
オリンピックメダリスト育成事業 ～ 本県からのオリンピックメダリスト輩出に向けて ～  
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オリンピック特別活動支援（新規）  
 
 １ 対   象    オリンピックでの活躍・メダルの獲得が期待される「選手個人」（ Ａ～Ｃクラス：日本代表、中央競技団体強化指定、オリ

ンピック活躍有望)、及びその選手個人のサポートを行う「競技団体」 
 ２ 支援対象経費 
  ① 個   人  遠征費、大会参加料、施設使用料、消耗品など 選手の個々の能力向上に資する経費 
  ② 競技団体  指導者の招聘派遣・配置、トレーナー派遣、用具購入(個人貸与含む)、合宿など 選手の練習環境づくりに資する経費 
 ３ 支援額及び支援対象人数等 
  ① 個   人  <助成額> 所要額   @300千円（上限）  <人   数>  20名             
  ② 競技団体  <助成額> 所要額 @4,000千円（上限）    <団体数>  3団体    

 １ 平昌･東京オリンピックに向けた重点的かつ集中的な強化 Fast Track   
 
・オリンピックでの活躍・メダルの獲得に向け、外部有識者を交えた会議で選考基準を策定のうえ、選手個人・競技団体を決定し、オリン

ピックへ重点的かつ集中的に支援を行う。 
 
  

 

 ２  次世代のメダリストの育成強化  Step By Step           

次世代アスリート育成支援（新規）  
  

 １ 対   象 ジュニア期の小中高連携した指導体制の確立を目指している競技団体（5競技団体） 

 ２ 支援対象経費  小中高の有望選手を対象とした競技団体が主催する合宿・遠征費 

 ３ 支援額及び支援団体数  <助成額> 所要額 @1,200千円（上限）  <団体数> 5団体                         

 ３ アスリートを支えるスポーツ医・科学の充実強化          

Ｃ オリンピック活躍 
有望クラス 

Ｂ 中央競技団体 
強化指定クラス 
〈全国大会入賞・ 
世界大会出場〉 

Ａ  日本代表クラス 
〈世界大会出場・活躍〉 

Ｄ 地域代表クラス 
〈県・ブロック・全国大会 

出場・活躍〉 
 

※このクラスは(競技スポーツ強化 
事業等で支援 

○ 平昌・東京オリンピックに向け、本県からメダリストを輩出するという目標を掲げ、効果的な取組みを短期間で重点的・集中的に行う。 

○ また、これまでの取組みの過程で得られたノウハウや成果をレガシーとして継承し、平昌・東京以降の大会での活躍につなげていく。 

 

マルチサポートセンター設置に向けた準備 等（新規）  
  
 １ 事業内容  ① マルチサポートセンターの設置準備、医・科学による選手サポートの強化に向け、県体育協会に 

              専任スタッフ（２名）を配置 ［新規］  

           ② 大会・合宿等へのスポーツＤｒ，メンタルトレーナー等の派遣 ［新規］  

           ③ アスリートチェックの指導回数の拡充 （100名、検査年１回、指導年３回） ［拡充］ 

           ④ 医・科学トレーニングの知識を学ぶセミナーの開催（年２回） ［継続］   等 
  ２ 参  考   スポーツ医・科学センター設置 25道府県 

 
 
・平昌・東京オリンピック以降を見据え、ジュニア期からの中・長期的な強化・育成戦略を推進し、次世代アスリートの発掘・育成・強化を図り、競

技団体が、次世代のメダリストを目指し各段階における系統性（小・中、中・高）のある指導に対して支援を行う。 

 
 

・競技力向上には、① 医科学の知見に基づいた指導、② データに基づいた科学的トレーニング、③ 選手のニーズに合ったきめ細かな

サポート、④ 選手意識の向上など、スポーツ医・科学による支援強化が必要であるため、マルチサポートセンターを設置し、アスリート

の活動を支える環境づくりを行う。 

事業目的 

資料１-１ 



1　平昌・東京オリンピックに向けた選手の育成　

　　オリンピックでの活躍、メダルの獲得が期待される選手及び選手をサポートする団体への支援

NO 競技　種目 所属 性別 年齢 本県出身学校 戦歴 備考

1 加藤　条治 かとう　じょうじ スピードスケート 男 32歳
山形市立第六中学校
山形県立山形中央高等学校

2010バンクーバーオリンピック
冬季競技大会（500ｍ銅メダ
ル）

日本スケート連盟強化指定選手

2 ウィリアムソン師円 うぃりあむそん　しえん スピードスケート
日本電産サンキョー
株式会社
（長野県）

男 21歳 山形県立山形中央高等学校
2017ワールドカップアスタナ大
会5000ｍ６位　チームパシュー
ト優勝

日本スケート連盟強化指定選手

3 一戸　誠太郎 いちのへ　せいたろう スピードスケート
国立大学法人
信州大学４年
（長野県）

男 21歳 山形県立山形中央高等学校
2017ユニバーシアードマスス
タート優勝・5000ｍ2位・チーム
パシュート2位

日本スケート連盟強化指定選手

4 小田　卓朗 おだ　たくろう スピードスケート
株式会社
開発計画研究所
（茨城県）

男 24歳 山形県立山形中央高等学校
2017ワールドカップアスタナ大
会1000ｍ3位

日本スケート連盟強化指定選手

5 坂本　永吉 さかもと　えいきち スピードスケート
医療法人ＭＳＭＣ
みどりクリニック
（三重県）

男 22歳 山形県立山形中央高等学校
H28W杯1・2戦日本代表、H28
ナショナルスプリント強化選手

日本スケート連盟強化指定選手

平成29年度（2017年度）山形県オリンピックメダリスト育成事業　対象選手・団体一覧

　(１) 個人　　（強化支援額　300千円/人）

　　①2018年平昌冬季オリンピック　強化支援　対象選手　７人

氏　　　名
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NO 競技　種目 所属 性別 年齢 本県出身学校 戦歴 備考

