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【抄 録】 

本稿は，1912 年ストックホルム大会から 2008 年北京大会までのオリンピック夏季大会を対象に，オリンピッ

ク日本代表選手団の資料を整理し，選手の所属と最終学歴について考察することを企図した． 

選手の一覧を作成し，性別，学生/学卒別所属，学校種別最終学歴について単純集計して考察した．そ

の結果，女性選手の台頭，学生選手のプレゼンスの低下，自衛隊・警察組織の貢献度の高さ，企業スポー

ツの移り変わり，大学院卒選手と高卒選手の増加，大卒選手数と割合の低下が明らかとなった． 
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Ⅰ．緒言 

本稿は，1912 年ストックホルム大会から 2008 年

北京大会までのオリンピック夏季大会を対象に，オ

リンピック日本代表選手団の資料を整理し，選手の

所属と最終学歴について考察することを企図する． 

五輪代表選手団の所属や最終学歴は，日本の

スポーツを考える上で極めて重要である．なぜなら，

選手の現所属組織や卒業した教育機関がトップア

スリートとその指導者およびマネジメント・スタッフの

直接間接の支援組織を意味し，競技にかかわる人

材の生活保障と競技力向上に必要な資源1）調達

が実質的に担われてきた場を意味するからである． 

これらの傾向を把握し，移り変わりを記述すること

は，オリンピック研究の史的研究を前進させるだけ

でなく，わが国のスポーツの今後の発展を期す上

                                                 

1） ここでは，施設，用具，指導ノウハウなどを意味している． 

で欠かせない作業となる．またそれは，<体育会系>

就職の理解を目指す研究（束原，2008；2011a；

2011b）にとっても有用な基礎資料を提供すること

になる． 

 

Ⅱ．研究の目的 

しかしながら，オリンピック出場選手団の所属に

関し，その包括的な研究資料は管見の限り整理さ

れてこなかった．有力な先行研究としては中澤によ

る研究資料（2010，以下，『中澤資料』）が挙げられ

るが，その分析の主眼は「学生選手」に照準してお

り，現役学生選手については極めて周到に整理さ

れたものの，企業スポーツ選手やプロスポーツ選手

が混在する現所属組織と最終学歴については等

閑に付されている2）． 

                                                 

2） さらに『中澤資料』によれば，向井の評論（2008）が挙げ
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他方で，財団法人日本オリンピック委員会（以下，

「JOC」）が出した報告書「アスリートを取巻く日本の

スポーツ環境の実態（2010）」3）では，1960 年ローマ

大会から 2008 年北京大会までの選手の所属につ

いて，会社員，大学生・院生，教員・公務員，プロ

選手， 小・中・高生の枠組みから分類し，推移を

みている．本稿にとっても貴重な先行資料となるが，

集計の素となる具体的な所属先が提示されていな

いため，例えば種目ごとの強化策を検討したり，ジ

ェンダーギャップの変容を捉えたり，アスリートの進

学や就職＝<移動>4）の問題を検討したりすることは

できない． 

そこで本稿では，中澤が残した学生選手以外の

選手（何らかの学校の修業期間を終えている，とい

う意味で以後「学卒選手」）の所属と最終学歴につ

いて一覧として提示した上で，アスリート育成や競

技力向上に対する教育機関の効果を検討する際

に必要な基礎資料の作成を目指す． 

 

Ⅲ．方法 

１．対象と資料 

本稿は，『中澤資料』を重要な先行研究と位置

づけており，資料や対象は基本的にこれに準じた．

すなわち，検討の対象を日本が初めて選手団を送

り込んだ 1912 年ストックホルム大会から 2008 年北

京大会までのオリンピック夏季大会の公式競技の

みとし，公開競技・デモンストレーション競技は対象

から外した．大会ごとに大日本体育協会・日本体

育協会・日本オリンピック委員会が編集した『オリン

ピック大会報告書』（各大会でタイトル表記は若干

異なる．以下，『報告書』）を基本資料として用い，

日本体育協会がまとめた『日本体育協会七十五年

史』（以下，『体協資料』）を参考資料として用いた．

                                                                             

られるかもしれないが，誤記や計算間違いが多く指摘さ

れていて，資料の正確性には疑問符が付く．また，今回

の検討によって，『中澤資料』においても一部見落とし

が発見された． 
3） 財団法人日本オリンピック委員会 平成 21 年度 JOC ゴ

ールドプラン委員会 スポーツ将来構想プロジェクトワー

キンググループ／指導者・選手の環境整備班による． 
4）「社会（学）的移動：mobility」のこと． 

『報告書』に記載が無い情報や誤った情報に関し

ては『体協資料』や『中澤資料』を用いて追加・修

正した．その他，インターネット上の情報をも収集し

（後述），より蓋然的な所属組織 / 最終学歴を記

載するよう努めた． 

1980 年モスクワ大会については，日本は代表選

手団を送らず不参加となり，『報告書』はないが，

『体協資料』からのみの情報を用いてリストに加えた．

我が国のトップアスリートの所属組織を問うために

編まれる資料としては，モスクワ大会への出場予定

だった選手のリストも加えられた方が有用性を増す

と考えられるからである． 

 

２．資料整理の方針 

検索性を高め，資料としての有用性を高めるた

めに，選手には『報告書』および『体協資料』に記

載された順に①「ID」を付し，②「競技」，③「氏名」，

④「性別」，⑤「所属校/最終学歴」，⑥「勤務先/所

属組織」を示す．学生選手5）の場合は⑥欄に「学生」

と記し，⑤は「所属校」を意味させる．他方，学卒選

手の場合，⑥に学校・教育機関名が記されていれ

ば，そこは当該選手の教職員（コーチや研究員も

含む）としての「勤務先」を意味し，⑤に記載された

教育機関は「最終学歴」を意味することとなる．なお，

学生でありながら所属欄に企業その他の組織を記

載している選手もいるが，その場合には学生と所属

機関名を併記し，基本的に学生選手として扱うこと

とする． 

学校・教育機関の表記については，「高師」や

「高女」，「中」といった略式表記は誤解を防ぐよう

可能な限り「高等師範学校」，「高等女学校」，「中

学校」などと改める．ただし，戦後の「高等学校」に

ついては「高校」にまとめ，私立という表記があった

場合は省略する．一方で，企業その他の法人格に

                                                 

5） 『中澤資料』では，「中学生・高校生・専門学校生・大学

生（大学院生・研究生を含み，研究員を除く，また自衛

隊体育学校および警察学校は除く）のスポーツ選手を，

広義の「学生選手」として定義」しているため，本稿でも

これを踏襲する．一方，学生以外の選手は何らかの学

校・教育機関を卒業している，という意味で「学卒選手」

とした． 
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ついては，記載があったもののみを略称で表記す

る． 

⑦「備考」欄には職業，職位，学年（学生の場

合），勤務先詳細（支社，工場名，部署名など）など，

資料に記載されていた仔細な情報を転載する．欄

に収まらない情報および留意点は注として別にまと

める． 

競技名は紙幅の都合から詳細は省き，分岐した

種目は統一する．例えば，競泳，飛び込み，水球，

シンクロナイズドスイミングなどが含まれるプールを

使用した競技はすべて「水泳」とした． 

資料の引用にあたっては，固有名詞等の漢字は

できるだけ変更しないように努める． 

 

３．インターネット上の情報の取り扱い 

インターネット上の情報については，基本的に

『報告書』と『体協資料』の情報に齟齬が生じた場

合，特に学生選手とするか学卒選手とするか判然

としない場合に，より蓋然的な判断を補強するため

に参照した．例えば，戦前の大会の『報告書』にお

いては，学生選手は学校名の後に「在学」と記載さ

れることが多く，学校名のみの記載の場合，一般的

には出身校を表すものと理解できる．一方，『体協

資料』においては卒業して勤務先が不明な場合，

学校名の後に「出」をつけて示すことが多く，したが

って学校名のみの記載の場合，在学中を表すもの

と解釈できる．これらの記載が両資料間で符合して

いると，学生か学卒かを即座に判断できるが，現実

には一定数の齟齬が存在した6）．つまり，『報告書』

において「在学」が示されていないにも関わらず，

『体協資料』において学校名のみの記載になって

いる場合など，判断に迷う事例が散見されたのであ

る． 

『中澤資料』はここで，『体協資料』がもともと『報

告書』をベースに作成されていることに鑑み，『報告

書』を優先して採用している．本稿でも基本的にこ

れを踏襲するが，他面で『中澤資料』を乗り越える

使命を持つことから，その判断の妥当性を傍証す

                                                 

6） 表 1 に付した注を参照されたい． 

るような情報を求めて敢えてインターネット検索を利

用したのである． 

ただし，インターネット上の情報，特に Wikipedia

に関しては，その信頼性をめぐって議論もあること

から，取り扱いには慎重を期すべきであろう．本稿

では，1）Wikipedia の執筆ガイドラインは科学論文

並みに典拠の提示を求めていること7），2）Natureに

よる調査では 2005 年の時点で既に Encyclopædia 

Britannica に対し互角の精度を誇っていると報告さ

れたこと8），3）情報が全く無いよりは益しであること，

といった理由から，論理的な整合性が保たれる場

合にのみ，暫定的な参考情報として利用した．すな

わち，インターネット上の情報はあくまで暫定的か

つ補足的な参考情報であり，本資料はあくまで『報

告書』と『体協資料』の記述に基づくものである，そ

のことを強調しておきたい．この前提を踏まえた上

で，閲覧時点で得た当時の所属組織や最終学歴

を特定するヒントとなるような補足情報はメモとして

表 1末尾の注に付した9）．この作業には，『報告書』

と『体協資料』の齟齬や不明点を本稿がどのような

情報に基づいて，どのように扱ったのかを明らかに

し，後続の研究が同じ轍を踏まずに済むようにとの

期待が込められている． 

４．考察の視点 

考察では，まず選手の性別について大会ごとの

集計を行い、その推移をみた．次に，学生選手に

ついて整理し，『中澤資料』との対照を行った．これ

により，全選手にたいして学生選手が占める割合

およびその推移について、若干の修正を行うことが

できた．最後に，勤務先 / 所属，最終学歴につい

て集計を行った． 

 

５．倫理的責任の所在 

                                                 

7） ウィキペディア日本語版ガイドライン：内容のガイドライン

（出典を明記する，信頼できる情報源）を参照． 
8） Giles, J. (2005)を参照．ただしこのレポートについては，

Britannica側からの反論，それに対する Wikipedia側か

らの反論も提出されている． 
9） さらに，Wikipedia の情報元が検討できるように，「表 1作

成に利用されたWikipedia の脚注・参考文献・URL一覧」

を表 1補表として作成した． 
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なお，本研究において選手の実名，所属機関名，

卒業学校名などを一覧可能な状態にして公表する

にあたり，研究倫理上の問題がないか，民法の専

門家に加えて発行元である JOC および日本体育

協会に照会した．民法の専門家からは，基本的に

公刊された報告書の内容をまとめ直しているだけ

で，個人情報保護の観点から重大な倫理的問題

はないとの回答を得た．また，JOCおよび日本体育

協会からも，「情報は既に公表・公刊しているものな

ので，学術利用については全く問題がない」，との

回答を得た． 

以上のような手続きを経，著者は本稿の公表に

重大な倫理的問題はないと判断するに至った． 

 

Ⅳ．結果と考察 

１．選手一覧 

本稿で扱ったすべての選手を，上述の整理方針

に従って表 1（巻末）にまとめた．総選手数は 3,851

であった． 

 

２．性別選手数とその割合 

まず，大会ごとの性別選手数と割合の推移を表

2 と図 1 にまとめた．当初は男性のものであったオリ

ンピックも，徐々に女性の台頭が目立ち，1996 年の

アトランタ大会以降は男女比がほぼ 1：1 になってい

る．男性選手数についても，1964 年東京大会を例

外とするなら，1988 年ソウル大会の 189 名をピーク

に減少傾向にあり，1968 年メキシコ大会以降の総

選手数増加の大部分は女性選手の増加によるも

のということがわかる． 

 

３．学生選手数と割合 

学生選手および学卒選手の数と割合の推移を，

『中澤資料』との対照によって表 3 と図 2 に示した．

対象となった学生選手は全部で 1,234 名であり，全

体の 32.0％であった．数値については微々たる差

しかなく，中澤の指摘通り，学生選手が一定のプレ

ゼンスを占めてきたこと，一方でそのプレゼンスは

低下傾向にあることが追認できる． 

しかしながら，所属校種に着目して性別に整理

してみると，興味深い事実が浮き彫りとなった．学

生選手の中でも小中高校に在籍する比較的若い

学生選手（以後，「ユース選手」）と中等教育を終え

て専門学校・大学に籍を置くユース選手以外の学

生選手（同，「シニア選手」）に分け，それらを性別

にカウントしたものを表 4 および図 3 にまとめた．こ

れらによれば，全体としては学生選手についても学

卒選手についても 1996 年アトランタ大会までは男

性優位の状態が続いてきたが，ことユース選手に

限って言えば，戦前より現在までほぼ一貫して女

子が男子を上回り，平均して 7 割以上を占める優

位を保ってきたのである．この差異は，我が国の女

性スポーツ，あるいはアスリート養成の場や制度と

しての学校運動部を考える上で，極めて重要な事

実であると思われるため，ここに指摘しておきたい． 

なお，大学選手については，主要大学に限り表 5

にまとめた． 
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表 2：性別選手数と割合の推移 

  男性 女性 

 開催年 都市 全選手数 数 率 数 率 

 1912 ストックホルム 2 2 100.0% 0 0.0% 

 1920 アントワープ 15 15 100.0% 0 0.0% 

 1924 パリ 19 19 100.0% 0 0.0% 

 1928 アムステルダム 43 42 97.7% 1 2.3% 

 1932 ロサンゼルス 131 115 87.8% 16 12.2% 

 1936 ベルリン 179 162 90.5% 17 9.5% 

 1940 ［非開催］ 

 1944 ［非開催］ 

 1948 ロンドン ［不参加］ 

 1952 ヘルシンキ 72 61 84.7% 11 15.3% 

 1956 メルボルン/ストックホルム 120 104 86.7% 16 13.3% 

 1960 ローマ 167 147 88.0% 20 12.0% 

 1964 東京 355 297 83.7% 58 16.3% 

 1968 メキシコシティ 183 154 84.2% 29 15.8% 

 1972 ミュンヘン 185 150 81.1% 35 18.9% 

 1976 モントリオール 218 159 72.9% 59 27.1% 

 1980 モスクワ［不参加］ 178 140 78.7% 38 21.3% 

 1984 ロサンゼルス 232 182 78.4% 50 21.6% 

 1988 ソウル 259 189 73.0% 70 27.0% 

 1992 バルセロナ 263 181 68.8% 82 31.2% 

 1996 アトランタ 311 160 51.4% 151 48.6% 

 2000 シドニー 268 160 59.7% 108 40.3% 

 2004 アテネ 312 142 45.5% 170 54.5% 

 2008 北京 339 172 50.7% 167 49.3% 

  合計 3851 2753 71.5% 1098 28.5% 

 

 

図 1：性別選手数と割合の推移 
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表 3：全選手および学生選手の推移（『中澤資料』との比較） 

中澤資料 札幌調査 

開催年 都市 全選手 学生選手 学生比率 全選手 学生選手 学生比率

1912 ストックホルム 2 2 100.0% 2 2 100.0% 

1920 アントワープ 15 10 66.7% 15 10 66.7% 

1924 パリ 19 11 57.9% 19 12 63.2% 注 1 

1928 アムステルダム 43 29 67.4% 43 29 67.4% 

1932 ロサンゼルス 131 92 70.2% 131 92 70.2% 

1936 ベルリン 179 111 62.0% 179 113 63.1% 注 2 

1940 ［非開催］ 

1944 ［非開催］ 

1948 ロンドン ［不出場］ 

1952 ヘルシンキ 72 46 63.9% 72 46 63.9% 注 3 

1956 メルボルン/ストックホルム 119 62 52.1% 120 62 51.7% 注 4 

1960 ローマ 167 76 45.5% 167 76 45.5% 

1964 東京 357 128 35.9% 355 128 36.1% 注 5 

1968 メキシコシティ 185 56 30.3% 183 56 30.6% 注 6 

1972 ミュンヘン 182 43 23.6% 185 43 23.2% 注 7 

1976 モントリオール 213 50 23.5% 218 50 22.9% 注 8 

1980 モスクワ ［不出場］として算出せず 178 54 30.3% 注 9 

1984 ロサンゼルス 231 76 32.9% 232 76 32.8% 注 10

1988 ソウル 259 69 26.6% 259 70 27.0% 注 11

1992 バルセロナ 263 70 26.6% 263 70 26.6% 

1996 アトランタ 310 75 24.2% 311 75 24.1% 注 12

2000 シドニー 268 62 23.1% 

2004 アテネ 312 51 16.3% 

2008 北京 339 57 16.8% 

注 1 『中澤資料』では三浦彌平（マラソン・在独）を学生に数えていないが，Wikipedia によるとアントワープ大会後に

「ドイツへと留学しベルリン大学や、ドイツ体育大学にて体育学を学んだドイツ留学中の 1924 年パリオリンピックで

も代表に選ばれた」との記載があるため，本調査では留学中の学生選手であると判断した． 

注 2 『中澤資料』では学生に数えられていない水上競技：阪上安太郎は『報告書』でも「在学」となっておらず，『体協

資料』でも「早大出」となっているが，1932 ロサンゼルス大会には「早稲田第二高等学校」在学中の生徒として出

場しており，もし早稲田大学にそのまま進学していたとしても，卒業しているとは考えにくい．したがって，早稲田

大学在学中の学生と判断した．また，蹴球：右近徳太郎も数えられていないが，Wikipedia によると，「旧制神戸

一中の 4 年生だった 1930 年、第 12 回全国中等学校蹴球選手権大会で全国優勝を経験翌 1931 年に慶應義

塾大学に入学」．「同大ソッカー部では予科 1 年時から主力選手として活躍」「1937 年に慶大を卒業し、明治鉱

業に入社」とあることから，慶応大学在学中と判断した． 

注 3 水泳：毛利勝一は『報告書』では「日本大学」とのみ書かれていて，学生とは書いていないが，『体協資料』では

「日大」と書かれている．『中澤資料』では年齢から学生と判断したと思われる．本資料でもそれを踏襲した． 

注 4 選手総数は『体協資料』と『中澤資料』では 119名となっているが，実際に数えると 120名いる． 

注 5 選手総数について，『中澤資料』では「チームリーダー」2名を含め 357名とした可能性が高い．『体協資料』では

355名となっており，本調査でも実際に数えた結果 355名であった． 

注 6 選手総数は『体協資料』と『中澤資料』では 185名となっているが，実際に数えると 183名しかいない． 

注 7 選手総数は『体協資料』と『中澤資料』では 182名となっているが，実際に数えると 185名いる． 

注 8 選手総数は『体協資料』と『中澤資料』では 213名となっているが，実際に数えると 218名いる． 

注 9 『報告書』は存在しないため，『体協資料』から算出した． 

注 10 選手総数は『体協資料』と『中澤資料』では 231名となっているが，実際に数えると 232名いる． 

注 11 潜艇：平田明久（中央大学 7 年・マツダオート東京）と潜艇：小林眞樹（中央大学 5 年・マツダオート東京）をどう

捉えるかで学生選手数は変わる．『中澤資料』では後者だけを学生選手としてカウントしており，判断基準に統一

性を欠いているように見受けられる．本資料では，二人とも学生選手としてカウントした． 

注 12 選手総数は『中澤資料』では 310名となっているが，実際に数えると 311名いる． 
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図 2：学生/学卒別選手数と割合の推移 
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表 4：性別にみた学生/学卒選手数と女性選手の割合の推移 

