
 

競技力向上対策について 

 

 

１ これまでの取組経過 

   平成２６年１２月  滋賀県競技力向上基本計画の策定 

   平成２７年 ３月    滋賀県競技力向上対策本部の設置 

   平成２８年 ３月  滋賀県競技力向上推進計画の策定（概要 別紙１） 

 

２ 現状 

年 度 Ｈ23 年度 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 

開催県 66 回 山口 67 回 岐阜 68 回 東京 69 回 長崎 70回 和歌山 

天皇杯順位 ３４位 ３２位 ４０位 ３５位 ２４位 

 

３ 平成２８年度の主な競技力向上対策事業 

（１）「2024 滋賀国体強化拠点校」の指定 

    少年種別の競技力向上において、高校の運動部単位での強化が有効と考えら

れる競技について強化拠点校を指定し、優秀指導者のもとに優秀選手を集め集

中的に競技力の向上を図る。 

今年度、伊吹高校（男・女ホッケー部）、水口高校（ライフル射撃部）を指定

した。今後は、平成３１年度を目途に概ね１００部程度を指定する予定。 
   
 
  ◇強化拠点校の主な選定基準 

・過去５年に高い競技実績がある（全国大会への出場や入賞実績） 

   ・滋賀県体育協会から運動部指定強化対策事業の指定を受けている 

   ・国体会場地など、市町からの要望がある学校          等 
      

※こうした基準をもとに、競技団体と学校の意向を確認しながら選定する。 
 

◇平成２９年度指定校   ２１校３５部（詳細 別紙２） 

 

（２） 企業・大学・クラブ支援事業 

     国体等の全国大会において、常に優秀な成績を上げるために、企業・大学・

クラブチームを指定し競技力の向上を図る。 
   
  ◇平成２８年度指定団体等  １１団体１７チーム（詳細 別紙３） 

 

（３） 次世代アスリート発掘育成プロジェクト 

     県内の運動能力に優れた子どもたちを早期に見出し、各種育成プログラム

を実施することにより、将来全国大会や世界大会で活躍できるトップアスリ

ートを輩出する。 

 

  ◇第１期生３６名が修了。 

うち９名が育成プログラムの競技体験を通じて出会った競技に本格的に取り

組み始めた。 

    （フェンシング・ウェイトリフティング・アーチェリー・ボート・陸上） 

平成 28 年 (2016 年 )８月３日 

第４回総会 調査活動報告等（２） 



滋賀県競技力向上推進計画　取組方策一覧 [別紙　１]

平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年 平成３２年 平成３３年 平成３４年 平成３５年 平成36年 平成３７年～

10位以内 ８位以内 ５位以内 優勝
１５位以内を
維持する

１ジュニア選手の発掘・育成・強化

２成年選手の育成・強化・確保

３オリンピックパラリンピック候補選手の活動支援

４女性アスリートの育成・強化

５障害者スポーツの普及・選手の拡大

１指導者の確保

２指導者の養成

３組織的な競技力向上の推進

１強化拠点の構築

２施設の整備・競技用具の充実

３医科学サポート体制の整備

４選手・指導者の参加体制の整備

５交流・連携の促進

６広報を通じた県民の機運醸成

１０位台

指
導
体
制
の
充
実

拠
点
の
構
築
・
環
境
の
整
備

選
手
の
育
成
・
強
化

年　度

目標順位 ２０位台

準備期 充実期 躍進期 定着期

次世代アスリート発掘育成プロジェクト

中体連育成強化対策

高体連育成強化対策

競技団体育成強化対策

本国体躍進強化対策

競技団体育成強化対策

本国体躍進強化対策

選手指定強化対策

ふるさと選手支援

新種目強化特別対策

オリンピック・パラリンピック支援

女性アスリート指導者育成支援

障害のあるアスリート支援

パラスポーツチャレンジプロジェクト

公立学校教員採用試験における特別選考

障害者スポーツ指導者養成

指導者養成アドバイザーコーチ事業

優秀指導者養成

女性アスリート指導者育成支援(再掲)