6 尾崎　光輔 おざき　こうすけ バイアスロン
自衛隊体育学校
（北海道）

男 24歳
2017札幌アジア大会3位
2017国際IBUカップ43位

JOC強化指定選手

7 斯波　正樹 しば　まさき スノ―ボード
RIZAP株式会社
RIZAPスキークラブ
（東京都）

男 30歳
山形市立蔵王第一中学校
山形県立山形南高等学校

2017世界選手権日本代表（ス
ペイン）
2015世界選手権日本代表

全日本スキー連盟強化指定選
手

NO 競技　種目 所属 性別 年齢 本県出身学校 戦歴 備考

8 小関　也朱篤 こせき　やすひろ 水泳　平泳ぎ
株式会社ミキハウス
（大阪府）

男 25歳
鶴岡市立鶴岡第四中学校
私立羽黒高等学校

リオデジャネイロオリンピック平
泳ぎ200ｍ・メドレーリレー5位、
平泳ぎ100ｍ6位
2017第17回世界水泳選手権
大会日本代表（出場）

日本水泳連盟強化指定選手

9 原田　喜市 はらだ　きいち 馬術　馬場馬術
蒜山（ひるぜん）
　ホースパーク
（岡山県）

男 44歳 山形市立第六中学校

リオデジャネイロオリン
ピック馬場馬術個人45
位、団体11位

日本馬術連盟強化指定選手

10 国井　麻緒 くにい　まお 新体操

学校法人藤村学園
東京女子体育大学
3年
（東京都）

女 20歳
山形市立第六中学校
私立日本大学山形高等学校

リオデジャネイロオリンピック日
本代表予備選手
2017新体操チャレンジ杯スペ
イン大会団体（フープ）優勝

日本体操協会強化指定選手

スー３０－３②

氏　　　名

　　②2020年東京オリンピック　強化支援　対象選手　１１人
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NO 競技　種目 所属 性別 年齢 本県出身学校 戦歴 備考

11 佐藤　恵 さとう　めぐみ
カヌー　スプリン
トカナディアン

公益財団法人
山形県体育協会

女 24歳
西川町立西川中学校
山形県立谷地高等学校 ウィメンカップ日本代表 日本カヌー協会強化指定選手

12 中村　美樹 なかむら　みき アーチェリー
株式会社ハードオフ
コーポレーション
（神奈川県）

女 24歳
鶴岡市立鶴岡第三中学校
山形県立鶴岡工業高等学校

2017ワールドカップ日本
代表（出場）

JOC強化指定選手

13 五十嵐　優 いがらし　ゆう バドミントン
学校法人中央大学
4年
（東京都）

男 21歳 鶴岡市立鶴岡第四中学校
日本ランキングサーキット
大会シングルス優勝

日本バドミントン協会強化指定選
手

14 高橋　諒 たかはし　まこと ボクシング
愛媛県競技力向上
対策本部
（愛媛県）

男 25歳
酒田市立第四中学校
山形県立酒田工業高等学校

H28リオデジャネイロオリ
ンピック最終予選日本代
表

JOC強化指定選手

15 那須　千春 なす　ちはる ソフトボール
株式会社
日立製作所
（神奈川県）

女 20歳 山形県立上山明新館高等学校

2017第61回東アジアカップ大
会日本代表
2017Japan cup国際大会日本
代表

日本ソフトボール協会強化指定
選手

16 曲山　紫乃 まがりやま　しの 水球
公益財団法人
山形県体育協会

女 29歳
山形市立金井中学校
山形県立山形工業高等学校

2017FIN水球ワールドリーグ
スーパーファイナル日本代表
（出場）
2017第17回世界水泳選手権
大会日本代表（出場）

日本水泳連盟強化指定選手

スー３０－３③

氏　　　名
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NO 競技　種目 所属 性別 年齢 本県出身学校 戦歴 備考

17 鈴木　琴莉 すずき　ことり 水球
学校法人
秀明大学3年
（千葉県）

女 20歳 山形市立第一中学校

2017FIN水球ワールドリーグ
スーパーファイナル日本代表
（出場）
2017第17回世界水泳選手権
大会日本代表（出場）

日本水泳連盟強化指定選手

18 細谷　香奈 ほそや　かな 水球

CNCグループ株式
会社
コスモネット
（東京都）

女 22歳
山形市立金井中学校
山形県立山形工業高等学校

2017FIN水球ワールドリーグ
スーパーファイナル日本代表
（出場）
2017第17回世界水泳選手権
大会日本代表（出場）

日本水泳連盟強化指定選手

スー３０－３④

山形県スキー連盟

山形県カヌー協会

※年齢は、2017年4月1日現在　

山形県フェンシング協会

山形県バレーボール協会

山形県ホッケー協会

競技団体

山形県スケート連盟／スピードスケート男女

山形県水泳連盟／水球女子

山形県ウエイトリフティング協会／女子

氏　　　名

２　次世代アスリートのメダリスト育成

　　　ジュニア期における系統的な指導体制の確立を図る団体への支援　（育成支援額　1,200千円/団体）

（２）団体　　（強化支援額　4,000千円/団体）

競技団体/種目
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