  学生 学卒 

ユース学生 シニア学生 学生計 

開催年 都市 男 女 計 女割合 男 女 計 女割合 男 女 計 女割合 男 女 女割合

1912 ストックホルム 2 2 2 2  0 

1920 アントワープ 1 1 9 9 10 10  5 

1924 パリ 2 2 10 10 12 12  7 

1928 アムステルダム 2 2 27 27 29 29  13 1 7.1% 

1932 ロサンゼルス 7 9 16 56.3% 74 2 76 2.6% 81 11 92 12.0% 34 5 12.8%

1936 ベルリン 3 7 10 70.0% 100 3 103 2.9% 103 10 113 8.8% 59 7 10.6%

1940  

1944  

1948 ロンドン  

1952 ヘルシンキ 3 6 9 66.7% 34 3 37 8.1% 37 9 46 19.6% 24 2 7.7% 

1956 
メルボルン/ 
ストックホルム 4 3 7 42.9% 47 8 55 14.5% 51 11 62 17.7% 53 5 8.6% 

1960 ローマ 1 2 3 66.7% 69 4 73 5.5% 70 6 76 7.9% 77 14 15.4%

1964 東京 4 11 15 73.3% 103 10 113 8.8% 107 21 128 16.4% 190 37 16.3%

1968 メキシコシティ 3 9 12 75.0% 42 2 44 4.5% 45 11 56 19.6% 109 18 14.2%

1972 ミュンヘン 2 6 8 75.0% 28 7 35 20.0% 30 13 43 30.2% 120 22 15.5%

1976 モントリオール 1 9 10 90.0% 34 6 40 15.0% 35 15 50 30.0% 124 44 26.2%

1980 モスクワ 1 14 15 93.3% 33 6 39 15.4% 34 20 54 37.0% 106 18 14.5%

1984 ロサンゼルス 6 15 21 71.4% 42 13 55 23.6% 48 28 76 36.8% 134 22 14.1%

1988 ソウル 4 14 18 77.8% 37 15 52 28.8% 41 29 70 41.4% 148 41 21.7%

1992 バルセロナ 4 12 16 75.0% 37 17 54 31.5% 41 29 70 41.4% 140 53 27.5%

1996 アトランタ 4 16 20 80.0% 31 24 55 43.6% 35 40 75 53.3% 125 111 47.0%

2000 シドニー 2 6 8 75.0% 29 25 54 46.3% 31 31 62 50.0% 129 77 37.4%

2004 アテネ 0 6 6 100.0% 26 19 45 42.2% 26 25 51 49.0% 116 145 55.6%

2008 北京 1 5 6 83.3% 20 31 51 60.8% 21 36 57 63.2% 151 131 46.5%

計 55 150 205 73.2% 832 195 1027 19.0% 887 345 1232 28.0% 1864 753 28.8% 

 

 

図 3：性別にみた学生/学卒選手数と女性選手の割合の推移 
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表 5：主要大学における学生選手輩出数の推移 

開催年 都市 旧帝大 筑波 早稲田 日本 中央 明治 慶応 日体 法政 近畿 同志社 中京

1912 ストックホルム 1 1 

1920 アントワープ 2 3 1 1 1 

1924 パリ 3 1 1 

1928 アムステルダム 3 2 15 1 3 2 

1932 ロサンゼルス 3 26 4 15 16 2 1 1 

1936 ベルリン 14 3 35 4 4 8 14 1 

1940 

1944 

1948 ロンドン 

1952 ヘルシンキ 1 1 7 6 6 3 7 1 1 

1956 メルボルン/ストックホルム 3 5 6 7 6 14 2 

1960 ローマ 14 2 7 13 10 7 4 2 4 2 

1964 東京 5 23 16 15 17 4 3 8 1 4 

1968 メキシコシティ 5 6 4 4 5 2 1 10 

1972 ミュンヘン 2 1 8 6 2 1 4 2 1 2 1 

1976 モントリオール 1 4 7 7 1 5 2 

1980 モスクワ 2 1 8 4 1 4 3 2 

1984 ロサンゼルス 1 1 10 8 10 3 1 3 

1988 ソウル 3 8 16 2 1 2 1 4 

1992 バルセロナ 2 5 9 3 1 8 4 4 2 

1996 アトランタ 1 7 11 1 5 1 7 1 2 1 

2000 シドニー 5 4 3 7 2 2 5 6 1 2 

2004 アテネ 4 2 4 1 3 4 3 1 3 

2008 北京 2 7 2 3 2 2 2 2 1 

計 35 49 164 134 86 80 64 61 41 23 23 22

戦後計 15 34 87 125 81 52 31 59 40 23 21 22

注 筑波大学は「東京高等師範学校」および「東京教育大学」を含む． 

 

開催年 都市 立教 天理 順天堂 専修 関西 東海 立命 拓殖 国士舘 関学 大体

1912 ストックホルム 

1920 アントワープ 

1924 パリ 1 1 

1928 アムステルダム 

1932 ロサンゼルス 1 1 2 

1936 ベルリン 6 2 3 1 

1940 

1944 

1948 ロンドン 

1952 ヘルシンキ 1 

1956 メルボルン/ストックホルム 4 2 2 1 

1960 ローマ 1 2 2 1 1 

1964 東京 4 4 1 

1968 メキシコシティ 2 

1972 ミュンヘン 1 

1976 モントリオール 1 2 1 

1980 モスクワ 3 1 2 3 

1984 ロサンゼルス 1 1 2 

1988 ソウル 1 1 1 2 2 

1992 バルセロナ 2 1 

1996 アトランタ 1 1 1 2 

2000 シドニー 1 1 2 4 

2004 アテネ 4 4 2 2 1 

2008 北京 1 1 1 1 

計 17 14 14 11 11 8 8 7 7 5 2 

戦後計 9 14 14 8 6 8 7 7 7 4 2 
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４．学卒選手の所属組織 

学卒選手の所属先に関して，3 人以上を輩出

している機関についてのみ，表 6 にまとめた．ま

た，主要な組織の選手輩出数の推移について，

表 7 および表 810に示した．これらをみると，以下

の 4点について指摘できる． 

第一に，自衛隊・警察は，戦後一貫してわが

国におけるトップアスリートの養成機関として大き

な役割を担ってきたということである．自衛隊体

育学校で行われてきた通年合宿形式とも呼べる

強化方法は，現在ナショナルスポーツ科学セン

ター（JISS）で行われている強化システムの原型

といえる．2012 年ロンドン大会でも自衛隊所属の

アスリートが結果を残したことから，こうした方法

が見直され，より洗練されていくとの予見も成り

立つかもしれない． 

第二に，1992 年バルセロナ大会までは，八幡

製鉄（現・新日本製鐵）や日本鋼管（現・JFE ホ

ールディングス）を中心とした鉄鋼産業，ユニチ

カ（旧・大日本紡績，ニチボー）や東レ（旧・東洋

レイヨン），旭化成，リッカーミシンといった紡績関

連企業11）が多くのアスリートの生活を保障してき

たといえる．しかしこれらの企業は，業界自体の

動勢によって会社自体の統廃合も進み，それに

伴う運動部の統合，休廃部を余儀なくされること

がある．例えば，近年であれば長らく多くの五輪

代表選手を輩出してきた松下電器やエスビー食

品の運動部が休廃部に追い込まれる事例があ

ったが，これらはそうした業界自体のダイナミズム，

あるいは企業自体の業績の変化によって運動部

が休廃部になった典型であると言えよう． 

ただし，第三に，一定数の選手を長い期間連

続して輩出し続けることができる企業は，事業の

多角化を図って成功している．東レや旭化成，

                                                 

10） 「日本大学」と「日本体育大学」を「大学」カテゴリから

独立して算出したのは，それらが学卒選手の所属先

として特に多くの選手を輩出してきているからであ

る． 
11） 紡績関連企業のアスリート育成，さらにはオリンピック

との関わりは，新雅史の一連の著作（2004a，2004b，

2013）に詳しい． 

日立製作所といった企業がそれである．もともと

繊維業から出発した旭化成などは，当初は持っ

ていなかった健康スポーツ部門を立ち上げ，サ

プリメントなどを製造・販売するに至っている．企

業がスポーツを抱え続けるための戦略として興

味深く，今後の日本型企業スポーツの一モデル

となるものと期待される12）． 

第四に，大学をはじめとする学校教育機関は，

学生選手養成の場としてだけでなく，学卒選手

の勤務先としても極めて大きな役割を果たしてい

る．施設や指導体制が整っていることに加え，民

間企業に比べて比較的市場の影響を受けにくく，

かつ，現役選手を終えたらすぐさま指導者として

のキャリアをスタートさせることができる．これは，

トレーニングノウハウのスムーズな伝達を可能に

するシステムとも言え，わが国のアスリート養成を

成功させてきた要因の一つであると捉えることも

できる． 

 

                                                 

12） ただし，企業がスポーツ部門を持っていたからそれを

維持するために事業展開をしたのか，企業がスポー

ツ部門の有無とは無関連にスポーツ関連事業の展

開を意図したから結果としてスポーツ部門を持ち続

けることになったのか，因果関係の向きはわからな

い． 
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表 6：3 人以上の学卒選手を輩出する機関一覧 

 

1956_メルボルン 1960_ローマ 1960_東京 1968_メキシコ 1972_ミュンヘン 

社名 人数 社名 人数 社名 人数 社名 人数 社名 人数

八幡製鉄 4 リッカーミシン 5 八幡製鉄 18 自衛隊体育学校 11 自衛隊体育学校 11

田辺製業 3 旭化成工業 4 自衛隊 16 八幡製鉄 9 日本鋼管 7

日本鉱業 4 リッカーミシン 12 日立製作所武蔵工場 6 ユニチカ 7

日本通運 4 大日本紡績 9 実家営業 5 住友金属工業 5

八幡製鉄 4 東急電鉄 8 日本大学 5 松下電器 5

 日立製作所 8 自由業 4 自営 4

 警察官 6 東洋工業 4 新日本製鐵 4

 巴工業 6 日本鋼管 4 日本体育大学 4

 古川電工 6 ヤシカ 3 大崎電気 3

 旭化成 5 古河電気工業 3 日立製作所 3

 BS タイヤ 4 東京スポーツ商会 3 ヤシカ 3

 大昭和製紙 4 日本体育大学 3 

 日本鋼管 4 三菱重工 3 

 日本体育大学 4  

 松下電器 4  

 東洋レーヨン 3  

 日本鉱業 3  

 

1976_モントリオール 1984_ロサンゼルス 1988_ソウル 1992_バルセロナ 

社名 人数 社名 人数 社名 人数 社名 人数

自衛隊 13 自衛隊体育学校 22 自衛隊体育大学 13 自衛隊体育学校 8

日立製作所 12 日立製作所 9 日本体育大学 7 東京ドーム 5

ユニチカ 8 本田技研 7 富士写真フィルム 7 日立製作所武蔵工場 5

立石電機 5 和歌山県教育委員会 7 日立製作所 6 新日本製鐵 4

日本鋼管 5 富士写真フィルム 6 マツダオート東京 6 日本電信電話東京資材調達センター 4

新日本製鉄 4 大同特殊鋼 5 本田技研工業 6 ヨネックス 4

大同製鋼 4 湧永製薬 5 大崎電気工業 4 旭化成工業 3

日本体育大学 4 エスビー食品 4 関東自動車工業 4 インテック 3

警視庁 3 日本体育大学 4 新日本製鐵 4 ミキハウス 3

ジャスコ 3 旭化成工業 3 日本電気 4 リクルート 3

住友金属 3 朝日生命 3 和歌山県教育庁 4 サントリー 3

大昭和製紙 3 国士舘大学 3 湧永製薬 4 日本生命保険 3

本田技研 3 自営 3 旭化成工業 3 日本石油 3

島野工業 3 エスビー食品 3 日本電気 3

東芝 3 日本電信電話 3

プリンスホテル 3 富士通 3

マルニ 3

トヨタ自動車 3

 

1996_アトランタ 2000_シドニー 2004_アテネ 2008_北京 

社名 人数 社名 人数 社名 人数 社名 人数

自衛隊体育学校 8 日立製作所 11 ミキハウス 11 綜合警備保障 6

日本電信電話 7 ミキハウス 8 ジャパンエナジー 9 富士通 6

ジャパンエナジー 6 自衛隊体育学校 7 ルネサステクノロジ 7 自衛隊体育学校 5

シャンソン化粧品 6 ミズノ 7 ソニーイーエムシーエス一宮テック 6 セントラルスポーツ 5

旭化成工業 5 旭化成工業 5 TASAKI ペルーレ 5 朝日生命体操クラブ 4

日本石油 5 日本競輪選手会 4 ミズノ 5 学校法人了徳寺学園 4

太陽誘電 4 井村シンクロクラブ 4 旭化成 4 ルネサステクノロジ 4

プロサイクリスト 4 ガンバ大阪 3 井村シンクロクラブ 4 サントリー/サントリーサンバーズ 4

ユニチカ 4 関東自動車工業 3 関東自動車工業 4 ソニーイーエムシーエス一宮テック 4

読売西友ベレーザ 4 三洋電機 3 三洋電機 4 中日ドラゴンズ 4

乗馬クラブクレイン 3 新日本製鐵 3 自衛隊体育学校 4 東海大学 4

ダイエー 3 ダイキ 3 綜合警備保障 4 ミズノ 4

ミキハウス 3 日本生命保険 3 日テレ･ベレーザ 4 日本テレビフットボールクラブ 3

リクルート 3 東日本電信電話 3 日本電気 4 日立製作所ソフトウエア事業部 3

清水 FC エスパルス 3 富士通 3 (社)日本競輪選手会 3 ミキハウス 3

ジュビロ磐田 3 横浜マリノス 3 FC 東京 3 埼玉西部ライオンズ 3

鈴与清水 FC ラブリーレディース 3 ダイキ 3 三洋電機 3

日本電装 3 三井住友海上火災保険 3 清水エスパルス 3

フリー 3 ヨネックス 3 千葉ロッテマリーンズ 3

プリマハム FC くノ一 3 中国電力 3

三菱自動車工業 3 東レ/東レアローズ 3

日本体育大学 3

阪神タイガーズ 3

久光製薬/久光製薬スプリングス 3

福岡ソフトバンクホークス 3
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表 7：主要な所属組織と学卒選手輩出数の推移 

開催年 都市 自
衛

隊
 

警
察

 

日
立

 

新
日

鐵
 

旭
化

成
 

ユ
ニ

チ
カ

 

JF
E

 

N
T

T
 

リ
ッ

カ
ー

ミ
シ

ン
 

松
下

 

ミ
ズ

ノ
 

富
士

通
 

東
レ

 

JT
 

1912 ストックホルム 

1920 アントワープ 

1924 パリ 

1928 アムステルダム 4 

1932 ロサンゼルス 5 1 

1936 ベルリン 5 2 1 1 

1940 

1944 

1948 ロンドン 

1952 ヘルシンキ 1 2 1 1 

1956 メルボルン/ストックホルム 2 2 5 1 2 1 

1960 ローマ  6 1 4 4  2  5    1  

1964 東京 21 6 7 19 5 12 4 2 14 4   3 1

1968 メキシコシティ 13 4 7 9 3 1 4  2 1    1

1972 ミュンヘン 11 6 3 4  7 8  1 5   1 2

1976 モントリオール 14 7 12 6 2 8 5   2   1 2

1980 モスクワ 12 9  1 2 5 1        

1984 ロサンゼルス 18 9 9 2 2 1 1    1  1 1

1988 ソウル 14 6 6 3 3        1 1

1992 バルセロナ 8 5 5 5 3 1 1 7  2 1 3  1

1996 アトランタ 8 2 4 2 5 4 1 9  5 1 2 1  

2000 シドニー 7 8 11 3 5   3   7 3   

2004 アテネ 4 5 2  4   3   5 2 1 1

2008 北京 6 2 3 2 2 2 6 6 3 2

計 153 77 72 66 42 39 30 26 22 22 22 16 14 12

戦後計 139 77 70 65 41 39 30 26 22 22 21 16 14 12

 

注１ 「自衛隊」を軍隊として捉え，「陸軍騎兵学校」，「警察予備隊」を含む． 

注２ 「新日鐵」は，「八幡製鉄」と「富士製鉄」を含む． 

注３ 「JFE」は「日本鋼管」，「川崎製鉄」，「日立造船」を含む． 

注４ 「ユニチカ」は「日本レイヨン」，「大日本紡績」，「ニチボー」を含む． 

注５ 「NTT」は「電電公社」，「日本電電」，東/西 NTT を含む． 

注６ 「JT」は「専売公社」を含む． 
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表 8：学卒選手の所属先としての学校教育機関 

 開催年 都市 日体 日大 中高 大学 学校法人 学校関係  

 1912 ストックホルム 

 1920 アントワープ 

 1924 パリ 1 1 

 1928 アムステルダム 

 1932 ロサンゼルス 1 1 

 1936 ベルリン 1 4 1 5 

 1940 

 1944 

 1948 ロンドン 

 1952 ヘルシンキ 1 3 2 5 

 1956 メルボルン/ストックホルム 3 3 6 1 10 

 1960 ローマ 4 2 4 12  16 

 1964 東京 6 3 1 14  15 

 1968 メキシコシティ 3 5 1 18  19 

 1972 ミュンヘン 4  7 8  15 

 1976 モントリオール 5 2 4 14 1 19 

 1980 モスクワ  3 9 8  17 

 1984 ロサンゼルス 1 1 14 10  24 

 1988 ソウル 7 1 12 15  27 

 1992 バルセロナ 3 2 3 10 2 15 

 1996 アトランタ 2  9 6  15 

 2000 シドニー   4 3  7 

 2004 アテネ 1  6 7  13 

 2008 北京 1 4 8 5 17 

 計 42 19 89 143 9 241 

 戦後計 41 19 84 141 9 234 

 

５．最終学歴 

学卒選手の最終学歴について，学校種別に

表 913）と図 4 にまとめた．戦前は学制が異なるた

め，種別の区分が難しく，集計は戦後に限った．

また，中退は当該学校種別に加えた14．ここでは，

以下の 2点を指摘しておきたい． 

第一に，当初大学卒のエリートの専有物であ

ったスポーツが，50 年代末以降に高卒にも開放

されてきたことである．企業が高卒アスリートを積

極的に雇用したのは戦後復興が軌道に乗った

50 年代から 80 年代である．この時期，高卒者は

金の卵と呼ばれ，優れて日本的な就業慣行，す

なわち学校を中心とした「間断なき<移動>（＝就

                                                 