強化スタッフ育成

国体コーチ支援

競技用具の整備

医科学サポート

アスリート広報

選手指定強化対策

一貫指導育成強化対策

高大連携育成強化対策

ターゲットエイジ重点強化対策

トップレベルチーム強化試合実施

トップレベルチーム強化試合実施

中学校運動部指定強化

高等学校運動部指定強化

企業・大学等指定強化

強化拠点校重点強化

湖上スポーツ育成・強化対策

障害者スポーツアドバイザー設置

障害者スポーツ推進

２０２４滋賀国体活躍選手採用促進

運動部活動優秀選手・指導者等活用

ふるさと選手支援（再掲）

全国大会招致支援

高大連携育成強化対策



[別紙　２]

[競技別]
競技

1 陸上 男女 草津東 大津商業 彦根翔陽（翔西館）

2 水泳（水球） 男 長浜北星

男 草津東 野洲

女 八幡商業

4 テニス 男 光泉

男 瀬田工業

女 大津 八幡商業

男 伊吹

女 伊吹

7 体操（体操） 男女 栗東

男 光泉

女 滋賀短付属

9 レスリング 男女 栗東 日野

10 ウェイトリフティング 男女 安曇川 堅田

男 近江兄弟社

女 立命館守山

12 フェンシング 男女 玉川

13 ソフトボール 男 栗東

14 ライフル射撃 男女 水口

男 草津東 八幡工業

女 草津東

16 ラグビーフットボール 男 光泉

17 カヌー 男女 大津 八幡商業 八日市南

18 アーチェリー 男女 草津東 大津商業

19 アイスホッケー 男 光泉

合計

8 バスケットボール

15 剣道

35

11 ハンドボール

5 ボート

6 ホッケー

平成２９年度　　２０２４滋賀国体強化拠点校　　　

学校名

3 サッカー



NO 団体名 競技名 団体 主な戦績

1 バレーボール 団体
2015 国体：２位
2015～16 Ｖﾌﾟﾚﾐｱﾑﾘｰｸﾞ：3位

2 ボート 団体
2015 国体４+・１×：優勝
2015 全日本社会人選手権4+・2-：優勝

3 剣道 団体
2015 全日本選手権：出場
2015 全日本実業団：ﾍﾞｽﾄ8（敢闘賞）

4 ｵｰﾊﾟﾙｵﾌﾟﾃｯｸｽ　株式会社 カヌー 団体
2015 国体K４：２位
2015 全国中学K1：２位、K2：2位

5 株式会社　滋賀銀行 バスケットボール 団体
2015 全日本実業団選手権大会：ﾍﾞｽﾄ4
2014 近畿ﾌﾞﾛｯｸ：優勝

6
株式会社水口スポーツセンター
      水口乗馬クラブ

馬術 団体
2015 国体　国体総合馬場他２種目：７位
2014 国体　標準障害飛越：5位

7 株式会社　いずみ２１ 競泳 団体
2016 日本選手権　大橋400個ﾒﾄﾞﾚｰ：3位
2015 国体　村川200個ﾒﾄﾞﾚｰ：７位

8 K.R.M体操ｾﾝﾀｰ 体操 団体
2015 インターハイ（寺地）跳馬：優勝
2015 国体　団体：16位

9 ボート 団体
2015 全日本選手権Ｗ２-：優勝
2015 全日本大学選手権Ｍ４-：2位

10 スキー 団体
2016 FISﾌｧｰｲｰｽﾄｶｯﾌﾟGS：4位
2016 全日本学生ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝGS8位

11 アイスホッケー 団体
2016 国体ﾍﾞｽﾄ16
2016 日本学生氷上選手権大会ﾍﾞｽﾄ16

12 日本精工株式会社　石部工場 ソフトボール 団体 2015 日本リーグ2部：３位

13 滋賀建機　株式会社 アーチェリー 個人 2015 国体：1位

14 公益財団法人  滋賀レイクスターズ 陸上 個人
2013 国体：1位
2014 アジア大会：2位

15 アーチェリー 個人 2015 国体：1位

16 カヌー 個人
2015 国体Ｃ１：6位・８位
2015 ｱｼﾞｱ予選：５位

17 ライフル射撃 個人 2013 国体：1位

合計 １１団体 １７チーム

平成２８年度　企業・大学・クラブチーム支援事業　　対象団体

東レ株式会社  滋賀事業場

立命館大学

株式会社　たねや

[別紙　３]


