
 

 

 

令和４年度スーパーアスリート育成事業 

追加指定選手が決定しました 

 

 

国際舞台で活躍できる未来のスーパーアスリートを育てる「スーパーアスリート育成事業」の令和４年度追

加指定選手が決定しました。あわせて、その指定証交付式を行います。 

 

（学年・五十音順、敬称略） 

１  指定選手 氏 名               学校名         学年  競技名 

 １ 香西 玲良（こうざい あきら）   高松工芸高校     ３   自転車 

２ 橋田 晃斗（はしだ あきと）    多度津高校      ３   ウエイトリフティング 

 ３ 松葉 壮志（まつば そうし）    香川中央高校     ３   ウエイトリフティング 

４ 大石  勇（おおいし いさむ）   坂出高校       ２   カヌー 

５ 梶野 知伯（かじの とものり）   坂出高校       ２   カヌー 

６ 高尾 勇羽（たかお ゆう）     香川中央高校     ２   ハンドボール 

７ 中條 太一（ちゅうじょう たいち） 坂出高校       ２   カヌー 

８ 西久保 琉成（にしくぼ りゅうせい）坂出高校       ２   カヌー 

９ 広瀬 徳近（ひろせ のりちか）   石田高校       ２   自転車 

  １０ 圓尾 晃生（まるお こうせい）   高松北高校      ２   フェンシング 

  １１ 松本 昂大（まつもと こうた）   坂出工業高校     １   カヌー 

  １２ 田阪 春馬（たさか はるま）    高松市立国分寺中学校 １   バドミントン 

  １３ 平田 統也（ひらた とうや）    丸亀市立南中学校   １   水泳（競泳） 

         以上１３名 

 

２  指定証交付式  日時：令和４年１１月１５日（火曜日）１６時３０分から  

       場所：香川県庁２１階特別会議室（高松市番町４－１－１０） 

主な内容 （1）指定証の交付 

            （2）教育長あいさつ 

            （3）選考委員あいさつ 

 

３  スーパーアスリート育成事業とは 

（1）将来国際舞台で活躍できるアスリートを育成するため、将来性豊かな中学・高校生選手を指定して

競技力の向上を図る事業で、平成 25 年度から実施しています。 

（2）オリンピック競技に取り組んでいる県内の中学・高校生で、中央競技団体が指定する年代別日本代

表や強化選手に選ばれている、または、全国大会で上位入賞の実績がある選手で、県競技団体等か

ら推薦のあった選手の中から、選考委員会の意見をもとに教育長が指定します。 

（3）指定選手それぞれがもつ課題を解決し、個々の能力を最大限に発揮できるよう、各選手・指導者と

連携を取りながら、県外での練習会・講習会・競技会や高度なスポーツ医科学的施設でのトレーニ

ングへの派遣、専門的コーチの招聘などを行います。 

 

 

 



 

 

 

令和４年度スーパーアスリート育成事業指定選手が決定しました 

 

 

国際舞台で活躍できる未来のスーパーアスリートを育てる「スーパーアスリート育成事業」の令和４年度指

定選手が決定しました。あわせて、その指定証交付式を行います。 

 

（学年・五十音順、敬称略） 

１  指定選手 氏 名                学校名           学年 競技名 

 １〇明石 知花（あかし ちか）     高松北高校        高３ レスリング 

新 ２ 秋山 玲二郎（あきやま れいじろう） 四国学院大学香川西高校  高３ 陸上競技（ハンマー投） 

新 ３ 伊藤 凱厘（いとう かいり）    香川中央高校       高３ ウエイトリフティング 

新 ４ 岡田 遥希（おかだ はるき）    尽誠学園高校       高３ バスケットボール 

  ５ 崎山 凜（さきやま りん）     高松中央高校       高３ 空手道 

６ 須﨑 遥也（すざき はるや）    丸亀高校         高３ 陸上競技（走高跳） 

７ 武田 琉星（たけだ りゅうせい）  香川中央高校       高３ ハンドボール 

新 ８ 多田 來生（ただ らい）      高松工芸高校       高３ バレーボール 

 ９ 谷本 夢乃（たにもと ゆめの）   坂出高校         高３ カヌースプリント 

１０ 藤川 淳（ふじかわ じゅん）    香川中央高校       高３ ハンドボール 

１１ 松原 快晟（まつばら かいせい）  星槎国際高等学校高松学習センター 高３ サッカー 

１２ 柳生 青空（やぎゅう そら）    香川中央高校       高３ ハンドボール 

１３〇山下 叶夢（やました かのん）   高松北高校        高３ レスリング 

１４ 来田 碧（きた あおい）      坂出高校         高２ カヌースプリント 

 １５ 喜田 未来乃（きた みらの）    高松中央高校       高２ 新体操 

１６ 後藤 千里（ごとう ちさと）    高松北高校        高２ フェンシング 

新１７ 佐次 桃香（さじ ももか）     香川中央高校       高２ ウエイトリフティング 

１８ 白川 愛侑子（しらかわ あゆこ）  高瀬高校         高２ 新体操 

新１９ 谷本 那津（たにもと なつ）    高松商業高校       高２ 陸上競技（走高跳） 

新２０ 豊田 ひなた（とよた ひなた）   観音寺第一高校      高２ 陸上競技（100ｍH、棒高跳） 

２１ 樋口 陽一（ひぐち よういち）   高松西高校        高２ アーチェリー 

新２２ 溝渕 芽以（みぞぶち めい）    香川中央高校       高２ ウエイトリフティング 

２３ 宮崎 忍（みやざき しのぶ）    尽誠学園高校       高２ バスケットボール 

２４ 岸本 都夢（きしもと とむ）    高松商業高等学校      高１ 陸上競技（棒高跳） 

新２５ 松井 琳空海（まつい りうら）   四国学院大学香川西高校  高１ ゴルフ 

新２６〇吉田 泰造（よしだ たいぞう）   高松北高校        高１ レスリング 

 ２７〇市ヶ谷 奈々（いちがたに なな）  高松北中学校       中３ フェンシング 

２８ 安田 翔（やすだ かける）     高松市立協和中学校    中３ バドミントン 

         以上２８名 

※番号横に新がついている選手は、今年度新たに指定した選手です。 

 番号横に〇が付いている選手は、スーパー讃岐っ子出身です。 

 

２  指定証交付式  日時：令和４年６月２３日（木曜日）１６時から  

       場所：香川県社会福祉総合センター コミュニティホール（高松市番町 1－10－35） 

主な内容 （1）指定証の交付 

            （2）教育長あいさつ 

            （3）指定選手代表あいさつ 



３  スーパーアスリート育成事業とは 

（1）将来国際舞台で活躍できるアスリートを育成するため、将来性豊かな中学・高校生選手を指定して

競技力の向上を図る事業で、平成 25 年度から実施しています。 

（2）オリンピック競技に取り組んでいる県内の中学・高校生で、中央競技団体が指定する年代別日本代

表や強化選手に選ばれている、または、全国大会で上位入賞の実績がある選手で、県競技団体等か

ら推薦のあった選手の中から、選考委員会の意見をもとに教育長が指定します。 

（3）指定選手それぞれがもつ課題を解決し、個々の能力を最大限に発揮できるよう、各選手・指導者と

連携を取りながら、県外での練習会・講習会・競技会や高度なスポーツ医科学的施設でのトレーニ

ングへの派遣、専門的コーチの招聘などを行います。 