13） 「院生」は大学院在学中の学生選手であるが，大学

院への入学者が増えていること，つまり，選手の所属

先として大学院が有力となってきていることを示すた

めに，参考として併記した． 
14） 例えば，厳密に言えば大学中退は高卒となるが，本

稿においては「大学」としてカウントした，ということ． 

業）」が広汎に成立した時代であった15）．学校の

教師が部の顧問となる日本的学校運動部活動

の特殊性16）に鑑みて，誤解を恐れずに言えば，

その教師が生徒の進路決定に実質的な影響力

を持つ日本的学卒就業慣行の特殊性が，日本

的企業スポーツの広汎な成立を可能にしてきた

と仮説されよう17）． 

他方で第二に，大学院卒および院生選手の

数と割合が近年急激に伸びている一方で，大卒

の割合はむしろ減少し，高卒割合が 4 割程度の

高い値で推移してきていることがわかる．この変

化は，表 2 と図 1 で確認した女性選手割合の増

加，特に表 4 と図 3 女性ユース学生選手の増加

とも関連しているものと推察される． 

                                                 

15） 現象としては「集団就職」を想起されたい．苅谷

（1991）を参照のこと．  
16） 中澤（2011a；2011b）を参照のこと． 
17） ちなみに，こうした状況の中で<体育会系>就職の現

象は存続してきたことは先行研究のなかから確認さ

れている．詳細は，束原（2008）を参照のこと． 
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大学院卒および院生選手の増加については，

アスリートのセカンド・キャリア・リスクの高まりが背

景にあるものと想定される．すなわち，従来の企

業スポーツにおいては正規社員契約による終身

雇用が目指されたが，近年の企業スポーツでは

雇用形態が嘱託や期限付きといった非正規契

約，また，スポンサー契約やプロ契約といった雇

用とは異なるタイプの関係性へと多様化した．こ

れにより，アスリートは現役期間中のサポートやト

レーニング体制を充実させた代わりに，現役引

退後の安定を手放したといえる．こうした環境変

化に対応すべく，アスリートの側が学歴を積む戦

略をとる傾向にあるものと推察される． 

 

表 9：学卒選手の最終学歴（戦後） 

開催年 都市 小学 中学 高校 専門学校 短大 大学 大学院 院生 

1952 ヘルシンキ 1 2 2 3 16 

1956 メルボルン/ストックホルム 2 1 5 2 3 48 

1960 ローマ  3 8 2  78  

1964 東京 1 2 61 1 3 162  

1968 メキシコシティ  2 28  1 98  

1972 ミュンヘン（注 2）   4   4  3 

1976 モントリオール  6 61  2 98 2 2 

1980 モスクワ（注 2）   1     2 

1984 ロサンゼルス  5 47 1 2 98 5 2 

1988 ソウル  3 55 2 1 126 3 2 

1992 バルセロナ  1 54 3 2 132 3 1 

1996 アトランタ  2 109 3 8 119 3 3 

2000 シドニー  1 87 5 7 102 11 5 

2004 アテネ   117 1 5 136 7 10 

2008 北京 1 104 1 2 153 23 6 

戦後計 4 29 743 24 36 1370 57 36 

注１ 旧制時代の塾や専門学校でも後に大学となっている場合は大学と数えた． 

注２ 1972 年ミュンヘン大会ならびに 1980 年モスクワ大会については『報告書』や『体協資料』に最終学歴についての

記載がない． 

 

図 4：学卒選手の最終学歴における高校・大学・大学院割合の推移（戦後） 
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Ⅴ．結語 

最後に，本資料の意義と限界について触れたい．

本稿は，わが国の代表としてオリンピック大会に出

場したアスリートの所属と最終学歴について，学卒

選手を含んで網羅的に整理された初めての資料で

ある．「Ⅳ．結果と考察」で若干の視点を提示してき

たが，このような基礎的な分析をするために必要な

情報を統合して示すことができた点，さらに，ウェブ

文献データとして誰もが利用しやすい形で公開で

きた点は，スポーツ研究やオリンピック研究を進め

る上で学術的にも実践的にも価値ある作業であっ

たといえよう． 

たしかに，夏季に限定された点，指導者・スタッフ

を除外した点，所属先の契約形態が不明な点など，

限界も多くある．オリンピック自体の変化やメダル獲

得数など，重要であるにも関わらず言及できなかっ

た論点もある．すべては筆者の力不足によるもので

あるが，研究者がコミュニティとしてこれを利用し，こ

れらの限界を乗り越えるようなデータベースが利用

者によって作り上げられていくことで，本稿の価値

が少しずつ高まっていく途上にあると捉えたい．ち

ょうど本稿に『中澤資料』を補う意味が込められたよ

うに，より多くの研究者・実践者が本資料を活用す

ることで欠点を補い限界を超えて欲しい．そうした

試みの橋頭堡になることを切に願って，本稿を閉じ

る． 

 

附記 

本稿は，平成23-26年度日本学術振興機構学術

研究助成基金助成金若手研究（B：No.23700733）

「＜体育会系＞就職の変遷——戦後から現在まで

——」の成果の一部である． 

『報告書』および『体協資料』については一橋大

学の中澤篤史先生から提供をうけた．データの整

理はそのほとんどを札幌大学経営学部（2013年3

月卒業）の野中佐紀氏に頼った．JOCの報告書に

ついては和光大学の原田尚幸先生から提供を受

けた．第5回スポーツマネジメント学会（2012年12月

9日，於：東北大学）ならびにスポーツ文化研究会

2012（2013年1月27日，於：一橋大学）で発表の機

会を得，岡本純也先生，坂上康博先生（以上，一

橋大学），乗松優先生（桐蔭横浜大学），石坂友司

先生（関東学園大学（当時））をはじめ多くの先生，

院生の方々から有益な示唆を得た．ご協力いただ

いたすべての皆様に感謝を申し上げます． 
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選手ID 競技 氏名 性別 所属校/最終学歴 勤務先/所属組織 備考

1912̲ストックホルム

1 陸上 三島 弥彦 男 東京大学 学生

2 陸上 ⾦栗 四三 男 東京高等師範学校 学生

1920̲アントワープ

3 陸上 加賀 一朗 男 明治大学 学生

4 陸上 山岡 慎一 男 東京大学 学生

5 陸上 蓮⾒ 三郎 男 ⽇本⻭科 学生

6 陸上 ⼤浦 留市 男 東京高等師範学校 学生

7 陸上 佐野 幸之助 男 不明 松江⻘年

8 陸上 三浦 弥平 男 早稲田大学 学生

9 陸上 茂木 善作 男 東京高等師範学校 学生

10 陸上 八島 健三 男 小樽中学校 学生

11 陸上 益田 弘 男 慶應義塾大学 学生

12 陸上/⽔泳 斎藤 兼吉 男 東京高等師範学校 学生

13 陸上 野⼝ 源三郎 男 不明 大日本体育協会 幹事

14 陸上 ⾦栗 四三 男 不明 大日本体育協会 委員

15 水泳 内田 正練 男 北海道⼤学 学生

16 テニス 熊谷 一弥 男 不明 三菱合資

17 テニス 柏尾 誠⼀郎 男 不明 三井物産

1924̲パリ

18 陸上 谷 三三五 男 不明 南滿州鐵道

19 陸上 納⼾ 徳重 男 東京高等師範学校 学生

20 陸上 岡崎 勝男 男 東京大学 外務省 注1

21 陸上 田代 菊之助 男 中央大学 学生

22 陸上 ⾦栗 四三 男 不明 東京⼥⼦師範学校 教員

23 陸上 三浦 彌平 男 在獨 学生 注2

24 陸上 織田 幹雄 男 広島一中 不明 注3

25 近代五種 上田 精一 男 東京高等師範学校 学生

26 レスリング 内藤 克俊 男 ペンシルバニア大学 学生

27 水泳 髙石 勝男 男 早稲田高等学院 学生

28 水泳 小野田 一雄 男 明治大学 学生

29 水泳 宮畑 ⻁彦 男 東京高等師範学校 学生

30 水泳 野田 一雄 男 浜松商業学校 学生

31 水泳 石田 恒信 男 関⻄学院 学生

32 水泳 齋藤 巍洋 男 ⽴教⼤学 学生

33 テニス 福田 雅之介 男 不明 高田商会 在米

34 テニス 原田 武一 男 ハーバード大学 学生

35 テニス 岡本 忠 男 不明 三井物産 在印度

36 テニス 本田 朝次 男 不明 三井物産

1928̲アムステルダム

37 陸上 相澤 巌夫 男 京都大学 学生

38 陸上 永谷 壽一 男 明治大学 南滿州鐵道

39 陸上 三木 義雄 男 慶應義塾大学 大阪屋商店 商店員

40 陸上 山田 兼松 男 不明 坂出⾭年

41 陸上 津田 晴一朗 男 慶應義塾大学 学生

42 陸上 織田 幹雄 男 早稲田大学 学生

43 陸上 中澤 ⽶太郎 男 東京高等師範学校研究科 学生 大学院生

44 陸上 南部 忠平 男 早稲田大学 学生

45 陸上 木村 一夫 男 早稲田大学 学生

46 陸上 住吉 耕作 男 早稲田大学 学生

47 陸上 沖田 芳夫 男 早稲田大学 学生

48 陸上 古⼭ ⼀郎 男 早稲田大学 学生

49 陸上 齋 ⾠雄 男 三重⾼等農林学校 名古屋育英商業学校 教員

50 陸上 井沼 淸七 男 早稲田大学 学生

51 陸上 大澤 重憲 男 早稲田大学 学生

52 陸上 山口 直三 男 早稲田大学 学生

53 陸上 ⼈⾒ 絹枝 ⼥ 二階堂体操塾 大阪毎日新聞社

54 水泳 髙石 勝男 男 早稲田大学 学生

55 水泳 鶴⽥ 義⾏ 男 不明 報知新聞社

56 水泳 新井 信男 男 早稲田大学 学生

57 水泳 米山 弘 男 早稲田大学 学生

58 水泳 入江 稔夫 男 茨木中学校 学生

59 水泳 ⽵林 隆⼆ 男 早稲田大学 学生

60 水泳 佐田 徳平 男 明治大学 学生

61 水泳 ⽊村 象雷 男 早稲田大学 学生

62 水泳 馬渡 勇喜 男 明治大学 学生

表１ 五輪代表選⼿⼀覧
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選手ID 競技 氏名 性別 所属校/最終学歴 勤務先/所属組織 備考

63 水泳 野田 一雄 男 慶應義塾大学 学生

64 水泳 高階 富士夫 男 茨城中学校 学生

65 漕艇 園部 司 男 東京大学 学生

66 漕艇 能勢 一男 男 明治大学 学生

67 漕艇 土田 信 男 東京大学 学生

68 漕艇 高島 勇 男 早稲田大学 学生

69 漕艇 佐藤 ⼋郎 男 日本大学 学生

70 漕艇 濱田 義明 男 東京高等師範学校 学生 体育科

71 漕艇 菅原 兵衛 男 東京高等工業学校 学生

72 漕艇 ⽯井 ⾦⼀朗 男 商業学校 東京ロウイング倶楽部

73 ボクシング 岡本 不⼆ 男 東洋商業 日本拳闘倶楽部

74 ボクシング ⾅⽥ ⾦太郎 男 明治大学 日本拳闘倶楽部

75 レスリング 新免 伊助 男 不明 講道館

76 馬術 遊佐 幸平 男 陸軍⼠官学校 陸軍騎兵学校 騎兵中佐

77 馬術 岡田 小七 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 騎兵少佐

78 馬術 城⼾ 俊三 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 騎兵少佐

79 馬術 吉田 重友 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 騎兵大尉
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80 陸上 織田 幹雄 男 早稲田大学 朝日新聞社

81 陸上 吉岡 隆徳 男 東京高等師範学校 学生

82 陸上 阿武 巌夫 男 慶應義塾大学 学生

83 陸上 佐々木 吉藏 男 東京高等師範学校 学生

84 陸上 増田 硪 男 静岡工業学校 不明 会社員

85 陸上 大木 正幹 男 法政大学 学生

86 陸上 ⻄ 貞⼀ 男 同志社大学 学生

87 陸上 中島 亥太郎 男 早稲田大学 学生

88 陸上 張 星賢 男 早稲田大学 学生

89 陸上 北本 正路 男 慶應義塾大学 学生

90 陸上 ⽵中 正⼀郎 男 慶應義塾大学 学生

91 陸上 權 泰夏 男 明治大学 浪⼈

92 陸上 ⾦ 恩培 男 養正高等普通学校 学生

93 陸上 津⽥ 晴⼀郎 男 慶應義塾大学 常磐生命 注4

94 陸上 藤⽥ ⾠三 男 東京⽂理科⼤学 学生

95 陸上 南部 忠平 男 早稲田大学 美津濃 注5

96 陸上 大島 鎌吉 男 関⻄⼤学 学生

97 陸上 田島 直人 男 専修大学 学生

98 陸上 小野 操 男 慶應義塾大学 学生

99 陸上 木村 一夫 男 早稲田大学 学生

100 陸上 ⻄⽥ 修平 男 早稲田大学 学生

101 陸上 望月 倭夫 男 東京高等師範学校 学生

102 陸上 住吉 耕作 男 早稲田大学 学生

103 陸上 ⻑尾 三郎 男 関⻄⼤学 学生

104 陸上 落合 正義 男 明治大学 学生

105 陸上 ⻑尾 雄治 男 明治大学 学生

106 陸上 眞保 正子 ⼥ ⽇本⼥⼦体育専門学校 ⼤阪府⽴泉尾⾼等⼥学校 教員

107 陸上 渡邉 すみ子 ⼥ 名古屋⾼等⼥学校 学生

108 陸上 土倉 麻 ⼥ 京都府⽴第⼀⾼等⼥学校⾼等科 学生

109 陸上 柴田 タカ ⼥ ⼭形⾼等⼥学校 学生

110 陸上 村岡 美枝 ⼥ 愛知県⽴第⼀⾼等⼥学校 職業ナシ 注6

111 陸上 中⻄ みち ⼥ 京都⼆條⾼等⼥学校⾼等科 学生

112 陸上 石津 光恵 ⼥ ⼭中⾼等⼥学校 職業ナシ 注7

113 陸上 相良 ⼋重 ⼥ 日本体育専門学校 学生

114 陸上 廣橋 百合子 ⼥ ⽻咋⾼等⼥学校 学生

115 水泳 髙石 勝男 男 早稲田大学 不明 注8

116 水泳 宮崎 康二 男 濵松一中 学生

117 水泳 遊佐 正憲 男 日本大学 学生

118 水泳 豊田 久吉 男 日本大学 学生

119 水泳 片山 兼吉 男 明治大学 学生

120 水泳 ⾼橋 善次郎 男 早稲田大学高等学院 学生

121 水泳 河石 達吾 男 慶應義塾大学 学生

122 水泳 大横田 勉 男 明治大学 学生

123 水泳 横山 隆志 男 早稲田大学 学生

124 水泳 石原田 愿 男 明治大学 学生

125 水泳 杉本 盛 男 日本大学 学生

126 水泳 牧野 正蔵 男 ⾒付中学校 学生

127 水泳 武村 寅雄 男 明治大学 学生

128 水泳 木村 久壽雄 男 高知商業高校 学生

129 水泳 武村 淸 男 明治大学 学生
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130 水泳 鶴⽥ 義⾏ 男 明治大学 南満州鉄道 注9

131 水泳 ⼩池 禮参 男 沼津商業学校 学生

132 水泳 中川 重雄 男 不明 不明 会社員

133 水泳 淸川 正二 男 名古屋高等商業学校 学生

134 水泳 入江 稔夫 男 早稲田大学 学生

135 水泳 河津 憲太郎 男 明治大学 学生

136 水泳 鈴⽊ 政雄 男 明治大学 学生

137 水泳 松澤 初穂 ⼥ ⽇本⼥⼦体育専門学校 学生

138 水泳 横田 みさを ⼥ 同志社⾼等⼥学校 学生

139 水泳 小島 一技 ⼥ 椙⼭⾼等⼥学校 学生

140 水泳 荒田 雪江 ⼥ 京都⼆條⾼等⼥学校⾼等科 学生

141 水泳 守岡 初子 ⼥ 不明 大阪 注10

142 水泳 前畑 秀子 ⼥ 椙⼭⾼等⼥学校 学生

143 水泳 ⼩林 ⼀男 男 不明 大阪 大阪

144 水泳 ⽣江 哲太郎 男 明治大学 学生

145 水泳 石田 英勝 男 ⽇本⾶⾏学校 不明 ⾶⾏⼠

146 水泳 鎌倉 悦子 ⼥ 清⽔⾕⾼等⼥学校 職業ナシ

147 水泳 藤田 明 男 早稲田大学 横浜ゴム 注11

148 水泳 阪上 安太郎 男 早稲田第二高校 学生

149 水泳 木村 淸兵衛 男 慶應義塾大学 学生

150 水泳 澤海 東助 男 慶應義塾大学 学生

151 水泳 時任 巌 男 早稲田大学 職業ナシ

152 水泳 土井 修爾 男 早稲田大学 学生

153 水泳 松本 隆重 男 早稲田大学 学生

154 水泳 村井 淸 男 早稲田大学 官吏（国家公務員）

155 水泳 ⽵林 隆⼆ 男 早稲田大学 学生

156 漕艇 池田 啓造 男 早稲田大学 学生

157 漕艇 佐野 敏 男 早稲田大学 学生

158 漕艇 田中 節治 男 早稲田大学 学生

159 漕艇 ⻄ 殿太郎 男 早稲田大学 学生

160 漕艇 松浦 説雄 男 早稲田大学 学生

161 漕艇 田中 英光 男 早稲田大学 学生

162 漕艇 藤原 重男 男 早稲田大学 学生

163 漕艇 榎本 吉夫 男 早稲田大学 学生

164 漕艇 原 三郎 男 早稲田大学 学生

165 漕艇 鴨下 義雄 男 早稲田大学 学生

166 漕艇 齋藤 盈夫 男 早稲田大学 学生

167 漕艇 南波 正吉 男 慶應義塾大学 学生

168 漕艇 ⾼橋 六郎 男 慶應義塾大学 学生

169 漕艇 伴 紀雄 男 慶應義塾商工学校 学生

170 漕艇 柴⽥ 梅太郎 男 慶應義塾大学 学生

171 漕艇 鈴⽊ ⼤吉 男 慶應義塾大学 学生

172 漕艇 村山 又芳 男 慶應義塾大学 学生

173 漕艇 河野 四朗 男 慶應義塾大学 学生

174 馬術 城⼾ 俊三 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 注12

175 馬術 今村 安 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 注12

176 馬術 吉田 重友 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 注12

177 馬術 奈良 太郎 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 注13

178 馬術 山本 盛重 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 注14

179 馬術 ⻄ ⽵⼀ 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 注15

180 ボクシング 中尾 明 男 法政大学 不明 会社員

181 ボクシング 村上 淸信 男 明治薬学専門学校 浜野商事 会社員

182 ボクシング ⻲岡 勝雄 男 日本大学 学生

183 ボクシング ⻩ ⼄秀 男 明治大学 学生

184 ボクシング 平林 愛國 男 明治大学 学生

185 レスリング 鈴⽊ 英太郎 男 コロンビア大学 不明 在米

186 レスリング 八田 一朗 男 早稲田大学 不明 会社員

187 レスリング 宮崎 米一 男 早稲田大学 不明 会社員

188 レスリング 加瀬 淸 男 ⽴教⼤学 学生

189 レスリング 河野 芳男 男 明治大学 学生

190 レスリング 小谷 澄之 男 東京高等師範学校 南満州鉄道 注16

191 レスリング 吉田 四一 男 不明 不明

192 ホッケー 浅川 増幸 男 慶應義塾大学 不明 注17

193 ホッケー 今 治彦 男 早稲田大学 学生

194 ホッケー ⼩⻄ 健⼀ 男 早稲田大学 学生

195 ホッケー 宇佐美 敏夫 男 東京商科大学 不明 会社員

196 ホッケー 猪原 淳三 男 早稲田大学 学生

197 ホッケー 永田 寛 男 明治大学 不明 注18
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198 ホッケー ⼩林 定義 男 明治大学 官吏

