セレクトプログラムの参加方法
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【参加費用】
セレクトプログラム・育成プログラムの参加費は無料です。
※滋賀レイキッズ生・ライト生は、ユニフォーム代
（約20,000円）等、一部費用が発生します。
（エリア生は発生しません）

【滋賀レイキッズ 第1期生】渋谷 樹里さん
第13回全日本小中学生アーチェリー選手権大会 中学校女子の部 優勝
第73回国民体育大会アーチェリー競技少年種別滋賀県代表
2019年4月から、JOCエリートアカデミーに所属
私は、
「レイキッズ1期生」に選ばれ、競技体験プログラムで「アーチェリー競
技」に出会い、全国中学校大会で優勝することが出来ました。
そして、2019年４月からオリンピック出場を目指し、日本オリンピック委員会に
よる「JOCエリートアカデミー12期生」として、チャレンジを続けています。
皆さんも、ぜひ選考会にチャレンジし、夢への第一歩を踏み出してください。

【実施種目】立ち幅跳び・反復横跳び・ドッジボール投げ・20ｍ往復走
【準 備 物】運動できる服装・室内用シューズ・飲料・タオル

開催日

【日時】
６月 １日（土） ９：30〜17：00
６月 ２日（日） ９：30〜17：00
６月 ８日（土） 13：30〜２１：00
６月22日（土） ９：30〜17：00
６月23日（日） ９：30〜17：00
６月29日（土） ９：30〜17：00
６月30日（日） ９：30〜17：00

【会場】
湖南市総合体育館
ウカルちゃんアリーナ
長浜市民体育館
布引運動公園体育館
野洲市総合体育館
滋賀県立大学体育館
安曇川総合体育館

【申込締切日】
５月16日（木）
５月16日（木）
５月23日（木）
６月 ６日（木）
６月 ６日（木）
６月13日（木）
６月13日（木）

2019年

小学5年生対象

次世代アスリート
発掘育成プロジェクト

スポーツ振興くじ助成事業

第6期生募集!!

受験者全員に運動能力テストの診断結果と判定結果をお渡しします。
（ ７月中旬〜下旬）
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【実施種目】コーディネーション・全身反応・目と手の協応・面接
【準 備 物】運動できる服装・室内用シューズ・飲料・タオル

開催日

【日時】
８月 ３日（土） ９：30〜18：30
８月 ４日（日） ９：30〜18：30

【会場】
滋賀県立スポーツ会館
滋賀県立スポーツ会館

【受験対象】
男子
女子

受験者全員に運動能力テストの診断結果と判定結果をお渡しします。
（ ８月下旬〜９月上旬）
※第１ステージの得点に第２ステージの得点を加算し、男女別に総合判定します。

申込方法
右 記のＱＲコードからアクセスして申し込 んでくだ
さい。
（ 滋 賀 県 ホームペー ジ の「しが ネット 受 付 サ ー ビ
ス」からのアクセスも可能です。）
上 記 会 場 から 一つ 選 んでお 申 込 みくだ さい 。どこ
の会 場を選 択しても構いません。
申 込 み 締 切 日が 会 場 によって異 なりますのでご 注
意ください。
申 込 みが 完 了した 方 には 、各 開 催 日 の１週 間 前 に
参 加 票と案 内を郵送します。

３つのレイ」でアスリートを育てます！

滋賀レイキッズは、
「

★礼 ｋｉｄｓ 感謝の気持ちを忘れない人に！
★麗 ｋｉｄｓ 人の心をひきつけるような 魅力ある人に！
★励 ｋｉｄｓ 目標に向かって一生懸命 努力する人に！
＜個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて＞ 必ずお読みください
○主催者および報道機関等によって撮影された写真や動画が、新聞・雑誌・報告書・募集チ
ラシ・ 関連ホームページ等で公開されることがあります。
○主催者および報道機関等によって撮影された写真や動画が、中継・録画放映及びイン
ターネットにより配信されることがあります。
○「滋賀レイキッズ」
に認定された場合、氏名、学校名等が実行委員会および報道機関によっ
て公表されることがあります。
※参加を申し込みされる方は、上記取り扱いについて承諾されたものとみなします。
次世代アスリート発掘育成プロジェクト実行委員会

