
Wakayama Golden Kids Search Project 2020

スポーツタレント発掘・育成プロジェクト

募集

10月11日（日）　橋本市
10月17日（土）　串本町
10月18日（日）　新宮市
10月25日（日）　紀の川市
10月31日（土）　田辺市
11月 8日（日）　海南市
11月14日（土）　和歌山市
11月15日（日）　和歌山市
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体力測定会
参加者全員に

● ゴールデンキッズ修了生には、世界で活躍している選手もいます！！
【令和元年度　修了生の活躍＜国際大会出場者＞】

アジアU-22ハンドボール選手権（香港）　１位
カヌースプリントジュニアU23世界選手権大会(ルーマニア)
U18カナディアン　17位
第16回ディレナツィオーニトーナメント（イタリア）２位
AFC(アジアサッカー連盟) U-16選手権予選突破（ラオス）
カル・リプケンワールドシリーズ2019大会　出場
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■ 主催　 和歌山県教育委員会
■ 共催　 公益社団法人和歌山県体育協会　公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団
■ 主管　 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

● 体力測定会日程

● 参加上の注意事項
（１）参加会場及び日時について
　　　参加申込書に記入された希望日・時間を参考に、ゴールデンキッズ事務局で参加人数を調整し割振りします。決定した
　　会場及び日時については、後日送付される受付表に記載しています。

（２）個人情報の取り扱いについて
　　①このプロジェクトにおいて得られた個人情報は、本プロジェクトの目的以外に一切使用しません。

　　②活動風景等を撮影した写真が、新聞、ホームページ等に公開されることがあります。
　　　また、ゴールデンキッズに認定された場合、氏名及び学校名が報道機関に公表されます。

　　③参加申込書の提出により、上記の取り扱いについて承諾したものとみなします。

（３）各会場へは保護者で送迎をお願いします。（極力少ない人数でお願いいたします。）

（４）体力測定会には、1人につき１回のみ参加できます。

（５）体力測定会において、怪我等をした場合、主催者で応急処置をします。なお、参加者全員に対して傷害保険に加入します。

（６）新型コロナウイルス感染拡大防止について
　　①参加、引率される皆様へのお願い
　　　・主催者より郵送される「健康チェック表」で体温等をチェックし、当日受付で提出してください。
　　　　※健康チェックにより当日の体調が悪い場合は、参加をお控えください。
　　　・マスクを持参してください。（引率者を含む）　
　　　・会場ではこまめな手洗い、アルコールによる手指消毒をしてください。
　　　・会場では他の参加者とできるだけ２ｍ以上の間隔をとり、大きな声での会話や応援等はお控えください。
　　　・ゴミはお持ち帰りください。
　　　・測定会終了後、2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、下記事務局まで必ずご連絡ください。

　　②以下の感染状況等により、体力測定会の中止や参加会場変更の連絡をさせていただく場合があります。

　　③体力測定会実施における対策
　　　・１回の測定会参加者を40名以内で行い、その終了毎に机、用具などを消毒します。
　　　・測定スタッフも検温、健康チェックを行い、マスクを着用して運営します。
　　　・窓の開放や換気設備の運転等により、会場の換気を定期的に行います。
　　　・参加者に対し、会場ではマスクを着用し、測定の際に外すよう声を掛けます。
　　　　（外さずに測定しても構いませんが、事前にお子様とご相談、ご確認ください。）
　　　・他の参加者と2ｍ以上の間隔がとれるように目印を設定します。
　　　・参加者が密接しないように適宜トイレや給水を行ってもらいます。
　　　・用具を使用する前後には、アルコールによる手指消毒を行います。
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体力測定会
・緊急事態宣言の発令等により、県内に外出自粛要請が出ている場合。
・感染状況等により体力測定会の一部が実施できなくなった場合。

体力測定会の中止

・施設の都合（利用者の陽性反応等）により、会場が急遽閉館となった場合。測定会会場の変更

〒６４０－８５８５　和歌山市小松原通一丁目１番地　

県教育庁生涯学習局スポーツ課内
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  事務局
TEL  073－441－3753（平日9:00～17:45）　FAX  073－423－1660

お問い合わせ先

※以下の場合は、必ず事務局までご連絡ください。参加についてご相談させていただきます。
・参加予定者が濃厚接触者であると判明した場合。
・測定会当日、参加予定者の学校（学年・学級）が臨時休校期間の場合。
・測定会当日、発熱、風邪などの症状が見られた場合。

きいちゃんタオル
をプレゼント！

受付で各スポーツ競技体験会のチラシも配布予定！

集まれ未来のアスリート!!集まれ未来のアスリート!!