199 ホッケー 中村 英一 男 慶應義塾大学 学生

200 ホッケー 柴田 勝己 男 東京商科大学 不明 会社員

201 ホッケー 酒井 義雄 男 明治大学 学生

202 ホッケー 左右田 秋雄 男 早稲田大学 学生

203 ホッケー 三浦 四朗 男 明治大学 学生

204 ホッケー 濱田 駿吉 男 慶應義塾大学 学生

205 体操 本間 茂雄 男 東京⽂理科⼤学 学生

206 体操 佐々野 利彦 男 日本体育会体操学校 学生

207 体操 近藤 天 男 成城中学校 不明 注19

208 体操 武田 義孝 男 日本体育会体操学校 不明 教員

209 体操 角⽥ 不⼆夫 男 麻布中学校 不明 注20

210 体操 芳賀 眞人 男 早稲田大学 学生
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211 陸上 吉岡 隆徳 男 東京高等師範学校 ⼤塚陸具

212 陸上 佐々木 吉蔵 男 東京高等師範学校 茗友倶

213 陸上 鈴⽊ 聞多 男 慶應義塾大学 学生

214 陸上 谷口 睦生 男 関⻄⼤学 学生

215 陸上 矢澤 正雄 男 専修大学 学生

216 陸上 窪田 博芳 男 早稲田大学 不明 注21

217 陸上 相原 豐次 男 中央大学 学生

218 陸上 張 星賢 男 早稲田大学 南満州鉄道

219 陸上 今井 慶二 男 慶應義塾大学 学生

220 陸上 富江 利直 男 明治大学 仙台鉄道

221 陸上 靑地球 磨男 男 ⽴教⼤学 学生

222 陸上 中村 淸 男 早稲田大学 不明

223 陸上 村社 講平 男 中央大学 学生

224 陸上 孫 基赬 男 養正高等普通学校 学生

225 陸上 塩飽 玉男 男 香川県坂出東部小学校 坂出⻘年

226 陸上 鈴⽊ 房重 男 日本大学 学生

227 陸上 南 昇龍 男 明治大学 学生

228 陸上 村上 正 男 早稲田大学 学生

229 陸上 清⽔ 孝太郎 男 早稲田大学 不明 注21

230 陸上 福田 時雄 男 関⻄⼤学 学生

231 陸上 市原 正雄 男 ⽴命館⼤学 学生

232 陸上 田中 秀雄 男 中央大学 学生

233 陸上 今井 哲夫 男 慶應義塾大学 不明

234 陸上 大島 鎌吉 男 関⻄⼤学 大阪毎日

235 陸上 原田 正夫 男 京都帝国大学 ⽇⽴製作

236 陸上 田島 直人 男 京都帝国大学 三井鉱山

237 陸上 ⼾上 研之 男 関⻄⼤学 学生

238 陸上 古田 康治 男 鞍手中学校 八幡製鉄

239 陸上 ⻄⽥ 修平 男 早稲田大学 ⽇⽴製作

240 陸上 大江 季雄 男 慶應義塾大学 学生

241 陸上 安達 淸 男 早稲田大学 学生

242 陸上 朝隈 善郎 男 明治大学 学生

243 陸上 田中 弘 男 早稲田大学 学生

244 陸上 矢田 喜美雄 男 早稲田大学 学生

245 陸上 阿部 功 男 中央大学 学⽣/鉄道省 注22

246 陸上 松野 榮⼀郎 男 京都帝国大学 学生

247 陸上 ⻑尾 三郎 男 関⻄⼤学 不明 注23

248 陸上 植野 登 男 早稲田大学 学生

249 陸上 高田 静雄 男 広島⻄⾼等⼩学校 広島陸具

250 陸上 奈良岡 良⼆ 男 ⻘森師範学校 不明

251 陸上 小宮 悦子 ⼥ ⼋幡⾼等⼥学校 不明

252 陸上 峰島 秀 男 ⽇本⼥⼦体育専門学校 国府台⾼等⼥学校 教員

253 陸上 三井 美代子 ⼥ ⽇本⼥⼦体育専門学校 学生

254 陸上 ⻄⽥ 順⼦ ⼥ 札幌⾼等⼥学校 札幌⾼等⼥学校 教員

255 陸上 山本 定子 ⼥ 中京⾼等⼥学校 中京⾼等⼥学校 教員

256 陸上 中村 コウ ⼥ 北海⾼等⼥学校 学生

257 陸上 兒島 ふみ ⼥ 中京⾼等⼥学校 学生

258 水泳 遊佐 正憲 男 日本大学 学生

259 水泳 新井 茂雄 男 濵松農蚕学校 不明

260 水泳 田口 正治 男 ⽴教⼤学 学生

261 水泳 杉浦 重雄 男 静岡県⽴第⼀中学校 不明

262 水泳 宮崎 康二 男 慶應義塾大学 学生

263 水泳 鶴岡 榮 男 ⽴教⼤学 学生

264 水泳 鵜藤 俊平 男 ⽴教⼤学 学生

261



選手ID 競技 氏名 性別 所属校/最終学歴 勤務先/所属組織 備考

265 水泳 寺田 登 男 慶應義塾大学 学生

266 水泳 根上 博 男 ⽴教⼤学 不明

267 水泳 石原田 愿 男 明治大学 学生

268 水泳 牧野 正蔵 男 早稲田大学 学生

269 水泳 永⾒ 達明 男 早稲田大学 学生

270 水泳 本⽥ 惣⼀郎 男 ⽴教⼤学 学生

271 水泳 田中 一男 男 早稲田大学 学生

272 水泳 新間 六柄 男 早稲田大学 学生

273 水泳 兒島 泰彦 男 慶應義塾大学 学生

274 水泳 明 文一 男 石川県小松商業学校 ⻘果卸商あきや 注24

275 水泳 清川 正二 男 東京商科大学 兼松商店

276 水泳 吉田 喜一 男 早稲田大学 学生

277 水泳 葉室 鐡夫 男 日本大学 学生

278 水泳 ⼩池 禮三 男 慶應義塾大学 学生

279 水泳 伊藤 三郎 男 明治大学 学生

280 水泳 柴原 恒雄 男 日本大学 学生

281 水泳 ⼩柳 富男 男 早稲田大学 学生

282 水泳 阪上 安太郎 男 早稲田大学 学生 注25

283 水泳 ⾼橋 善次郎 男 早稲田大学 不明

284 水泳 勝久 重隆 男 早稲田大学 不明

285 水泳 ⽚岡 寅次郎 男 早稲田大学 不明

286 水泳 高木 茂雄 男 早稲田大学 学生 注26

287 水泳 田野 耕清 男 ⽴教⼤学 学生

288 水泳 和田 幸一 男 慶應義塾大学 学生

289 水泳 若⼭ 瀧美 男 早稲田大学 学生

290 水泳 前田 倍三 男 早稲田大学 学生

291 水泳 古荘 次平 男 早稲田大学 学生

292 水泳 ⾼橋 三郎 男 慶應義塾大学 学生

293 水泳 守岡 ハツ子 ⼥ 妙寺小学校 大阪

294 水泳 小島 一技 ⼥ 椙⼭⼥学園 学生

295 水泳 古田 つね子 ⼥ 中泉⾼等⼥学校 学生

296 水泳 ⽵村 令 ⼥ 京都府⽴第⼀⾼等⼥学校 学生

297 水泳 松村 昶子 ⼥ ⼭⼝⾼等⼥学校 学生

298 水泳 前畑 秀子 ⼥ 椙⼭⼥学園 学生

299 水泳 壷井 宇乃子 ⼥ ⽇本⼥⼦体育専門学校 学生

300 水泳 香野 夫佐子 ⼥ ⻄宮⾼等⼥学校 不明

301 水泳 ⼤澤 禮⼦ ⼥ 精華⼥学校 不明

302 水泳 大澤 政代 ⼥ 精華⼥学校 不明

303 サッカー 加茂 健 男 早稲田大学 学生

304 サッカー 川本 恭三 男 早稲田大学 学生

305 サッカー ⻄⾢ 昌⼀ 男 早稲田大学 学生

306 サッカー 高橋 豊二 男 東京帝国大学 学生

307 サッカー 松永 ⾏ 男 東京高等師範学校 学生

308 サッカー 加茂 正五 男 早稲田大学 学生

309 サッカー 種田 孝一 男 東京帝国大学 学生

310 サッカー ⾦ 容植 男 京城普成専門学校 学生

311 サッカー ⽴原 元夫 男 早稲田大学 不明

312 サッカー 笹野 積次 男 早稲田大学 学生

313 サッカー 竹内 悌三 男 東京帝国大学 不明 注27

314 サッカー 鈴⽊ 保男 男 早稲田大学 不明

315 サッカー 堀江 忠男 男 早稲田大学 学生

316 サッカー 佐野 理平 男 早稲田大学 学生

317 サッカー 不破 整 男 第一早稲田高等学院 学生

318 サッカー 右近 徳太郎 男 慶應義塾大学 学生 注28

319 ホッケー 脇坂 貞夫 男 東京商科大学 不明

320 ホッケー 田中 昇 男 東京商科大学 不明 注29

321 ホッケー 伊藤 赳夫 男 東京商科大学 学生

322 ホッケー 菊地 信 男 東京商科大学 不明

323 ホッケー 杉山 益男 男 早稲田大学 不明

324 ホッケー 柳 武彦 男 慶應義塾大学 学生

325 ホッケー 上野 安夫 男 慶應義塾大学 学生

326 ホッケー 倉内 大次 男 東京商科大学 学生

327 ホッケー 酒井 義雄 男 明治大学 不明

328 ホッケー 村岡 敏 男 明治大学 学生

329 ホッケー 武知 治 男 東京商科大学 学生

330 ホッケー 大津 敏雄 男 明治大学 不明

331 ホッケー 伊藤 通弘 男 慶應義塾大学 学生

332 ホッケー 濱田 駿吉 男 慶應義塾大学 不明 注30
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333 漕艇 霜島 正 男 東京帝国大学 学生

334 漕艇 根岸 正 男 東京帝国大学 学生

335 漕艇 柏原 勝 男 東京帝国大学 学生

336 漕艇 關川 主水 男 東京帝国大学 学生

337 漕艇 三田 勇 男 東京帝国大学 不明 注31

338 漕艇 北村 修 男 東京帝国大学 学生

339 漕艇 中川 春好 男 東京帝国大学 学生

340 漕艇 堀 武男 男 東京帝国大学 学生

341 漕艇 鈴⽊ 善照 男 東京帝国大学 不明

342 漕艇 八木 進 男 東京帝国大学 不明

343 漕艇 ⽶⾕ 利治 男 東京帝国大学 不明

344 漕艇 ⼿島 太郎 男 早稲田大学 学生

345 漕艇 遠藤 興一 男 早稲田大学 学生

346 漕艇 畠山 孝 男 早稲田大学 学生

347 漕艇 山田 太一 男 早稲田大学 学生

348 漕艇 ⽩坂 ⼒ 男 早稲田大学 学生

349 漕艇 安部 牧 男 早稲田大学 学生

350 漕艇 滿留 勉 男 早稲田大学 学生

351 体操 武田 義考 男 日本体育会体操学校 日本体育会体操学校 注32

352 体操 曽根 道貫 男 日本体育会体操学校 不明

353 体操 三宅 芳夫 男 日本体育会体操学校 不明

354 体操 角⽥ 不⼆夫 男 麻布中学校 不明

355 体操 野坂 浩 男 慶應義塾大学 学生

356 体操 松延 博 男 東京高等師範学校 学生

357 体操 遠⼭ 喜⼀郎 男 東京高等師範学校 不明

358 体操 有本 彦六 男 日本体育会体操学校 不明

359 バスケットボール ⽥中 秀次郎 男 東京帝国大学 不明

360 バスケットボール 前田 昌保 男 ⽴教⼤学 不明

361 バスケットボール 中江 孝男 男 東京帝国大学 学生

362 バスケットボール 横山 堅七 男 早稲田大学 学生

363 バスケットボール ⿅⼦⽊ 健⽇⼦ ⼥ 東京帝国大学 学生

364 バスケットボール 廉 殷鉉 男 延禧専門学校 学生

365 バスケットボール 松井 聰 男 京都帝国大学 学生

366 バスケットボール 宗像 卯一 男 早稲田大学 学生

367 バスケットボール 張 利鎭 男 延禧専門学校 学生

368 バスケットボール 吉井 精三郎 男 東京高等師範学校 学生

369 バスケットボール 李 性求 男 延禧専門学校 不明 注33

370 ヨット 財部 寛明 男 慶應義塾大学 不明

371 ヨット 三井 卓雄 男 九州帝国大学 不明

372 ヨット 籠野 ⼀彦 男 九州帝国大学 学生

373 ヨット 藤村 紀雄 男 早稲田大学 学生

374 ヨット 吉本 善多 男 同志社大学 学生

375 レスリング 丹波 幸次郎 男 早稲田大学 不明

376 レスリング 水谷 光三 男 明治大学 学生

377 レスリング 吉岡 秀市 男 明治大学 学生

378 レスリング 風間 榮一 男 早稲田大学 学生

379 レスリング 増富 省⼀ 男 早稲田大学 学生

380 馬術 ⼤瀧 淸太郎 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 騎兵少佐

381 馬術 ⻄ ⽵⼀ 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 騎兵大尉

382 馬術 松井 麻之助 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 騎兵大尉

383 馬術 稲波 弘次 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 騎兵中尉

384 馬術 岩橋 学 男 陸軍騎兵学校 陸軍騎兵学校 騎兵中尉

385 ボクシング 中野 千代人 男 専修大学 学生

386 ボクシング 橋岡 俊平 男 法政大学 不明

387 ボクシング 宮間 佐治郎 男 名古屋市笹島高等小学校 不明

388 ボクシング 永松 英吉 男 明治大学 学生

389 ボクシング 李 奎煥 男 京城中東学校 学生

1952̲ヘルシンキ

390 陸上 内川 義高 男 三養基中学校 三井鉱山（株） 注34

391 陸上 ⻄⽥ 勝男 男 中央大学 学生

392 陸上 山田 敬蔵 男 ⼤使館国⺠学校⾼等科 同和鉱業（株） 注35

393 陸上 細田 富男 男 日本大学 八幡製鉄（株）

394 陸上 室矢 芳隆 男 中央大学 学生

395 陸上 井上 治 男 中央大学 学生

396 陸上 的場 淳吉 男 同志社大学 学生

397 陸上 山本 弘一 男 京都大学 学生

398 陸上 岡野 栄太郎 男 中央大学 学生

399 陸上 高橋 進 男 東京高等師範学校 八幡製鉄（株）
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400 陸上 田島 政次 男 中央大学 学生

401 陸上 飯室 芳男 男 ⼭梨県⽴甲府⼯業学校 東京鉄道管理局

402 陸上 山本 忠司 男 京都工業専門学校 香川県庁 営繕課

403 陸上 ⻑⾕川 敬三 男 早稲田大学 朝日新聞 大阪本社

404 陸上 沢田 文吉 男 東京高等師範学校 岐阜市教育委員会

405 陸上 木南 道孝 男 東京高等師範学校 ⼤阪市⽴東⾼校 教員

406 陸上 宮下 美代 ⼥ 光華短期大学 学生

407 陸上 吉川 綾⼦ ⼥ 帝塚山学院大学 学生

408 陸上 吉野 トヨ子 ⼥ 中京⼥⼦体育専門学校 ⼭梨県教育委員会

409 水泳 古橋 広之進 男 日本大学 大同毛織（株）

410 水泳 鈴⽊ 弘 男 日本大学 学生

411 水泳 後藤 暢 男 浮羽高校 学生

412 水泳 浜口 喜博 男 日本大学 日本鋼管（株）

413 水泳 橋⽖ 四郎 男 日本大学 AIU 注36

414 水泳 田中 寧夫 男 早稲田大学 学生

415 水泳 ⻄ 拡 男 明治大学 学生

416 水泳 倉橋 範彦 男 日本大学 学生

417 水泳 ⻘⽊ ⾏義 男 熊本県⽴⿅本⾼校 学生

418 水泳 梶川 孝義 男 早稲田高等学院 学生 注37

419 水泳 平山 綽保 男 日本大学 学生

420 水泳 ⾕川 禎次郎 男 日本大学 学生

421 水泳 田中 純夫 男 早稲田大学 学生

422 水泳 浅野 満 男 早稲田大学 学生

423 水泳 北村 康雄 男 早稲田大学 学生

424 水泳 ⻄野 恭正 男 日本大学 ⻭科医師

425 水泳 田中 守 男 早稲田大学 学生

426 水泳 ⻑沢 ⼆郎 男 早稲田大学 学生

427 水泳 ⽑利 勝⼀ 男 日本大学 学生 注38

428 水泳 坂本 和子 ⼥ 五条高校 学生

429 水泳 山下 貞子 ⼥ 五条高校 東洋レイヨン（株）

430 水泳 田村 美佐子 ⼥ 和歌⼭県⽴伊都⾼校 学生

431 水泳 大石 康子 ⼥ 天理短期⼤学 学生

432 水泳 ⻘⽊ 政代 ⼥ 和歌⼭県⽴伊都⾼校 学生

433 水泳 坂口 文子 ⼥ 奈良県⽴五条⾼校 学生

434 水泳 宮部 シズエ ⼥ 奈良県宇智郡野原町野原中学校 学生

435 水泳 宮本 まさみ ⼥ ⾦沢桜丘⾼校 学生 注39

436 レスリング 北野 祐秀 男 慶應義塾大学 学生

437 レスリング 石井 庄八 男 中央大学 学生

438 レスリング 富永 利三郎 男 明治大学 学生

439 レスリング 霜鳥 武雄 男 明治大学 学生

440 レスリング 山崎 次男 男 関⻄学院⼤学 学生

441 漕艇 松尾 浩介 男 慶應義塾大学 学生

442 漕艇 五藤 隆二 男 慶應義塾大学 学生

443 漕艇 神田 和夫 男 慶應義塾大学 学生

444 漕艇 武内 利弥 男 慶應義塾大学 学生

445 漕艇 小暮 保 男 慶應義塾大学 学生

446 体操 竹本 正男 男 日本体育専門学校 日本体育大学 教員

447 体操 小野 喬 男 東京教育大学 学生

448 体操 ⾦⼦ 明友 男 東京高等師範学校 桐朋高校 教員

449 体操 鍋⾕ 鉄⺒ 男 慶應義塾大学 学生

450 体操 上迫 忠夫 男 日本体育専門学校 開成学園 教員

451 ヨット 海徳 敬次郎 男 関⻄学院⼤学 中日本重工業（株） 注40

452 ⾃転⾞ 加藤 忠 男 相良中学校 不明 注41

453 ⾃転⾞ 田島 正純 男 法政大学 学生

454 ⾃転⾞ 近成 保 男 不明 不明 農業

455 ⾃転⾞ 富岡 喜平 男 ⼋⼾市第⼀中学校 不明 注41

456 重量挙げ 白石 勇 男 新居浜尋常高等小学校 日新化学工業（株）

457 ボクシング 永⽥ 吉太郎 男 日本大学 学生

458 ボクシング ⽯丸 利⼈ 男 早稲田大学 学生

459 フェンシング 牧 真一 男 慶應義塾大学 三石高級耐火工業（株）

460 射撃 猪熊 幸夫 男 明治大学 警察予備隊

461 馬術 喜多井 利明 男 専修大学 軽種馬生産農業（協）

1956̲メルボルン/ストックホルム

462 陸上 釜本 文男 男 日本大学 日本体育会

463 陸上 広島 庫夫 男 北郷⾼等⼩学校 旭化成工業（株）

464 陸上 浜村 秀雄 男 秋穂高等小学校 山口県庁 注42

465 陸上 川島 義明 男 日本大学 学生

466 陸上 潮 喬平 男 中央大学 学生
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467 陸上 清藤 亨 男 中央大学 熊本相互銀⾏

