
種別等 得点 備　　　考

1
 NPO法人高知陸上

競技協会
全種別 45 入賞数

（成年男子4、成年女子4、少年男子3、少年女子3）

競泳　全種
３選手の入賞 10

競泳：松木琴美オリンピック選考会決勝、角岡爽同選考会出
場、梅原千鈴、安原聖力、矢部瀬里香国体入賞（全中、ＪＯに
現在出場している為）

飛込
成年女子2種目入賞　12点
少年男子　2種目入賞　２点

少年女子　２種目入賞　１０点
24 飛込：オリンピック代表選手の輩出、少年男子の競技力を強化

し、国体で２種目入賞させる。

水球
少年男子　8位 5 水球：国体８位入賞、インターハイ出場（１回戦突破でベスト８

を狙えるため）

シンクロナイズドスイミング
少年女子8位 3 シンクロ：国体８位入賞（有望選手が高校生になり国体で戦え

る年齢層になるため）

オープンウォータースイミング ―
成年男子　4位 40 ・成年男子：優勝

　　愛媛県に勝利し本大会出場

女子4位（ベスト8） 20 ・女子：国体ベスト４
　　取り組んできた世代が出場できる年齢に達する

少年男子4位（ベスト8） 20
・少年男子：29・30年度ブロック突破
　　高校の指導者が小学生の指導・指導者育成まで関わり、12
歳までに必要なトレーニングを実施し、強化を図る

4  高知県テニス協会 全種別 0 小学生を強化と普及に分けていきたい

5  高知県ボート協会 全種別 0
高校卒業後、継続して競技ができる選手の育成
（大学以降の競技継続の環境がないので、高知県内外問わず
改善を行い、成年の選手・指導者が得る必要があるため）

6
 高知県ホッケ－協

会
全種別 0 現状ではブロック突破が妥当な現実目標。

愛媛国体で少年男子の本国体出場を果たす。

7
 高知県ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連

盟
成年男子
少年男子 7.5

7.5点（成男・少男）
大学生に期待ができる。
大学との連携で合同練習を重ね少年のレベル向上が期待でき
る。

成年男女 0 成年男女：ブロック国体を突破できても、本国体は実業団等の
トップチームが出場しているため、初戦突破は厳しい状況。

少年男子8位 7.5
少年女子6位 18
ビーチバレー ―

体操 0
新体操 0

トランポリン ―
成年男子
ベスト８ 13 成年男子：ベスト８以上

　　若手選手が2020年にはピークを迎えるため

成年女子
ベスト８ 13 成年女子：ベスト８を照準

少年男子
ベスト８ 13

少年男子：ベスト８以上
　　留学生の確保や、県外の優秀な選手の確保。指導者のバ
スケットの質は高く、理論も全国トップレベル。

少年女子
ベスト８ 13 少年女子：ベスト８以上

　　留学生の確保や、県外の優秀な選手の確保

☆2020年　第75回国民体育大会　目標獲得競技得点　(H28年11月ヒアリング調査結果)

少年男女：中央高校が県内の中学生を集めているので、来年
は期待ができる。ここ数年本国体出場の確率も高くなっている
ので、試合の内容等を分析すれば、入賞する力は持っている。

10
（一社） 高知県バス
ケットボ－ル協会

競技団体名

2
（一社）高知県水泳

連盟

3
 （一社）高知県サッ

カ－協会

8
 高知県バレーボー

ル協会

9  高知県体操協会



11
 高知県レスリング

協会
全種別 36

少年フリースタイル軽量級、中量・重量級のグレコローマンスタ
イルで得点
成年フリースタイル軽量級、グレコローマン重量級で得点
女子で得点
小学生から高校生の一貫指導を継続し、全国で勝てる選手を
そのままスライドできるよう、指導プログラムを励行していく。