令和2年度
小学３・４年生
対象

※今年度の体力測定会は
　新型コロナウイルス感染症予防対策を
　行うため、従来の測定会と比べ変更点がありますので、
　ご理解願います。特に参加上の注意事項を熟読下さい。



プロジェクトの趣旨
　和歌山県では、各スポーツ関係団体の協力を得て、今年で１５年目となる「ゴールデンキッズ発掘プロジェクト」を実施して
います。
　このプロジェクトは、各種の体力測定により県内の優れた素質を有する子供たちを早期に見出し、関係団体と連携・協力を
図りながら、発達段階に応じた育成プログラムを実施することにより、世界の舞台で活躍し、県民に夢や感動を与えることが
できる競技者を育成していくものです。

　和歌山県では、各スポーツ関係団体の協力を得て、今年で１５年目となる「ゴールデンキッズ発掘プロジェクト」を実施して
います。
　このプロジェクトは、各種の体力測定により県内の優れた素質を有する子供たちを早期に見出し、関係団体と連携・協力を
図りながら、発達段階に応じた育成プログラムを実施することにより、世界の舞台で活躍し、県民に夢や感動を与えることが
できる競技者を育成していくものです。

1 体力測定会について3

育成プログラム2

○コオーディネーショントレーニング
　（反応・リズム・バランス）
○体幹トレーニング  他　

○様々な競技体験

○コミュニケーション能力の開発
○プレゼンテーション能力の開発  他　

○基本的な栄養の知識の習得
○ベストパフォーマンスにつながる
　食事  他

○トップアスリートによる講話
○種目測定  他

○育成プログラムの概要説明
○スポーツと栄養
○情報交換会  他

⑥ 保護者サポート
　 プログラム

⑤ アスリート
　 プログラム

④ 食育
　 プログラム

③ 知的能力開発
　 プログラム

② スペシャル
　 プログラム

① 身体能力
　 プログラム　

参加資格　 県内在住の小学３・４年生の男女

測定種目 20ｍ走・立ち幅とび・オーバーヘッドスロー(後方投げ)・複合コオーディネーション
（種目の詳細はHPでご確認ください）

服　　装 Tシャツ、ジャージ等動きやすい服装　室内用シューズ（はだしでの測定はできません）

認定者数 第15期生　小学３年生　30名程度 （新規認定）
第14期生　小学４年生　７名程度 （追加認定）

10月11日（日） 和歌山県立橋本体育館 ＜橋本市＞ ①14:30～16:00 / ②17:00～18:30

10月17日（土） 串本町立体育館 ＜串本町＞ ①13:30～15:00

10月18日（日） 新宮市立総合体育館 ＜新宮市＞ ①10:00～11:30

10月25日（日） 貴志川体育館 ＜紀の川市＞ ①9:30～11:00 / ②13:30～15:00 / ③16:00～17:30

10月31日（土） 田辺スポーツパーク体育館 ＜田辺市＞ ①9:30～11:00 / ②13:30～15:00 / ③16:00～17:30

11月 8日（日） 海南スポーツセンター ＜海南市＞ ①9:30～11:00 / ②13:30～15:00 / ③16:00～17:30

11月14日（土） 和歌山ビッグウエーブ ＜和歌山市＞
 ①9:00～10:30 / ②11:30～13:00

  ③14:30～16:00 / ④17:00～18:30

11月15日（日） 和歌山ビッグウエーブ ＜和歌山市＞ ①9:00～10:30 / ②11:30～13:00
  ③14:30～16:00 / ④17:00～18:30
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申込期間　 令和2年8月24日(月) ～令和2年9月14日(月)必着
下記よりいずれかのご希望日（時間帯）を第３希望まで選択し、下記申込方法より申し込みください

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度は、２ステージ制から１ステージ制に変更しています。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、上記測定会の一部が実施できない場合、今回のゴールデンキッズの認定が
　できない場合があります。

令和２年

申込方法

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500400/gksp/290603/d00154608.html

郵送先：〒640－8585 和歌山市小松原通一丁目１番地 県教育庁生涯学習局スポーツ課
（ FAXでの受付はいたしません。）

WEB申し込み
下記HPより、申込画面に進んでください。

別紙の申込み用紙に必要事項を記入し、直接持参する、
または、下記まで郵送してください。
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体力測定会
の開催

※９月末、受付票を発送予定