468 陸上 室矢 芳隆 男 中央大学 八幡製鉄（株）

469 陸上 鈴⽊ 重晴 男 早稲田大学 東北⼯業（株）

470 陸上 赤木 完次 男 中央大学 富士製鉄（株）

471 陸上 ⼤串 啓⼆ 男 東京教育大学 学生

472 陸上 ⽯川 ⾏男 男 早稲田大学 大昭和製紙（株）

473 陸上 園⽥ 祐四郎 男 関⻄⼤学 八幡製鉄（株）

474 陸上 田島 政治 男 中央大学 読売新聞 東京本社

475 陸上 小掛 照二 男 早稲田大学 大昭和製紙（株）

476 陸上 柴田 宏 男 都⽴⻘⼭⾼校 （株）松屋

477 陸上 桜井 孝治 男 早稲田大学 学生

478 陸上 小島 義雄 男 法政大学 川崎重工業（株）

479 陸上 高橋 ヨシエ ⼥ 中央大学 中央大学 学生課

480 陸上 吉野 トヨ子 ⼥ 中京⾼等⼥学校 埼玉県教育委員会

481 陸上 志田 順子 ⼥ 中央大学 学生

482 水泳 鈴⽊ 弘 男 日本大学 日本通運（株）

483 水泳 谷 訯 男 早稲田大学 八幡製鉄（株）

484 水泳 古賀 学 男 早稲田大学 学生

485 水泳 古川 徹 男 宮之城高校 学生

486 水泳 清水 健 男 ⽴教⼤学 学生

487 水泳 山中 毅 男 輪島⾼校 学生

488 水泳 野々下 耕嗣 男 中央大学 学生

489 水泳 ⻘⽊ ⾏義 男 日本大学 学生

490 水泳 ⼋⽊ 清三郎 男 日本大学 学生

491 水泳 野⽥ 芳郎 男 明治大学 学生

492 水泳 古川 勝 男 日本大学 学生

493 水泳 吉村 昌弘 男 日本大学 学生

494 水泳 石本 隆 男 日本大学 学生

495 水泳 ⻑⾕ 景治 男 早稲田大学 学生

496 水泳 富田 一雄 男 三潴高校 学生

497 水泳 二宮 英雄 男 慶應義塾大学 学生

498 水泳 ⾺淵 良 男 日本大学 ⻑野電鉄（株）

499 水泳 馬場 豊 男 早稲田大学 （株）天御津

500 水泳 弘世 初子 ⼥ 相愛⼥⼦短期⼤学 学生

501 水泳 津⾕ ⿅乃⼦ ⼥ 松蔭⼥⼦短期⼤学 学生

502 水泳 島田 節子 ⼥ 五条高校 学生

503 水泳 神野 眸 ⼥ 天理⼤学 学生

504 水泳 佐藤 喜子 ⼥ 天理⼤学 学生

505 水泳 和田 映子 ⼥ 五条高校 学生

506 水泳 大高 幸子 ⼥ 伊都高校 学生

507 レスリング 笹原 正三 男 中央大学 中央大学 学友会

508 レスリング 浅井 正 男 中央大学 学生

509 レスリング 飯塚 実 男 明治大学 昭和鉱業（株）

510 レスリング 笠原 茂 男 明治大学 明治大学

511 レスリング 池田 三男 男 中央大学 学生

512 レスリング 桂本 和夫 男 中央大学 学生

513 レスリング 大平 光洋 男 早稲田大学 学生

514 レスリング 中尾 三郎 男 慶應義塾大学 学生

515 漕艇 須永 定博 男 慶應義塾大学 学生

516 漕艇 江⽥ 利児 男 慶應義塾大学 学生

517 漕艇 加藤 順一 男 慶應義塾大学 学生

518 漕艇 原 正雄 男 慶應義塾大学 学生

519 漕艇 武田 泰彦 男 慶應義塾大学 学生

520 漕艇 今村 孝 男 慶應義塾大学 学生

521 漕艇 比企 能樹 男 慶應義塾大学 学生

522 漕艇 渡辺 靖国 男 慶應義塾大学 学生

523 漕艇 岩崎 洋三 男 慶應義塾大学 学生

524 漕艇 佐々木 亨 男 慶應義塾大学 学生

525 体操 竹本 正男 男 日本体育会体操学校 日本体育大学

526 体操 小野 喬 男 慶應義塾大学 学生

527 体操 河野 昭 男 日本体育専門学校 日本体育大学

528 体操 相原 信⾏ 男 日本体育大学 学生

529 体操 塚脇 伸作 男 教育大学 都⽴新宿⾼校

530 体操 久保田 正躬 男 教育大学 天理⼤学

531 体操 池田 弘子 ⼥ 東京⼥⼦体育短期⼤学 東京⼥⼦体育短期⼤学

532 体操 田中 敬子 ⼥ 日本体育大学 学生

533 体操 曾我部 和子 ⼥ 東京教育大学 学生

534 体操 久保田 恭子 ⼥ 東京⼥⼦体育短期⼤学 枚岡市⽴⼤池中学校
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535 体操 関 鈴⼦ ⼥ 東京教育大学 学生

536 体操 坂下 千津子 ⼥ 東京⼥⼦体育短期⼤学 富山商業高校

537 サッカー 川本 恭三 男 早稲田大学 川惣電機興業（株）

538 サッカー 鴇田 正憲 男 関⻄学院⼤学 田辺製薬（株）

539 サッカー 下村 幸男 男 修道高校 東洋工業（株）

540 サッカー 古川 好男 男 関⻄⼤学 学生

541 サッカー 高森 泰男 男 ⽴教⼤学 学生

542 サッカー 平木 隆三 男 関⻄学院⼤学 学生

543 サッカー 小沢 通宏 男 教育大学 東洋工業（株）

544 サッカー ⾼林 隆 男 ⽴教⼤学 田辺製薬（株）

545 サッカー 佐藤 弘明 男 関⻄学院⼤学 川惣電機興業（株）

546 サッカー ⼤村 和市郎 男 ⽴教⼤学 田辺製薬（株）

547 サッカー 三村 恪一 男 中央大学 東邦チタニウム（株）

548 サッカー ⼩林 忠⽣ 男 慶應義塾大学 東京海上火災保険（株）

549 サッカー ⻑沼 健 男 関⻄学院⼤学 古河電工（株）

550 サッカー 岩淵 功 男 慶應義塾大学 東京トヨタ⾃動⾞（株）

551 サッカー 八重樫 茂生 男 早稲田大学 学生

552 サッカー 内野 正雄 男 中央大学 学生

553 サッカー 北⼝ 晃 男 関⻄学院⼤学 学生

554 バスケットボール 糸山 隆司 男 教育大学 日本鋼管（株）

555 バスケットボール 藤田 学 男 明治大学 日本鋼管（株）

556 バスケットボール 杉山 武雄 男 ⽴教⼤学 八幡製鉄（株）

557 バスケットボール 荒井 利⼀ 男 ⽴教⼤学 松下電器産業（株）

558 バスケットボール 斎藤 博 男 ⽴教⼤学 日本鉱業（株）

559 バスケットボール 東海林 周太郎 男 ⽴教⼤学 学生

560 バスケットボール 紺野 仁 男 ⽴教⼤学 （株）鉄興社

561 バスケットボール 登坂 哲朗 男 慶應義塾大学 学生

562 バスケットボール 今泉 健一 男 明治大学 日本鉱業（株）

563 バスケットボール 大平 礼三 男 明治大学 学生

564 バスケットボール 奈良 節雄 男 ⽴教⼤学 学生

565 射撃 猪熊 幸夫 男 明治大学 自衛隊富士学校

566 射撃 丸山 知一 男 東京機械技術院養成所 自衛隊松本駐屯隊

567 射撃 保坂 調司 男 ⽇本レイヨン⻘年学校本科 警視庁

568 射撃 上田 義秀 男 鳥栖高校 皇宮警察 本部

569 射撃 岩⽥ 徳三郎 男 法政大学 （株）川徳商店

570 射撃 許斐 ⽒利 男 日本大学 東京温泉（株）

571 重量挙げ 大沼 賢治 男 早稲田大学 早稲田大学

572 重量挙げ 南部 良雄 男 中野高校 ⽇本⾶⾏機（株） 注43

573 重量挙げ 古山 征男 男 平工業高校 学生

574 重量挙げ 白鳥 博義 男 明治大学 学生

575 重量挙げ 山口 隆弘 男 明治大学 学生

576 ボクシング ⽯丸 利⼈ 男 ハワイ大学 学生

577 ボクシング 米倉 健治 男 明治大学 学生

578 ボクシング 鈴⽊ 信⼀郎 男 明治大学 学生

579 ⾃転⾞ 大沢 鉄男 男 岩内町発足中学校 不明 自営業

580 馬術 川口 宏一 男 京都大学 不明 農林業

581 馬術 大田 邦宏 男 専修大学 （株）新東京興信所

1960̲ローマ

582 陸上 ⼤串 啓⼆ 男 教育大学 旭化成工業

583 陸上 早瀬 公忠 男 中京大学 学生

584 陸上 広島 庫夫 男 海運通信学校 旭化成工業

585 陸上 渡辺 和己 男 中央大学 九州電気工事

586 陸上 貞永 信義 男 防府市右⽥⻘年学校 鐘紡

587 陸上 杉岡 邦由 男 日本大学 学生

588 陸上 安間 之重 男 中央大学 リッカーミシン

589 陸上 岡崎 高之 男 中央大学 学生

590 陸上 蛯名 純 男 関⻄学院⼤学 学生

591 陸上 桜井 孝治 男 早稲田大学 ⽇⽴製作所

592 陸上 太田 富夫 男 早稲田大学 学生

593 陸上 柴田 宏 男 中央大学 学生

594 陸上 安田 矩明 男 教育大 旭化成工業

595 陸上 岡本 登 男 福岡大学 旭化成工業

596 陸上 菅原 武男 男 日本大学 学生

597 陸上 伊藤 文子 ⼥ ⻯ヶ崎第⼆⾼校 リッカーミシン

598 陸上 福田 晶子 ⼥ 中央大学 大昭和製紙

599 陸上 木村 安子 ⼥ 安田学園高校 リッカーミシン

600 陸上 松田 靖子 ⼥ 中央大学 大昭和製紙

601 陸上 内田 弘子 ⼥ 日本大学 リッカーミシン
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602 水泳 石原 勝記 男 日本大学 学生

603 水泳 清水 啓吾 男 慶應義塾大学 学生

604 水泳 山中 毅 男 早稲田大学 学生

605 水泳 福井 誠 男 島根県⽴浜⽥⾼校 八幡製鉄

606 水泳 藤本 達夫 男 中央大学 学生

607 水泳 中坊 昌美 男 和歌⼭県⽴伊都⾼校 ブリジストンタイヤ

608 水泳 石井 宏 男 日本大学 学生

609 水泳 開田 幸一 男 中央大学 学生

610 水泳 井筒 賢造 男 早稲田大学 学生

611 水泳 吉無田 春男 男 早稲田大学 学生

612 水泳 増田 勲 男 日本大学 日本通運

613 水泳 大崎 剛彦 男 早稲田大学 学生

614 水泳 渡辺 和夫 男 日本大学 学生

615 水泳 富田 一雄 男 日本大学 学生

616 水泳 ⾺淵 良 男 日本大学 ⻑野電鉄

617 水泳 山野 外嗣夫 男 日本大学 学生 注44

618 水泳 ⾦⼾ 俊介 男 日本大学 学生

619 水泳 神野 眸 ⼥ 天理⼤学 愛知淑徳学園 教員

620 水泳 和田 映子 ⼥ 天理⼤学 学生

621 水泳 佐藤 喜子 ⼥ 天理⼤学 天理中学校 注45

622 水泳 宮部 シズヱ ⼥ 天理⼤学 天理⾼校 教員

623 水泳 高松 好子 ⼥ 天理⼤学 学生

624 水泳 田中 聰子 ⼥ 筑紫⼥学園⾼等部 学生

625 水泳 津⾕ ⿅乃⼦ ⼥ 関⻄学院⼤学 倉敷レイヨン

626 水泳 渡辺 久美 ⼥ 日本体育大学 リッカーミシン 注46

627 水泳 江坂 君子 ⼥ 椙⼭⼥学園⾼等部 学生

628 水泳 柴田 徹 男 日本大学 学生

629 水泳 藤本 重信 男 日本大学 学生

630 水泳 宮村 元信 男 日本大学 新光商事 注47

631 水泳 加藤 峰男 男 早稲田大学 横河電機製作所

632 水泳 清水 洋二 男 慶應義塾大学 学生

633 水泳 ⻘⼭ 礼三 男 日本大学 学生

634 水泳 山本 健 男 慶應義塾大学 朝⽇⻨種

635 水泳 高木 弘毅 男 日本大学 本州ビルメインテナンス

636 水泳 佐藤 孝尚 男 慶應義塾大学 大平山酒蔵

637 水泳 浅沼 寛治 男 中央大学 湘南交通 注48

638 レスリング 松原 正之 男 日本大学 学生

639 レスリング 浅井 正 男 中央大学 北⽇本砂鉄鉱業

640 レスリング 佐藤 多美治 男 中央大学 学生

641 レスリング 阿部 一男 男 明治大学 丸大洋紙店

642 レスリング 兼子 隆 男 中央大学 中央大学 学友会

643 レスリング 永井 隆 男 中央大学 赤城印刷

644 レスリング 川野 俊一 男 法政大学 雪印物産

645 レスリング ⽯⿊ 馨 男 中央大学 日本通運

646 レスリング 平田 孝 男 法政大学 平田商店

647 レスリング 市口 政光 男 関⻄⼤学 学生

648 レスリング ⾼⽐良 政利 男 拓殖⼤学 学生

649 レスリング 北村 光治 男 中央大学 山本守彦商店 注49

650 レスリング 武田 幸彦 男 中央大学 中央大学 注50

651 レスリング 石倉 俊太 男 明治大学 日本カーバイド

652 レスリング ⻘海 上 男 明治大学 学生

653 レスリング 重岡 完治 男 関⻄⼤学 八幡製鉄

654 体操 竹本 正男 男 日本体育会体操学校 日本体育大学 注51

655 体操 小野 喬 男 慶應義塾大学 東洋レーヨン

656 体操 相原 信⾏ 男 日本体育大学 日本体育大学 助手

657 体操 遠藤 幸雄 男 東京教育大学 日本大学 注52

658 体操 鶴⾒ 修治 男 日本体育大学 日本体育大学

659 体操 三栗 崇 男 東京教育大学 学生 注53

660 体操 荒川 御幸 男 日本体育大学 国学院高校 注54

661 体操 池田 敬子 ⼥ 日本体育大学 日本体育大学 注55

662 体操 小野 清子 ⼥ 東京教育大学 慶應義塾大学 注56

663 体操 曾我部 和子 ⼥ 東京教育大学 日本大学 ⽂理学部

664 体操 塚田 紀美子 ⼥ 東京教育大学 東芝電機 レコード部

665 体操 虻川 吟子 ⼥ 日本体育大学 学生

666 体操 白須 俊子 ⼥ 日本体育大学 学生

667 漕艇 三沢 博之 男 東北⼤学 学生

668 漕艇 佐藤 哲夫 男 東北⼤学 学生

669 漕艇 斎藤 宏 男 東北⼤学 学生
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670 漕艇 田崎 洋佑 男 東北⼤学 学生