成年男子
2種目入賞 4 ４点（成男）

ふるさと選手（大学生）で活躍している選手に期待。

成年女子
２種目入賞 4 ４点（成女）

少年男子・女子
2種目入賞 4

４点（少年男女）
愛媛国体会場に近く、愛媛の強化に参加できるため少年にも
経験を積んでもらう。

13
 高知県ウエイトリフ

ティング協会
全種別 6

6点（成男・少男）
入賞経験のある大学生に期待。
高校生も実力を上げて徐々にレベルアップを図る。

14
 高知県ハンドボ－

ル協会
全種別 13 ４種別での国体出場　１種別で5位入賞

15
 高知県自転車競技

連盟
全種別 10 全種別での入賞（高知県内の選手で入賞）

成年男子　8位 5 ・成年男子：高校卒業生が地元大学に進学し、強化の継続が
できる。

成年女子　8位 5 ・成年女子：大学生は強化対象人数が少ないが、若年から一
般までの計画的強化をする。

少年男子　8位 5
少年女子　8位 5

成年男子
（ベスト１６） 0
成年女子

5位（ベスト8） 7.5
少年男子

３位（ベスト4） 17
少年女子

5位（ベスト8） 7.5
成年男子

5位（ベスト8） 7.5 コンスタントな入賞で自信を取り戻さす。

少年男子
４位 25

成年男子
６位以上を２種目 6

6点（成男）６位以上を２種目
　ダービー競技やトップスコア競技といった少しでも入賞可能
性がある競技に出場する。

成年女子
7位以上を３種目 6

６点（成女）
成年女子は数多くの競技会、国体でも入賞している実績があ
る。

少年
6位×２種目、7位×１種目 8

８点（少年）6位×２種目、7位×１種目
少年は種別の中で最も入賞の可能がある。中学生が数名お
り、数年後に国体で入賞できる選手になる

成年男子 0
成年女子　5位 12 成年女子は岩手国体で入賞まであと一歩

（埼玉・秋田に勝利）

少年男子　5位 12 少年男子は現在のジュニア選手が継続して活動が見込まれ
る。結果も期待ができる。

少年女子 0
成年男子　5位 13

女子　5位 13
少年男子　5位 13

・少年男女：中学生の進路先にばらつくがあるので、競技者育
成によって、計画的に強化する。東中筋中学校からは中村高
校や県外高校。明徳に１．２年生で４人位選手がいる。

12
 高知県セーリング

連盟

16

・県単独出場は3回線突破
・ブロック突破は2回戦突破
（2017年国体より県単種目が3種別のローテーションになる）

 高知県ソフトテニス
連盟

17  高知県卓球協会

18  高知県相撲連盟

19  高知県馬術連盟

20
 高知県フェンシング

協会

21  高知県柔道協会



成年男子　優勝 64 成年男子　優勝

成年女子　5位 20 成年女子　入賞

少年男子　優勝 64 少年男子　優勝

少年女子　5位 20 少年女子　入賞

成年男子
5位（ベスト8） 7.5 5位入賞（ベスト8）

成年女子
5位（ベスト8） 7.5

少年男子
5位（ベスト8） 7.5

少年女子
5位（ベスト8） 7.5

成年男子
（近的・遠的 各3位） 36 成年男子：遠的１５０点以上、近的２１中以上

成年女子
（近的・遠的 各4位） 30 成年女子：ベスト４入射法・射技を完成させ、精神力を向上さ

せる。

少年男子
（近的・遠的 各4位） 15 少年：男女国体出場　　（入賞）

少年女子
（近的・遠的 各4位） 15 少年：男女国体出場　　（入賞）

成年男子
２種目5位以内 8 ビームライフル種目入賞

１０㎡種目入賞

成年女子
2種目6位7位 3 50ｍ種目

10m種目

成年女子
2種目8位 2 ビームライフル種目入賞

１０㎡種目入賞

成年女子
2種目8位 2 ビームライフル種目入賞

１０㎡種目入賞

成年男子
5位（ベスト8） 13

成年女子
5位（ベスト8） 13

少年男子
5位（ベスト8） 13

少年女子
5位（ベスト8） 13

成年男子7位（ベスト８） 7.5 ・成年男子：ブロック突破が目標だが、本国体での決勝トーナメ
ント出場は厳しい。

女子7位（ベスト８） 7.5
・女子：普及を最優先としている。愛媛県が抜けているが、香
川県には女子チームはないので、渦潮高校に勝つチャンスは
ある。

少年男子7位（ベスト８） 12
・少年男子：2020年までブロック突破をするのが目標。四国各
県と勝敗を競う勝負ができている結果が継続されている。可能
性は一番高い。

