォーム購入等により、
負担をお願いする場合があります。

Q

A

スポーツ少年団、スポーツクラブや
部活動等と育成プログラムとの
両立は可能ですか？
今、頑張っているスポ少や今後の部活動、その
他の習い事を続けながら育成プログラムに参
加することはできます。
ただし、以下ような条件があります。
①土曜日のプログラムに参加できること。
②児童生徒の送迎は保護者が行うこと。

Q
A

育成プログラムは、
いつ、どこで行われますか？
原則、土曜日18時～20時（月2～3回）に育成
プログラムを実施します。会場は主に岐阜市近
郊ですが、内容により時間・会場が変更になり
ます。また、夏休みなどには、宿泊研修を実施
する予定です。

小4男子（250名） 15.2kg 167cm

小4女子（164名） 15.0kg 159cm

小6男子（112名） 21.4kg 191cm

小6女子（  87名） 20.3kg 180cm

握力 立ち幅跳び

平成30年度 第5期生 第1次選考会参加者 平均記録（2種目）
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