671 漕艇 斎 裕教 男 東北⼤学 学生

672 漕艇 斎藤 直 男 東北⼤学 学生

673 漕艇 広瀬 鉄蔵 男 東北⼤学 学生

674 漕艇 千葉 建郎 男 東北⼤学 学生

675 漕艇 田村 滋美 男 東北⼤学 学生

676 漕艇 斎藤 修 男 東京大学 学生

677 漕艇 大久保 尚武 男 東京大学 学生

678 漕艇 水木 初彦 男 東京大学 学生

679 漕艇 村井 俊治 男 東京大学 学生

680 漕艇 福田 紘史 男 東京大学 学生

681 バスケットボール 糸山 隆司 男 東京教育大学 日本鋼管

682 バスケットボール 杉山 武雄 男 ⽴教⼤学 八幡製鉄

683 バスケットボール 斎藤 博 男 ⽴教⼤学 日本鉱業

684 バスケットボール 鎌田 正司 男 早稲田大学 日本鋼管

685 バスケットボール 奈良 節男 男 ⽴教⼤学 日本鉱業

686 バスケットボール ⾦川 英雄 男 ⽴教⼤学 八幡製鉄

687 バスケットボール 東海林 周太郎 男 ⽴教⼤学 日本鉱業

688 バスケットボール 今泉 健一 男 明治大学 日本鉱業

689 バスケットボール 若林 薫 男 東京教育大学 学生

690 バスケットボール 大島 康邦 男 ⽴教⼤学 学生

691 バスケットボール 志賀 政司 男 明治大学 学生

692 バスケットボール 増田 貴史 男 慶應義塾大学 学生

693 重量挙げ 三宅 義信 男 法政大学 学生

694 重量挙げ 小暮 茂夫 男 法政大学 日本通運

695 重量挙げ 古山 征男 男 明治大学 学生

696 重量挙げ 藤島 善信 男 中央大学 学生

697 重量挙げ 大沼 賢治 男 早稲田大学 日本通運

698 重量挙げ 山崎 弘 男 明治大学 学生

699 重量挙げ 窪田 登 男 早稲田大学 早稲田大学 体育局

700 ボクシング 田辺 清 男 中央大学 学生

701 ボクシング 芳賀 勝男 男 中央大学 学生

702 ボクシング 鈴⽊ 進悦 男 東京農業大学 学生

703 ボクシング 伊東 靖倖 男 早稲田大学 学生 注57

704 ボクシング 渡辺 勝治 男 中央大学 学生

705 射撃 猪熊 幸夫 男 明治大学 防衛庁 注58

706 射撃 ⽯井 孝郎 男 明治大学 学生

707 射撃 松井 忠夫 男 京北実業学校 警視庁 注59

708 射撃 吉川 貴久 男 ⼾畑中央⾼校 福岡県警 注60

709 射撃 了泉庵 ⽂男 男 都⽴第三⾼校（中退） 警視庁 注61

710 射撃 落合 治 男 武生高校 京都府警

711 射撃 山根 三雄 男 山口県興風中学校 浅草市場 社⻑

712 射撃 熊谷 賢一 男 早稲田大学（中退） クレー射撃協会 常任理事

713 ⾃転⾞ 大沢 鉄男 男 北海道発⾜村第⼀中学校 ⽚倉⾃転⾞

714 ⾃転⾞ 大宮 政志 男 日本大学 学生

715 ⾃転⾞ 斎藤 勝也 男 中京大学 学生

716 ⾃転⾞ 久保村 寛 男 前橋商業高校 学生

717 ⾃転⾞ 高貫 亘弘 男 法政大学 学生

718 馬術 太田 邦宏 男 専修大学 自家営業

719 馬術 荒木 雄豪 男 京都大学 京都大学 注62

720 馬術 影山 祐三 男 成蹊大学 ゴルフ練習場経営

721 ホッケー 安倍 忠俊 男 東京帝大（中退） ⽇本⾺匹輸送⾃動⾞ 注63

722 ホッケー 藤原 博之 男 明治大学 札幌中央郵便局

723 ホッケー 中山 弘 男 早稲田大学 網島中央⻘果

724 ホッケー 飯島 健 男 慶應義塾大学 三井銀⾏

725 ホッケー 小島 芳夫 男 明治大学 大一実業

726 ホッケー 佐⼟ 市良 男 関⻄⼤学 学生

727 ホッケー 木原 征治 男 早稲田大学 学生

728 ホッケー 神⼾ 勝 男 明治大学 学生

729 ホッケー 小島 博 男 法政大学 山野順平商店

730 ホッケー 岩橋 邦雄 男 慶應義塾大学 学生

731 ホッケー 山崎 久寿 男 法政大学 恩給社

732 ホッケー 矢口 照夫 男 明治大学 大一実業

733 ホッケー 綿田 道則 男 法政大学 学生

734 ホッケー 中村 敏治 男 明治大学 愛知トヨタ⾃動⾞

735 ホッケー 勇崎 恒也 男 明治大学 学生

736 ヨット 穂積 八洲雄 男 東京大学 日本放送協会

737 ヨット 山田 水城 男 東京大学 東京大学 注64
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738 ヨット 酒井原 良松 男 東京大学 小松製作所

739 ヨット ⽯井 正⾏ 男 慶應義塾大学 中井商店

740 ヨット 川⽥ 節郎 男 慶應義塾大学 トヨタ⾃動⾞

741 ヨット 岡本 豊 男 法政大学 岡本造船所

742 フェンシング 田淵 和彦 男 同志社大学 不明

743 フェンシング 船⽔ 光⾏ 男 中央大学 不明

744 フェンシング 小沢 嗣央 男 中央大学 正路喜社

745 フェンシング ⼤川 平三郎 男 中央大学 学生

746 フェンシング 藤巻 惣之助 男 法政大学 学生

747 近代五種 内野 茂昭 男 宮崎県⽴福島⾼校 大阪府警

748 近代五種 田中 和広 男 中央大学 皇宮警察

1964̲東京

749 陸上 蒲田 勝 男 早稲田大学 東急電鉄

750 陸上 飯島 秀雄 男 早稲田大学 学生

751 陸上 浅井 浄 男 関⻄学院⼤学 学生

752 陸上 石川 準司 男 中央大学 学生

753 陸上 誉田 徹 男 日本大学 日本レイヨン

754 陸上 早瀬 公忠 男 中京大学 八幡製鉄

755 陸上 吉田 正美 男 日本大学 学生

756 陸上 天野 義裕 男 東京教育大学 学生

757 陸上 室 洋⼆郎 男 慶應義塾大学 前田建設工業

758 陸上 林 寿男 男 同志社大学 湯浅電池

759 陸上 森本 葵 男 中央大学 リッカーミシン

760 陸上 船井 照夫 男 早稲田大学 東急電鉄

761 陸上 渡辺 和⺒ 男 中央大学 九州電気工事

762 陸上 岩下 察男 男 中央大学 旭化成

763 陸上 土谷 和夫 男 日本大学 学生

764 陸上 山口 東一 男 銚子商業高校 東急電鉄

765 陸上 君原 健二 男 ⼾畑中央⾼校 八幡製鉄

766 陸上 寺沢 徹 男 富⼭県⾼岡⻄部⾼校 倉敷レイヨン

767 陸上 円谷 幸吉 男 福島県須賀川高校 自衛隊 注65

768 陸上 斎藤 和夫 男 ⾦沢市⽴⼯業⾼校 倉庫精練

769 陸上 江尻 忠正 男 富山県高岡工芸高校 日本ゼオン

770 陸上 三輪 寿美雄 男 ⻄郷村⽴⽥代⾼等⼩学校 旭化成

771 陸上 ⽯⿊ 昇 男 法政大学 東京地⽅貯⾦局

772 陸上 内藤 靖雄 男 東洋工業技能者養成所 東洋工業

773 陸上 栗林 喜右衛 男 ⼋⼾市⽴第⼀⾼校 自衛隊 注66

774 陸上 安田 寛一 男 明治大学 八幡製鉄

775 陸上 田中 章 男 関⻄学院⼤学 名古屋鉄道

776 陸上 ⼤串 啓⼆ 男 東京教育大学 旭化成

777 陸上 飯島 恵喜 男 早稲田大学 大昭和製紙

778 陸上 猿渡 武嗣 男 中央大学 学生

779 陸上 油井 潔雄 男 中央大学 学生

780 陸上 横溝 三郎 男 中央大学 リッカーミシン

781 陸上 奥沢 善二 男 東洋大学 東急電鉄

782 陸上 宮崎 欣也 男 日本大学 大昭和製紙

783 陸上 杉岡 邦由 男 日本大学 八幡製鉄

784 陸上 山田 宏臣 男 順天堂大学 東急電鉄

785 陸上 河津 光郎 男 日本大学 日本レイヨン

786 陸上 岡崎 高之 男 中央大学 八幡製鉄

787 陸上 大坪 政士 男 中央大学 ⽇⽴製作所

788 陸上 ⾼柳 慧 男 早稲田大学 リッカーミシン

789 陸上 桜井 孝治 男 早稲田大学 ⽇⽴製作所

790 陸上 太田 富夫 男 早稲田大学 大昭和製紙

791 陸上 盛田 久夫 男 法政大学 ⽇⽴製作所

792 陸上 鳥居 義正 男 東京教育大学 学生

793 陸上 三木 孝志 男 早稲田大学 東急電鉄

794 陸上 ⾦井 秀太 男 中央大学 ⽇⽴製作所

795 陸上 菅原 武男 男 日本大学 リッカーミシン

796 陸上 岡本 登 男 福岡大学 旭化成

797 陸上 糸川 輝雄 男 中央大学 東急電鉄

798 陸上 ⾦⼦ 宗平 男 日本大学 リッカーミシン

799 陸上 笠原 章平 男 中央大学 東急電鉄

800 陸上 鈴⽊ 章介 男 早稲田大学 大昭和製紙

801 陸上 依田 郁子 ⼥ ⻑野県上⽥染⾕丘⾼校 リッカーミシン

802 陸上 江副 令⼦ ⼥ 二階堂高校 リラックス化粧品

803 陸上 宮本 悦子 ⼥ 中京大学 学生

804 陸上 伊沢 まき子 ⼥ 山形県高富高校 学生
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805 陸上 井口 任子 ⼥ 熊本市⽴⾼校 リッカーミシン

806 陸上 佐藤 美保 ⼥ 岐⾩県⻑良⾼校 学生

807 陸上 小川 清子 ⼥ 岐⾩県⻑良⾼校 学生

808 陸上 木崎 正子 ⼥ 中央大学 学生

809 陸上 鳥居 充子 ⼥ 光華⼥⼦短期⼤学 東急電鉄

810 陸上 岸本 幸子 ⼥ ⿃取県⿃取⻄⾼校 ⽇⽴製作所

811 陸上 香丸 恵美子 ⼥ 福岡県三瀦高校 学生

812 陸上 佐藤 弘子 ⼥ 東京都⽴⽴川短期⼤学 リッカーミシン

813 陸上 小保内 聖子 ⼥ 日本大学 リッカーミシン

814 陸上 横山 弘子 ⼥ 日本大学 リッカーミシン

815 陸上 片山 美佐子 ⼥ 上浮穴高校 帝人松山工場

816 陸上 高橋 美由紀 ⼥ 岡⼭県⽚⼭⼥⼦⾼校 学生

817 水泳 岡部 幸明 男 早稲田大学 蝶理

818 水泳 後藤 忠治 男 日本大学 大丸

819 水泳 庄司 敏夫 男 千葉県安房⾼校 ＢＳタイヤ

820 水泳 石原 勝記 男 日本大学 ＢＳタイヤ

821 水泳 山中 毅 男 早稲田大学 大洋漁業

822 水泳 藤本 達夫 男 中央大学 松下電器

823 水泳 吉無田 春男 男 早稲田大学 八幡製鉄

824 水泳 福井 誠 男 島根県浜田高校 八幡製鉄

825 水泳 山影 武士 男 明治大学 学生

826 水泳 岩崎 邦宏 男 早稲田大学 学生

827 水泳 中野 悟 男 大阪府桜宮高校 学生

828 水泳 岩本 和⾏ 男 柳井商⼯⾼校 学生

829 水泳 佐々木 末昭 男 中央大学 学生

830 水泳 藤島 洋三 男 早稲田大学 学生

831 水泳 松本 健次郎 男 早稲田大学 学生

832 水泳 鶴峰 治 男 ⿅児島県東郷⾼校 海上自衛隊

833 水泳 敷石 義秋 男 日本大学 松下電器

834 水泳 石川 健二 男 日本大学 学生

835 水泳 佐藤 好助 男 熊本県八代高校 八幡製鉄

836 水泳 中島 功 男 日本大学 ＢＳタイヤ

837 水泳 門永 吉典 男 柳井商⼯⾼校 学生

838 水泳 ⼤林 敦 男 中央大学 学生

839 水泳 福島 滋雄 男 日本大学 学生

840 水泳 大隅 潔 男 明治大学 学生

841 水泳 伊藤 圭祐 男 早稲田大学 学生

842 水泳 木原 美智子 ⼥ ⼭陽⼥⼦⾼校 学生

843 水泳 木村 トヨ子 ⼥ 福岡県筑紫⼥⾼ 八幡製鉄

844 水泳 東 美代子 ⼥ 奈良県五条⾼校 ロート製薬

845 水泳 浦上 涼子 ⼥ 福岡県筑紫⼥⼦⾼校 学生

846 水泳 早川 一枝 ⼥ 静岡県吉原市商業高校 学生

847 水泳 菊谷 多鶴子 ⼥ 奈良県五条⾼校 学生

848 水泳 山本 憲子 ⼥ 福岡県筑紫⼥⾼ 八幡製鉄

849 水泳 森実 芳子 ⼥ 福岡県筑紫⼥⼦⾼校 学生

850 水泳 高橋 栄子 ⼥ 別府大学 学生

851 水泳 佐藤 公子 ⼥ 奈良県天理⾼校 日本楽器

852 水泳 斎藤 弘子 ⼥ 中京大学 学生

853 水泳 田中 聰子 ⼥ 福岡県筑紫⼥⾼ 八幡製鉄

854 水泳 松⽥ 奈津⼦ ⼥ 奈良県五条⾼校 学生

855 水泳 江坂 君子 ⼥ 中京大学 学生

856 水泳 土佐 忠雄 男 早稲田大学 学生

857 水泳 ⾦⼾ 俊介 男 日本大学 リッカーミシン

858 水泳 山野 外嗣夫 男 日本大学 北陸軽⾦

859 水泳 有光 洋右 男 日本大学 学生

860 水泳 大坪 敏朗 男 日本体育大学 学生

861 水泳 馬淵 かの子 ⼥ 関⻄⼤学 倉敷レイヨン

862 水泳 渡辺 久美子 ⼥ 日本体育大学 リッカーミシン

863 水泳 大崎 恵子 ⼥ 日本体育大学 学生

864 水泳 河合 初子 ⼥ 相愛⼥⼦短期⼤学 不明

865 水泳 加藤 峰男 男 早稲田大学 横河電機

866 水泳 飯田 矩偉 男 中央大学 安田生命保険

867 水泳 荒川 ⼋郎 男 慶應義塾大学 東京テアトル

868 水泳 横山 隆 男 中央大学 日興証券

869 水泳 竹内 和也 男 早稲田大学 学生

870 水泳 ⻘⼭ 礼三 男 日本大学 川島繊維

871 水泳 高木 弘毅 男 日本大学 東京美装

872 水泳 藤本 重信 男 日本大学 ＢＳタイヤ
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873 水泳 清水 洋二 男 慶應義塾大学 東急不動産

874 水泳 皐月 啓左 男 早稲田大学 ⾦沢産業

875 水泳 桑原 重治 男 成城大学 丸和鉱油

876 体操 遠藤 幸雄 男 東京教育大学 日本大学

877 体操 鶴⾒ 修治 男 日本体育大学 日本体育大学 助手

878 体操 早田 卓次 男 日本大学 日本大学 助手

879 体操 三栗 崇 男 東京教育大学 順天堂大学

880 体操 山下 治広 男 日本体育大学 日本体育大学

881 体操 小野 喬 男 慶應義塾大学 東洋レーヨン

882 体操 相羽 好弘 男 日本体育大学 法政二高

883 体操 池田 敬子 ⼥ 日本体育大学 日本体育大学

884 体操 相原 俊子 ⼥ 日本体育大学 主婦

885 体操 小野 清子 ⼥ 日本体育大学 慶應義塾大学

886 体操 中村 多仁子 ⼥ 東京教育大学 学生

887 体操 辻 宏子 ⼥ ⾦沢⼤学 藤花高校

888 体操 千葉 吟⼦ ⼥ 日本体育大学 日本体育大学

889 体操 渋谷 多喜 ⼥ 日本大学 日本大学

890 レスリング 吉田 義勝 男 日本大学 学生

891 レスリング 上武 洋治朗 男 オクラホマ州⽴⼤学 学生

892 レスリング 渡辺 ⻑武 男 中央大学 電通 注67

893 レスリング 堀内 岩雄 男 日本大学 電電公社

894 レスリング 渡辺 保夫 男 明治大学 学生

895 レスリング 佐々⽊ ⻯雄 男 日本大学 学生

896 レスリング 川野 俊一 男 法政大学 自衛隊体育学校

897 レスリング 斎藤 昌典 男 明治大学 学生

898 レスリング 花原 勉 男 日本体育大学 日本体育大学 助手

899 レスリング 市口 政光 男 関⻄⼤学 ⾠野（株）

900 レスリング 桜間 幸次 男 日本体育大学 自衛隊体育学校

901 レスリング 藤田 徳明 男 日本体育大学 日本体育大学 助手

902 レスリング 風間 貞夫 男 明治大学 新潟放送 東京支社

903 レスリング 開 健次郎 男 中央大学 自衛隊 注65

904 レスリング 中浦 章 男 拓殖⼤学 東洋レーヨン

905 レスリング 杉山 恒治 男 明治大学 東京観光ホテル

906 柔道 中谷 雄英 男 明治大学 学生

907 柔道 岡野 功 男 中央大学 学生

908 柔道 神永 昭夫 男 明治大学 富士製鉄

909 柔道 猪熊 功 男 東京教育大学 順天堂大学 助手

910 ボクシング 吉野 洲太 男 日本大学 学生

911 ボクシング 桜井 孝雄 男 中央大学 学生

912 ボクシング 高山 将孝 男 早稲田大学 学生

913 ボクシング ⽩⿃ ⾦丸 男 早稲田大学 学生

914 ボクシング 米倉 宝二 男 ⽴教⼤学 学生

915 ボクシング 浜⽥ 吉次郎 男 近畿大学 学生

916 ボクシング 益田 弘二 男 早稲田大学 学生

917 ボクシング 天間 一 男 ⻘森県七⼾⾼校 自衛隊 注65

918 ボクシング 丸⼭ 忠⾏ 男 松山市御幸中学校 自衛隊 注65

919 重量挙げ ⼀ノ関 史郎 男 法政大学 学生

920 重量挙げ 古山 征男 男 明治大学（中退） 日本体育協会

921 重量挙げ 三宅 義信 男 法政大学 自衛隊 注65

922 重量挙げ 福田 弘 男 明治大学 学生

923 重量挙げ 山崎 弘 男 明治大学 吉野工業所

924 重量挙げ 大内 仁 男 法政大学 学生

925 重量挙げ 三輪 定広 男 明治大学 名古屋鉄道

926 サッカー 保坂 司 男 明治大学 古河電工

927 サッカー 横山 謙三 男 ⽴教⼤学 学生

928 サッカー 平木 隆三 男 関⻄学院⼤学 古河電工

929 サッカー 片山 洋 男 慶應義塾大学 三菱重⼯

930 サッカー 宮本 征勝 男 早稲田大学 古河電工

931 サッカー 鎌田 光夫 男 中央大学 古河電工

932 サッカー 鈴⽊ 良三 男 ⽴教⼤学 ⽇⽴製作所

933 サッカー 上 久雄 男 山陽高校 八幡製鉄

934 サッカー 富沢 清司 男 静岡藤枝東高校 八幡製鉄

935 サッカー 森 孝慈 男 早稲田大学 学生

936 サッカー 小城 得達 男 中央大学 学生

937 サッカー 川淵 三郎 男 早稲田大学 古河電工

938 サッカー 渡辺 正 男 ⽴教⼤学 八幡製鉄

939 サッカー 八重樫 茂生 男 早稲田大学 古河電工

940 サッカー 宮本 輝紀 男 山陽高校 八幡製鉄
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941 サッカー 継谷 昌三 男 関⻄学院⼤学 三菱重⼯