＜お問い合わせ先＞
次世代アスリート発掘育成プロジェクト
実行委員会事務局
滋賀県文化スポーツ部スポーツ課（滋賀県庁内）
〒５２０-８５７７ 大津市京町四丁目１−１
TEL ０７７−５２８−３３７8

主催 ： 滋賀県 ・ 滋賀県教育委員会
主管 ： 次世代アスリート発掘育成プロジェクト実行委員会
公益財団法人滋賀県スポーツ協会
協力 ： 独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）
公益財団法人滋賀県スポーツ協会加盟競技団体

挑戦することが
夢への第一歩！

【参加資格】
滋賀県内在住の小学５年生
18カ月間の育成プログラムを継続的に受講いただける方
※育成プログラムは、県内各地で行います。
現地集合・解散が基本となりますので、保護者の送迎が
必要です。

次世代アスリート発掘育成事業 修了生からのメッセージ

次世代アスリート発掘育成プロジェクト

育成プログラム

●滋賀県の子どもたちにスポーツの楽しさや素晴らしさを伝えます！
●子どもたちの『秘めた能力』を見出し、育てます！
●個々の能力を活かせる競技へ繋ぎます！
●将来、全国大会や国際大会で活躍できるトップアスリートを目指します。

①
滋賀レイキッズ生

保護者の皆様へ
子どもたちはそれぞれ素晴らしい能力を持っています。
ぜひ、本プロジェクトへのチャレンジを応援してあげて
ください。

②

滋賀レイキッズ
各ステージ参加者全員に
「運動能力評価表」を発行！

セレクトプログラム

●クラス構成 40名程度
●プログラム実施回数 20回程度
●対象プログラム 競技体験プログラム 競技観戦プログラム 合宿プログラム
身体能力開発プログラム 知的能力開発プログラム 食育プログラム 保護者サポートプログラム

［第１ステージ突破］

ライト生

③
滋賀レイキッズ

［第１ステージ参加者］

陸上競技
桐生 祥秀 選手

●クラス構成 湖北、湖東、東近江、甲賀、近江西部、近江南部 のエリアで設定
●プログラム実施回数 ５回程度 （エリアごとの特色を生かした競技体験プログラム）

適性を見極め、
将来、活躍が期待できる競技へ接続します！

（滋賀レイキッズ生・ライト生へ）

全身反応

目と手の協応

コーディネーション

面

レスリング

スピードスケート

（参加者全員⇒約 110 名が第 2 ステージへ）

ラグビー

ドッジボール投げ

ボート

アイスホッケー

アーチェリー

陸上

ライフル射撃

身体・知的・食育プログラム 保護者プログラム

反復横跳び

カヌー

合宿・競技観戦プログラム （①対象）

第 1 ステージ

立ち幅跳び

フェンシング

接
ホッケー

20ｍ往復走

身体能力開発プログラム
（コーディネーショントレーニング）

身体能力開発プログラム
（スポーツリズムトレーニング）

水泳競技
（競泳）
大橋 悠依 選手

パスウェイプログラム

競技体験プログラム （①②③対象）

ウエイトリフティング

滋賀から全国へ！世界へ！

［第２ステージ突破］

●クラス構成 特徴ある能力を持つメンバー 70名程度
●プログラム実施回数 20回程度
●対象プログラム 競技体験プログラム 身体能力プログラム 身体能力開発プログラム
知的能力開発プログラム 食育プログラム 保護者サポートプログラム

エリア生

第２ステージ

セレクトプログラムに参加いただいた皆さんは、下記の３クラスに分かれ18カ月間、活動します！

【これまでの接続実績】
・ウエイトリフティング競技
・アーチェリー競技
・フェンシング競技
・陸上競技
・ボート競技
・カヌー競技

・ホッケー競技
・アイスホッケー競技
・ハンドボール競技
・ライフル射撃競技
・レスリング競技
他

第１期生（中学３年生）は、全国大会で大活躍中！
合宿プログラム①

合宿プログラム②

競技観戦プログラム

（①②対象）

知的能力開発プログラム
（メンタルトレーニング）

食育プログラム

保護者サポートプログラム
（食育・スポーツ傷害 他）

アーチェリー競技
渋谷 樹里 さん

ボート競技
新徳 真夕 さん
田代 凪希 さん