成年男子8位 3
３点（成男）
ジュニアから経験した選手が成年となり、現在もジュニア指導
を継続しレベルも上がる。

成年女子8位 3 ３点（成女）

少年男子8位 3 ３点（少男）

少年女子8位 3 ３点（少女）

成年
国体入賞（年齢別になると選手数が足りない。各年齢で強い
選手自体はいる）

少年
2017年からブロック突破（2020年に上位入賞を目指すため）中
学生の強化

22
 高知ソフトボール

協会

23
 高知県バドミントン

協会

24  高知県弓道連盟

25
 高知県ライフル射

撃協会

26  高知県剣道連盟

27
 高知県ﾗｸﾞﾋﾞ-ﾌｯﾄﾎﾞ

-ﾙ協会

28  高知県山岳連盟



スプリント全種
成男・少男6位・7位入賞 5 スプリント：ジュニア強化選手の少年種目での活躍

SL/WW全種
2種別4種目7位入賞 8 ワイルドウォーター：ジュニアを育成して指定選手の世代交代

を図り、スラローム女子、ワイルドウォーター男女の入賞

30
 高知県ア－チェリ

－協会
全種別 0 少年男女→ブロック突破

成年男女→選手がいればブロック突破

成年男子
5位（ベスト8） 2.5 少年男女の入賞

強い大学へ結び付けたい（帝京大・近畿大・京産大等）

成年男子
5位（ベスト8） 2.5

少年男子（女子）
5位（ベスト8） 2.5

32  高知県銃剣道連盟 成年男子　4位 15 少年男子の確保
入賞

33
 高知県クレ－射撃

協会
成年男子

２０２０年　開催なし ―
（１２点）スキート7位（６点）トラップ7位（６点）
少ないが競技を行う若手もいるため、2020年には経験を積み
結果を残す。

成年女子
演武5位（12点）
試合8位（3点）

15 　成年の演技は上位と僅差なので、頑張って５位入賞と試合の
入賞を目指す。

少年女子
試合8位 3 少年の演技がなんとか入賞できれば、目標点はクリアできる。

35
 高知県ボウリング

連盟
全種別 0

成年男子8位 3 選手個々のレベルはアップしているので、大会への出場補助
等をしていく。会場練習やコースの攻略で入賞を目指す

女子8位 3
少年男子8位 3

37
 高知県軟式野球連

盟
成年男子　4位 40 選抜チームを基本に経験を積み、若手の加入で実力を発揮し

たい。上位を目指すためのモチベーション

38  高知県スキ－連盟
全種別

（ジャイアントスラロームのみ） 0 得点の獲得はできない。
現状でよくて個人３０位で入賞は不可能。

39 高知県スケート連盟 フィギュア 0 選手獲得

40
 高知県アイスホッ

ケ－連盟
成年男子 0 四国ブロックに出場することだけで精一杯

成年男子　8位 1
成年女子　優勝 8 成年女子は愛媛の実業団でトレーニング可。国際大会での活

躍がある。２０２０年にオリンピック出場も可能性大。

1001 点

390 点（スケートを除く）

1391 点

29  高知県カヌ－協会

31  高知県空手道連盟

34
 高知県なぎなた連

盟

参加（予定）得点

獲得総合得点　合計

36  高知県ゴルフ協会

41
高知県トライアスロ

ン連合

競技得点（目標）合計