942 サッカー 釜本 邦茂 男 早稲田大学 学生

943 サッカー 山口 芳忠 男 中央大学 学生

944 サッカー 杉山 隆一 男 明治大学 学生

945 ホッケー 岩橋 邦雄 男 慶應義塾大学 電通

946 ホッケー 勇崎 恒也 男 明治大学 明治大学 コーチ

947 ホッケー 木原 征治 男 早稲田大学 東興商会

948 ホッケー 山口 順一 男 明治大学 三洋電機

949 ホッケー 岡部 道夫 男 明治大学 中川⾦属

950 ホッケー 滝沢 健治 男 明治大学 同和硝子工業所 注68

951 ホッケー 三輪 宏 男 明治大学 精陶商会

952 ホッケー 山岡 敏彦 男 明治大学 不明 自営業

953 ホッケー 加奥 成雄 男 明治大学 学生

954 ホッケー 若林 徹也 男 明治大学 学生

955 ホッケー 田中 博司 男 法政大学 不明 自営業

956 ホッケー 高島 昭男 男 法政大学 学生

957 ホッケー 武田 守洋 男 法政大学 学生

958 ホッケー 橋本 征治 男 早稲田大学 学生

959 ホッケー 勇崎 勝弘 男 明治大学 学生

960 ホッケー 吉村 実 男 早稲田大学 学生

961 ホッケー 渡辺 寛 男 明治大学 学生

962 ホッケー 松本 紀彦 男 明治大学 学生

963 バスケットボール 奈良 節雄 男 ⽴教⼤学 日本鉱業

964 バスケットボール 若林 薫 男 東京教育大学 日本鋼管

965 バスケットボール 志賀 政司 男 明治大学 日本鉱業

966 バスケットボール 中村 邦彦 男 明治学院大学 日本鉱業

967 バスケットボール 増田 貴史 男 慶應義塾大学 住友⾦属⼯業

968 バスケットボール 藤江 精二 男 日本大学 三井生命

969 バスケットボール 海保 宣生 男 ⽴教⼤学 住友⾦属⼯業

970 バスケットボール 江川 嘉孝 男 明治大学 学生

971 バスケットボール 諸山 文彦 男 日本大学 学生

972 バスケットボール 角田 勝次 男 明治大学 学生

973 バスケットボール 小玉 晃 男 東京教育大学 学生

974 バスケットボール 梅 勝夫 男 ⽴教⼤学 積水化学工業

975 バレーボール 出町 豊 男 明治大学 日本鋼管

976 バレーボール 小山 勉 男 関⻄学院⼤学 富士フィルム

977 バレーボール 菅原 貞敬 男 秋⽥県⽴能代⼯⾼ 東洋レーヨン

978 バレーボール 池田 尚弘 男 福岡大学 八幡製鉄

979 バレーボール 佐藤 安孝 男 日本大学 日本鋼管

980 バレーボール ⼩瀬⼾ 俊昭 男 ⿅児島県⾕⼭⾼校 帝国人絹 注69

981 バレーボール 樋口 時彦 男 法政大学 日本鋼管

982 バレーボール 南 将之 男 福岡大学附属大濠高校 旭化成

983 バレーボール 徳富 斌 男 明治大学 八幡製鉄

984 バレーボール 森山 輝久 男 中央大学 松下電器

985 バレーボール 中村 裕造 男 姫路⼯業⼤学附属⾼校 八幡製鉄

986 バレーボール 猫田 勝敏 男 崇徳高校 日本専売公社広島地方局

987 バレーボール 河⻄ 昌枝 ⼥ ⼭梨県巨摩⾼校 大日本紡績

988 バレーボール 宮本 恵美子 ⼥ 和歌山商業高校 大日本紡績

989 バレーボール 谷田 絹子 ⼥ 大阪府四天王寺学園高校 大日本紡績

990 バレーボール 半田 百合子 ⼥ 栃⽊県栃⽊⼥⼦⾼校 大日本紡績

991 バレーボール 松村 好子 ⼥ 大阪府四天王寺学園高校 大日本紡績

992 バレーボール 磯部 サダ ⼥ 大阪府四天王寺学園高校 大日本紡績

993 バレーボール 松村 勝美 ⼥ 大阪府四天王寺学園高校 大日本紡績

994 バレーボール 篠崎 洋子 ⼥ 大宮高校 大日本紡績

995 バレーボール 佐々木 節子 ⼥ 東京都⼤成⼥⼦⾼校 大日本紡績

996 バレーボール 藤本 佑子 ⼥ 広島県鈴峯⼥⼦⾼校 大日本紡績

997 バレーボール 近藤 雅子 ⼥ 福岡県⼋⼥津⾼校 倉敷紡績

998 バレーボール 渋⽊ 綾乃 ⼥ ⻑野県岡⾕東⾼校 ヤシカ

999 馬術 井上 喜久子 ⼥ 聖⼼⼥⼦学院 千代田宣伝社

1000 馬術 松平 頼典 男 成城大学 日綿実業

1001 馬術 岡部 ⻑衡 男 東京大学 日本フェルト

1002 馬術 法華津 寛 男 慶應義塾大学 日本石油

1003 馬術 影山 祐三 男 成蹊大学 東京パック

1004 馬術 佐々 信三 男 関⻄学院⼤学 丸善石油

1005 馬術 千葉 幹夫 男 北海道⼤学 日本中央競馬会

1006 馬術 前⽥ 陸利 男 明治大学（中退） 愛知県庁

1007 馬術 勝本 正則 男 関⻄学院⼤学 勝本商店

1008 馬術 松平 正樹 男 成蹊大学 学生
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1009 馬術 佐藤 伝一 男 日本大学 福島畜産試験場

1010 フェンシング 荒木 敏明 男 ⽴教⼤学 学生

1011 フェンシング 港井 克忠 男 同志社大学 八欧電機

1012 フェンシング 手島 猛 男 明治大学 大建

1013 フェンシング 田淵 和彦 男 同志社大学 松下電器

1014 フェンシング 真野 一夫 男 法政大学 愛知日野ジーゼル

1015 フェンシング ⼾⽥ 壮介 男 中央大学 横浜トヨペット

1016 フェンシング 清水 富士夫 男 中央大学 科研薬化工業

1017 フェンシング ⼤川 平三郎 男 中央大学 ⿊⽥電気

1018 フェンシング 船⽔ 光⾏ 男 中央大学 三石高級耐火工業

1019 フェンシング 北尾 光弘 男 同志社大学 三石高級耐火工業

1020 フェンシング 柴田 征二 男 中央大学 東急観光

1021 フェンシング 小森 芳枝 ⼥ 専修大学 学生

1022 フェンシング 大和田 智子 ⼥ 専修大学 学生

1023 フェンシング 竹内 由江 ⼥ 東京都白鴎高校 家事

1024 フェンシング 保井 多美子 ⼥ 日本体育大学 学生

1025 ⾃転⾞ 大宮 政志 男 日本大学 電電公社

1026 ⾃転⾞ 辻 昌憲 男 中京大学 学生

1027 ⾃転⾞ 福原 広次 男 日本大学 学生

1028 ⾃転⾞ 山尾 裕 男 中央大学 学生

1029 ⾃転⾞ 加藤 武久 男 法政大学 学生

1030 ⾃転⾞ 赤松 俊朗 男 日本大学 不明 注70

1031 ⾃転⾞ 手嶋 敏光 男 法政大学（中退） 自衛隊 注65

1032 ⾃転⾞ 斑目 秀雄 男 日本大学 学生

1033 ⾃転⾞ 佐藤 勝彦 男 法政大学 学生

1034 ⾃転⾞ 河内 剛 男 日本大学 学生

1035 ⾃転⾞ 罐 範男 男 中央大学 学生

1036 ⾃転⾞ 高橋 耕作 男 日本大学 学生

1037 ⾃転⾞ 山藤 浩三 男 法政大学 学生

1038 ⾃転⾞ 伊藤 富士夫 男 法政大学 学生

1039 ⾃転⾞ 志村 義夫 男 東京都八王子商業高校 志村染色

1040 射撃 石井 孝朗 男 明治大学 不明 会社員

1041 射撃 綿貫 甫 男 同志社大学 自衛隊 注65

1042 射撃 斎藤 繁美 男 山口市宮野中学校 自衛隊 注65

1043 射撃 林崎 昭裕 男 明治大学 学生

1044 射撃 吉川 貴久 男 福岡県⼾畑中央⾼校 警察 注71

1045 射撃 高橋 信司 男 新潟県六⽇町⾼校 警察 注72

1046 射撃 久保 皖司 男 大阪市天王寺第二商業高校 警察 注73

1047 射撃 落合 治 男 福岡県武生高校 警察 注74

1048 射撃 ⽯下 年安 男 大東文化大学 大谷石材 注75

1049 射撃 佐波 光男 男 名古屋商大附属高校 矢田製菓

1050 漕艇 石川 元 男 慶應義塾大学 慶應義塾大学 注76

1051 漕艇 菊池 隆一 男 慶應義塾大学 学生

1052 漕艇 ⻑⾕川 ⾠ 男 一ツ橋大学 学生

1053 漕艇 ⼤⻄ 恵弘 男 早稲田大学 学生

1054 漕艇 ⼩笠原 恒夫 男 日本大学 学生

1055 漕艇 伊藤 次男 男 中央大学 学生

1056 漕艇 宮野 洪一 男 明治大学 学生

1057 漕艇 佐藤 直司 男 慶應義塾大学 学生

1058 漕艇 万代 治 男 慶應義塾大学 学生

1059 漕艇 大江 英雄 男 中央大学 学生

1060 漕艇 相田 秀晃 男 中央大学 学生

1061 漕艇 松田 征男 男 早稲田大学 学生

1062 漕艇 山内 政勝 男 ⽴教⼤学 学生

1063 漕艇 芳野 法一 男 早稲田大学 学生

1064 漕艇 浜田 俊裕 男 日本大学 学生

1065 漕艇 井原 勝彦 男 日本大学 学生

1066 漕艇 高月 正宏 男 明治大学 学生

1067 漕艇 三木 俊介 男 早稲田大学 学生

1068 漕艇 本間 康二 男 早稲田大学 学生

1069 漕艇 塚本 公樹 男 早稲田大学 学生

1070 漕艇 木村 文三 男 早稲田大学 学生

1071 漕艇 細谷 進 男 早稲田大学 学生

1072 漕艇 村瀬 康 男 早稲田大学 学生

1073 漕艇 向後 隆男 男 東京医科⻭科⼤学 学生

1074 漕艇 ⿊崎 紀正 男 東京医科⻭科⼤学 学生

1075 漕艇 笠⽊ 聰⾂ 男 東京教育大学 学生

1076 ヨット 山田 貴司 男 中央大学 三永工芸印刷
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1077 ヨット ⽥上 泰利 男 中央大学 リッカーミシン

1078 ヨット 松⽥ 健次郎 男 日本大学 リッカーミシン

1079 ヨット ⽯井 正⾏ 男 慶應義塾大学 中井（株） 注77

1080 ヨット 大久保 隆史 男 慶應義塾大学 学生

1081 ヨット 棚町 三郎 男 慶應義塾大学 巴工業

1082 ヨット 舟岡 正 男 早稲田大学 巴工業

1083 ヨット 日色 輝幸 男 早稲田大学 巴工業

1084 ヨット 松本 富士也 男 早稲田大学 巴工業

1085 ヨット 吉田 正雄 男 日本大学 巴工業

1086 ヨット 萩原 毅 男 ⽴教⼤学 巴工業

1087 ヨット 小島 正義 男 東京大学 ⽇⽴製作所

1088 カヌー 佐藤 忠正 男 福島県白河高校 自衛隊 注65

1089 カヌー 江藤 泉 男 宮崎県高鍋高校 自衛隊 注65

1090 カヌー 梅沢 勇治 男 宮城県石巻商業高校 自衛隊 注65

1091 カヌー 隈本 富夫 男 熊本県水俣工業高校 自衛隊 注65

1092 カヌー 岡本 敬子 男 大阪府東第二高校 学生

1093 カヌー 大島 裕子 男 大阪学芸大学 学生

1094 カヌー 本田 大三朗 男 熊本県八代高校 自衛隊 注65

1095 カヌー 岩村 俊一 男 ⼤阪府⻄野⽥⼯業⾼校（中退） 自衛隊 注65

1096 カヌー 吉尾 詔二 男 熊本県水俣工業高校 自衛隊 注65

1097 カヌー 梶村 勝房 男 専修大学 学生

1098 カヌー ⼩林 英男 男 専修大学 学生

1099 カヌー 東山 日出夫 男 大正大学 学生

1100 近代五種 内野 重昭 男 宮崎県福島高校 警察 注78

1101 近代五種 川田 浦吉 男 群馬県沼田高校 警察 注79

1102 近代五種 福留 義秀 男 宮崎県小村高校 自衛隊 注65

1103 近代五種 三野 茂樹 男 ⾹川県多度津⾼校 自衛隊 注65

1968̲メキシコシティー

1104 陸上 飯島 秀雄 男 早稲田大学 茨城県庁

1105 陸上 永井 純 男 東京教育大学 ⻘⼭学院⼤学

1106 陸上 沢木 啓祐 男 順天堂大学 順天堂大学

1107 陸上 鈴⽊ 従道 男 日本大学 東洋ベアリング製造（株）

1108 陸上 猿渡 武嗣 男 中央大学 八幡製鉄（株）

1109 陸上 三浦 信由 男 東洋大学 東洋ベアリング製造（株）

1110 陸上 佐々⽊ 精⼀郎 男 鳥栖工業高校 九州電気工事（株）

1111 陸上 宇佐美 彰朗 男 日本大学 リッカーミシン（株）

1112 陸上 君原 健二 男 ⼾畑中央⾼校 八幡製鉄（株）

1113 陸上 斎藤 和夫 男 ⾦沢市⽴⼯業⾼校 日本大学

1114 陸上 杉岡 邦由 男 日本大学 八幡製鉄（株）

1115 陸上 山田 広臣 男 順天堂大学 東京急⾏電鉄（株）

1116 陸上 阿部 直紀 男 順天堂大学 東京急⾏電鉄（株）

1117 陸上 小倉 信司 男 順天堂大学 岐⾩北⾼校

1118 陸上 村木 征人 男 東京教育大学 東京⼥⼦体育⼤学

1119 陸上 丹⽻ 清 男 法政大学 学生

1120 陸上 菅原 武男 男 日本大学 リッカーミシン（株）

1121 陸上 石田 義久 男 日本大学 東洋工業（株）

1122 陸上 油井 潔雄 男 中央大学 旭化成工業（株）

1123 水泳 鶴峯 治 男 日本大学 学生

1124 水泳 田口 信教 男 尾道高校 学生

1125 水泳 岩崎 邦宏 男 早稲田大学 ヤクルト（株）

1126 水泳 木谷 晃彦 男 法政大学 日本鋼管（株）

1127 水泳 中野 悟 男 早稲田大学 学生

1128 水泳 ⼤沢 正⾏ 男 熊本工業高校 ブリヂストンタイヤ（株）

1129 水泳 早稲田 昇 男 尾道高校 学生

1130 水泳 伊藤 勝二 男 日本大学 学生

1131 水泳 田中 毅司雄 男 早稲田大学 学生

1132 水泳 高田 康雄 男 早稲田大学 学生

1133 水泳 丸⾕ ⾥志 男 日本大学 学生

1134 水泳 川⻄ 繁⼦ ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学 学生

1135 水泳 ⼩林 美和⼦ ⼥ 愛知淑徳高校 学生

1136 水泳 小野 裕美子 ⼥ ⼤阪市⽴巽中学校 学生

1137 水泳 中川 清江 ⼥ 浪速⼥⼦⾼校 学生

1138 水泳 竹本 ゆかり ⼥ ⼤阪市⽴巽中学校 学生 注80

1139 水泳 柴田 智恵野 ⼥ ⼤阪市⽴巽中学校 学生

1140 水泳 ⻄側 よしみ ⼥ ⼤阪市⽴巽中学校 学生

1141 水泳 合志 幸子 ⼥ ⼤阪浪速⼥⼦⾼校 学生

1142 水泳 藤井 康子 ⼥ ⼤阪浪速⼥⼦⾼校 学生

1143 水泳 有光 洋右 男 日本大学 川口市役所
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1144 水泳 大坪 敏朗 男 日本体育大学 太平洋工業（株）

1145 水泳 湯浅 純二 男 日本体育大学 学生

1146 水泳 大崎 恵子 ⼥ 日本体育大学 ヤクルト（株）

1147 水泳 竹内 和也 男 早稲田大学 八幡製鉄（株）

1148 水泳 石井 哲之介 男 早稲田大学 中央宣興（株）

1149 水泳 桑原 秀治 男 成城大学 不明 自営業

1150 水泳 桑山 博克 男 日本大学 全日本空輸（株）

1151 水泳 中野 皓司 男 日本大学 学生

1152 水泳 坂本 征也 男 日本大学 三報社印刷（株）

1153 水泳 矢島 秀二 男 日本大学 学生

1154 水泳 米原 邦夫 男 日本大学 旭化成

1155 水泳 佐藤 晴雄 男 早稲田大学 アポロン音楽工業（株）

1156 サッカー 横山 謙三 男 ⽴教⼤学 三菱⾃動⾞販売（株）

1157 サッカー 浜崎 昌弘 男 明治大学 八幡製鉄（株）

1158 サッカー 鎌田 光夫 男 中央大学 古河電気工業（株）

1159 サッカー 宮本 征勝 男 早稲田大学 古河電気工業（株）

1160 サッカー 鈴⽊ 良三 男 ⽴教⼤学 ⽇⽴建材（株） 注81

1161 サッカー 片山 洋 男 慶應義塾大学 三菱重⼯業（株）

1162 サッカー 富沢 清司 男 静岡県⽴藤枝東⾼校 八幡製鉄（株）

1163 サッカー 山口 芳忠 男 中央大学 ⽇⽴製作所（株）

1164 サッカー 森 孝慈 男 早稲田大学 三菱重⼯業（株）

1165 サッカー 八重樫 茂夫 男 早稲田大学 古河電気工業（株）

1166 サッカー 宮本 輝紀 男 広島山陽高校 八幡製鉄（株）

1167 サッカー 小城 得達 男 中央大学 東洋工業（株）

1168 サッカー 湯口 栄蔵 男 関⻄⼤学 ヤンマーディーゼル（株）

1169 サッカー 渡辺 正 男 ⽴教⼤学 八幡製鉄（株）

1170 サッカー 杉山 隆一 男 明治大学 三菱重⼯業（株）

1171 サッカー 松本 育夫 男 早稲田大学 東洋工業（株）

1172 サッカー 桑原 楽之 男 中央大学 東洋工業（株）

1173 サッカー 釜本 邦茂 男 早稲田大学 ヤンマーディーゼル（株）

1174 漕艇 清水 正俊 男 同志社大学 学生

1175 漕艇 村井 富雄 男 同志社大学 学生

1176 漕艇 加藤 忠正 男 同志社大学 学生

1177 漕艇 宮川 滋 男 同志社大学 学生

1178 漕艇 中田 二三男 男 同志社大学 学生

1179 漕艇 ⽥中 重次郎 男 同志社大学 学生

1180 漕艇 福益 敏 男 同志社大学 学生

1181 漕艇 新井 喜範 男 同志社大学 学生

1182 漕艇 山本 克美 男 同志社大学 学生

1183 漕艇 伊藤 次男 男 同志社大学 学生

1184 ホッケー 勇崎 恒也 男 明治大学 不明 自営業

1185 ホッケー 松本 紀彦 男 明治大学 富士運輸（株）

1186 ホッケー 大塚 智万 男 早稲田大学 学生

1187 ホッケー 高島 昭男 男 法政大学 高島モーター商会（株）

1188 ホッケー 勇崎 勝弘 男 明治大学 不明 自営業

1189 ホッケー 加奥 成雄 男 明治大学 栄光社（株）

1190 ホッケー 井出 信夫 男 明治大学 井出陶器店

1191 ホッケー 工藤 明朗 男 明治大学 学生

1192 ホッケー 安⽥ 善次郎 男 明治大学 学生

1193 ホッケー 河村 一夫 男 天理⼤学 学生

1194 ホッケー 恩田 昌史 男 天理⼤学 天理⼤学

1195 ホッケー 田中 博司 男 法政大学 同建工業（株）

1196 ホッケー 吉村 実 男 早稲田大学 日本オリベッティ（株）

1197 ホッケー ⻄村 省三 男 明治大学 自家営業

1198 ホッケー 上村 幸夫 男 明治大学 学生

1199 ホッケー 和田 明仁 男 早稲田大学 学生

1200 ホッケー ⻑屋 恭⼀ 男 天理⼤学 学生

1201 ボクシング 渡部 惇二 男 近畿大学 近畿大学

1202 ボクシング 中村 哲明 男 明治大学 学生

1203 ボクシング 森岡 栄治 男 近畿大学 学生

1204 ボクシング 岡本 正 男 日本大学 学生

1205 バレーボール 池田 尚弘 男 福岡大学 八幡製鉄（株）

1206 バレーボール 大古 誠司 男 東芝学園 日本鋼管（株）

1207 バレーボール 猫田 勝敏 男 広島崇徳高校 日本専売公社

1208 バレーボール 南 将之 男 福岡市大濠高校 旭化成工業（株）

1209 バレーボール 白神 守 男 中央大学 日本鋼管（株）

1210 バレーボール 嶋岡 健治 男 中央大学 学生

1211 バレーボール 森田 淳悟 男 日本体育大学 学生
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1212 バレーボール 佐藤 哲夫 男 福島相馬高校 富士写真フィルム（株）

1213 バレーボール 三森 泰明 男 中央大学 学生 注82

1214 バレーボール 小泉 勲 男 中央大学 日本鋼管（株）

1215 バレーボール 木村 憲治 男 中央大学 松下電器産業（株）

1216 バレーボール 横田 忠義 男 中央大学 学生

1217 バレーボール ⾼⼭ 鈴江 ⼥ 宝仙学園高校 （株）⽇⽴製作所 注83

1218 バレーボール 吉田 節子 ⼥ 愛知豊橋東高校 鐘淵紡績（株） 注84

1219 バレーボール 岩原 豊子 ⼥ 中村高校 （株）ヤシカ

1220 バレーボール 笠原 洋⼦ ⼥ 三重四日市高校 鐘淵紡績（株） 注84

1221 バレーボール 小野沢 愛子 ⼥ 京沢⼥⼦商業⾼校 （株）ヤシカ

1222 バレーボール 小嶋 由紀代 ⼥ 東京昭和高校 （株）⽇⽴製作所 注83

1223 バレーボール 福中 佐知子 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 （株）⽇⽴製作所 注83

1224 バレーボール 宍倉 邦枝 ⼥ 千葉明徳学園⾼校 （株）⽇⽴製作所 注83

1225 バレーボール 井上 節子 ⼥ 東京⼥⼦体育短期⼤学 （株）⽇⽴製作所 注83

1226 バレーボール 生沼 スミエ ⼥ 東京三鷹高校 （株）⽇⽴製作所 注83

1227 バレーボール 古川 牧子 ⼥ 千葉習志野⾼校 ニチボー（株） 注85

1228 バレーボール 浜 恵子 ⼥ 中村高校 （株）ヤシカ

1229 体操 遠藤 幸雄 男 東京教育大学 日本大学

1230 体操 加藤 武司 男 早稲田大学 ソニー（株）

1231 体操 中山 彰規 男 中京大学 中京大学

1232 体操 加藤 沢男 男 東京教育大学 学生

1233 体操 塚原 光男 男 日本体育大学 学生

1234 体操 監物 永三 男 日本体育大学 学生

1235 体操 早田 卓次 男 日本大学 日本大学

1236 体操 三栗 多仁⼦ ⼥ 東京教育大学 東海大学

1237 体操 香取 光子 ⼥ 日本体育大学 中京大学

1238 体操 橋口 佳代子 ⼥ 日本体育大学 日本体育大学

1239 体操 松久 ミユキ ⼥ 日本体育大学 日本体育大学

1240 体操 小田 千恵子 ⼥ 日本体育大学 学生

1241 体操 羽生 和永 ⼥ 福井武生高校 学生

1242 体操 渋谷 多喜 ⼥ 日本大学 日本大学

1243 レスリング 市口 政光 男 関⻄⼤学 ⾠野（株）

1244 レスリング 中田 茂男 男 中央大学 自衛隊体育学校

1245 レスリング 上武 洋次郎 男 オクラホマ州⽴⼤学 不明 自由業

1246 レスリング ⾦⼦ 正明 男 専修大学 自衛隊体育学校

1247 レスリング 堀内 岩雄 男 日本大学 日本大学

1248 レスリング 佐々⽊ ⻯雄 男 日本大学 自衛隊体育学校

1249 レスリング 遠藤 茂 男 日本大学（中退） 不明 自由業

1250 レスリング 川野 俊一 男 法政大学 自衛隊体育学校

1251 レスリング 磯貝 頼秀 男 千葉習志野⾼校 学生

1252 レスリング ⽯⿊ 修⼀ 男 日本体育大学 日清工業（株）

1253 レスリング 桜間 幸次 男 日本大学 自衛隊体育学校

1254 レスリング 藤本 英男 男 日本体育大学 日本体育大学

1255 レスリング 宗村 宗二 男 明治大学 自由業

1256 レスリング ⽥代 俊郎 男 中央大学 中央大学

1257 レスリング 開 健次郎 男 中央大学（中退） 自衛隊体育学校

1258 レスリング ⻑尾 猛司 男 日本大学（中退） 自衛隊体育学校

1259 重量挙げ ⼀ノ関 史郎 男 法政大学 秋⽥県⼋橋⻘年の家

1260 重量挙げ 三宅 義信 男 法政大学 自衛隊体育学校

1261 重量挙げ 三宅 義⾏ 男 法政大学 ミナト興業（株）

1262 重量挙げ 八田 信之 男 中央大学 自家営業

1263 重量挙げ 木村 岳夫 男 明治大学 安田生命保険（相）

1264 重量挙げ 大内 仁 男 法政大学 警視庁

1265 重量挙げ 三輪 定広 男 明治大学 名古屋鉄道（株）

1266 ⾃転⾞ 井上 三次 男 法政大学 学生

1267 馬術 荒木 雄豪 男 京都大学 京都産業大学

1268 馬術 杉谷 昌保 男 桃山学園高校 自由業

1269 馬術 福島 正 男 明正高校 日本中央競馬会

1270 馬術 千葉 幹夫 男 北海道⼤学 日本中央競馬会

1271 フェンシング ⼤川 平三郎 男 中央大学 東京スポーツ商会

1272 フェンシング 真野 一夫 男 法政大学 東京スポーツ商会

1273 フェンシング 清水 富士夫 男 中央大学 東京スポーツ商会

1274 フェンシング 福田 正哉 男 中央大学 学生

1275 フェンシング 若杉 和彦 男 愛知工業大学 学生

1276 射撃 吉川 貴久 男 福岡⼾畑中央⾼校 福岡県警察

1277 射撃 楠 成人 男 松山工業高校 自衛隊体育学校

1278 射撃 白石 洵 男 福岡門司北⾼校 京都府警察

1279 射撃 蒲池 猛夫 男 宮崎県高原中学校 自衛隊体育学校
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1280 射撃 関根 弘 男 中央大学 （株）川⼝屋林鉄砲⽕薬店

1281 射撃 斎藤 繁美 男 山口高校（中退） 自衛隊体育学校

1282 近代五種 福井 敏男 男 拓殖⼤学 自衛隊 注86

1283 近代五種 田代 勝明 男 ⻑崎佐世保南⾼校 自衛隊体育学校

1284 近代五種 槇平 勇荘 男 広島⻄城⾼校 大阪府警察

1285 カヌー 吉野 信篤 男 熊本津南中学校 水俣市役所

1286 カヌー 山口 徹正 男 大正大学 学生

1972̲ミュンヘン

1287 陸上 友永 義治 男 不明 ⽇⽴製作所

1288 陸上 沢木 啓祐 男 不明 順天堂大学 教員

1289 陸上 小山 隆治 男 不明 クラレ

1290 陸上 竹内 章 男 不明 ⽇⽴造船

1291 陸上 杉岡 邦由 男 不明 新日本製鉄

1292 陸上 冨沢 英彦 男 不明 群馬蚕糸高校 教員

1293 陸上 川越 孝悦 男 不明 ユニチカ

1294 陸上 村木 征人 男 不明 東海大学 教員

1295 陸上 井上 敏明 男 法政大学 学生

1296 陸上 具志堅 興清 男 不明 名古屋鉄道

1297 陸上 菅原 武男 男 不明 リッカーミシン

1298 陸上 石田 義久 男 不明 東洋工業

1299 陸上 室伏 重信 男 不明 大昭和製紙

1300 陸上 君原 健二 男 不明 新日本製鉄

1301 陸上 宇佐美 彰朗 男 日本大学大学院 学生

1302 陸上 采谷 義秋 男 不明 広島県教育委員会

1303 陸上 山 三保子 ⼥ 不明 岡山岡輝中学校

1304 陸上 稲岡 美千子 ⼥ 中央大学 学生

1305 陸上 山下 博子 ⼥ 中京大学 学生

1306 水泳 田口 信教 男 広島商科大学 学生

1307 水泳 駒崎 康弘 男 日本大学 学生

1308 水泳 本多 忠 男 広島商科大学 学生

1309 水泳 佐々⽊ ⼆郎 男 富山商業高校 学生

1310 水泳 合志 えい子 男 浪速⼥⼦⾼校 学生

1311 水泳 川⻄ 繁⼦ ⼥ 不明 和歌山県教育委員会

1312 水泳 柴田 智恵野 ⼥ 浪速⼥⼦⾼校 山田スイミングスクール

1313 水泳 山本 容子 ⼥ 巽中学校 学生

1314 水泳 ⻘⽊ まゆみ ⼥ 浪速⼥⼦⾼校 山田スイミングスクール

1315 水泳 浅野 典子 ⼥ 杉⼭⼥学園⾼校 学生

1316 水泳 石井 菊代 ⼥ 浪速⼥⼦⾼校 学生

1317 水泳 松村 鈴⼦ ⼥ 巽中学校 学生

1318 水泳 藤村 佳津 ⼥ 浪速⼥⼦⾼校 学生

1319 水泳 ⻄側 よしみ ⼥ 浪速⼥⼦⾼校 山田スイミングスクール

1320 水泳 竹本 ゆかり ⼥ 浪速⼥⼦⾼校 学生

1321 水泳 湯浅 純二 男 不明 松下電器

1322 水泳 大坪 恵子 ⼥ 不明 埼玉ヤクルト

1323 水泳 久保 たえ子 ⼥ 不明 紀陽銀⾏

1324 水泳 保⾒ 吉裕 男 不明 三菱商事

1325 水泳 大下 幸治 男 不明 タイガースゴム

1326 水泳 地平 達郎 男 不明 東京スイミングセンター

1327 水泳 高橋 敏夫 男 不明 川口市役所

1328 水泳 桑山 博克 男 不明 全日本空輸

1329 水泳 矢島 秀三 男 不明 蒲田会館

1330 水泳 中野 皓司 男 日本大学 ⻩桜酒造

1331 水泳 峰岸 直人 男 慶應義塾大学 学生

1332 水泳 木村 隆 男 日本大学 不明

1333 水泳 橋本 博 男 中央大学 学生

1334 漕艇 伊藤 次男 男 不明 秋田県庁

1335 漕艇 湊 義雄 男 不明 湊商会

1336 漕艇 岡本 秀雄 男 不明 東京トヨペット

1337 ボクシング 新垣 吉光 男 日本大学 学生

1338 ボクシング 永井 希仁男 男 日本大学 学生

1339 ボクシング ⼩林 和男 男 不明 自衛隊体育学校

1340 ボクシング 篠原 恭二 男 近畿大学 学生

1341 バレーボール 中村 祐造 男 不明 新日本製鉄

1342 バレーボール 南 将之 男 不明 旭ダウ

1343 バレーボール 猫田 勝敏 男 不明 日本専売公社

1344 バレーボール 木村 憲治 男 不明 松下電器

1345 バレーボール 野口 泰弘 男 不明 松下電器

1346 バレーボール 森田 淳悟 男 不明 日本鋼管
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1347 バレーボール 横田 忠義 男 不明 松下電器

1348 バレーボール 大古 誠司 男 不明 日本鋼管

1349 バレーボール 佐藤 哲夫 男 不明 富士写真フィルム

1350 バレーボール 嶋岡 健治 男 不明 日本鋼管

1351 バレーボール 深尾 吉英 男 不明 東レ

1352 バレーボール ⻄本 哲雄 男 不明 日本専売公社

1353 バレーボール 松村 勝美 ⼥ 不明 ユニチカ

1354 バレーボール 山下 規子 ⼥ 不明 ユニチカ

1355 バレーボール 岩原 豊子 ⼥ 不明 ヤシカ

1356 バレーボール 飯田 高子 ⼥ 不明 ヤシカ

1357 バレーボール 生沼 スミエ ⼥ 不明 ⽇⽴製作所

1358 バレーボール 古川 牧子 ⼥ 不明 ユニチカ

1359 バレーボール 浜 恵子 ⼥ 不明 ヤシカ

1360 バレーボール 島影 せい子 ⼥ 不明 ユニチカ

1361 バレーボール 山崎 八重子 ⼥ 不明 ユニチカ

1362 バレーボール 塩川 美知子 ⼥ 不明 ユニチカ

1363 バレーボール 岡本 真理⼦ ⼥ 不明 ⽇⽴製作所

1364 バレーボール 白井 貴子 ⼥ 不明 倉敷紡績

1365 体操 中山 彰規 男 不明 中京大学 教員

1366 体操 加藤 沢男 男 東京教育大学大学院 学生

1367 体操 塚原 光男 男 不明 河合楽器

1368 体操 笠松 茂 男 不明 東海テレビ

1369 体操 監物 永三 男 不明 日本体育大学 教員

1370 体操 岡村 輝一 男 不明 紀陽銀⾏

1371 体操 本間 二三雄 男 東京教育大学大学院 学生

1372 体操 坂 佳代子 ⼥ 不明 日本体育大学 教員

1373 体操 松久 ミユキ ⼥ 不明 池田健康体操

1374 体操 羽生 和永 ⼥ 日本体育大学 学生

1375 体操 平島 栄子 ⼥ 日本体育大学 学生

1376 体操 ⻑⾕川 たか⼦ ⼥ 日本体育大学 学生

1377 体操 宮本 敏子 ⼥ 日本大学 学生

1378 体操 矢部 信恵 ⼥ 日本大学 学生

1379 バスケットボール 杉田 勝彦 男 不明 松下電器

1380 バスケットボール 谷口 正朋 男 不明 日本鋼管

1381 バスケットボール 横山 邦彦 男 不明 住友⾦属⼯業

1382 バスケットボール 阿部 成章 男 不明 日本鉱業

1383 バスケットボール 宗田 研二 男 不明 日本鋼管

1384 バスケットボール 服部 信雄 男 不明 日本鋼管

1385 バスケットボール 吉川 峰夫 男 不明 住友⾦属⼯業

1386 バスケットボール 坂井 和史 男 不明 日本鋼管

1387 バスケットボール 千種 信雄 男 不明 住友⾦属⼯業

1388 バスケットボール 森 哲 男 不明 住友⾦属⼯業

1389 バスケットボール 杣友 厚 男 不明 住友⾦属⼯業

1390 バスケットボール 沼田 宏文 男 同志社大学 学生

1391 レスリング 梅田 昭彦 男 不明 米盛商事

1392 レスリング 加藤 喜代美 男 不明 三信電気

1393 レスリング 柳⽥ 英明 男 不明 大都リッチランド

1394 レスリング 阿部 巨史 男 不明 自衛隊体育学校

1395 レスリング 和田 喜久夫 男 明治大学 学生

1396 レスリング 吉田 敏忠 男 不明 アイシン精機

1397 レスリング 佐々⽊ 雄龍 男 不明 自衛隊体育学校

1398 レスリング 鎌田 誠 男 中央大学 学生

1399 レスリング 矢田 静雄 男 不明 粉河高校 教員

1400 レスリング 磯貝 頼秀 男 早稲田大学 学生

1401 レスリング 石田 和春 男 不明 小玉合名

1402 レスリング 平⼭ 紘⼀郎 男 不明 自衛隊体育学校

1403 レスリング 山本 郁栄 男 不明 日本体育大学 教員

1404 レスリング 藤本 英男 男 不明 日本体育大学 教員

1405 レスリング 田上 高 男 不明 甲南高校 教員

1406 レスリング 伊達 治⼀郎 男 国士舘大学 学生

1407 レスリング 佐藤 貞雄 男 大東文化大学 学生

1408 レスリング 谷 公市 男 不明 和歌山県教育庁

1409 レスリング 斎藤 真 男 日本体育大学 学生

1410 レスリング 鶴田 友美 男 中央大学 学生

1411 ヨット 山村 彰 男 不明 山村硝子

1412 ヨット 山村 尚史 男 不明 山村硝子

1413 ヨット 松山 和興 男 不明 神奈川県庁

1414 重量挙げ 佐々木 哲英 男 不明 警視庁
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1415 重量挙げ 斎藤 久次郎 男 不明 野崎ガラスセンター

1416 重量挙げ 小野 弘 男 不明 自営

1417 重量挙げ 三木 功司 男 不明 自衛隊体育学校

1418 重量挙げ 三岳 義信 男 不明 自衛隊体育学校

1419 重量挙げ 安藤 謙吉 男 日本大学 学生

1420 重量挙げ 加藤 正雄 男 不明 中京大学 職員

1421 重量挙げ 小野 祐策 男 不明 三恵商事

1422 重量挙げ 後藤 良⼀ 男 不明 後藤組

1423 ハンドボール 近森 克彦 男 不明 大崎電気

1424 ハンドボール 本田 洋 男 不明 大阪・初芝高校 教員

1425 ハンドボール 下森 敏彦 男 不明 大崎電気

1426 ハンドボール 木野 実 男 不明 湧永薬品

1427 ハンドボール 飯⽥ 誠⾏ 男 不明 大崎電気

1428 ハンドボール 有永 修二 男 不明 東京海上

1429 ハンドボール 中井 武三 男 不明 大同製鋼

1430 ハンドボール 永海 正⾏ 男 不明 八千代高校 教員

1431 ハンドボール 野田 清 男 不明 大同製鋼

1432 ハンドボール 新実 俊夫 男 不明 本田技研

1433 ハンドボール 早川 清孝 男 不明 湧永薬品

1434 ハンドボール 佐々木 健一 男 中央大学 学生

1435 ⾃転⾞ 松田 隆文 男 日本大学 学生

1436 ⾃転⾞ 沼田 弥一 男 不明 ブリジストンサイクル

1437 ⾃転⾞ ⻑ 義和 男 法政大学 学生

1438 馬術 杉谷 昌保 男 不明 自営

1439 馬術 高宮 輝千代 男 不明 大垣農業高校 教員

1440 馬術 竹田 恒和 男 不明 不⼆サッシュ販売

1441 馬術 福島 正 男 不明 日本中央競馬会

1442 馬術 井上 喜久子 ⼥ 聖⼼⼥学院 不明

1443 柔道 川口 孝夫 男 明治大学 学生

1444 柔道 野村 豊和 男 不明 博報堂

1445 柔道 関根 忍 男 不明 警視庁

1446 柔道 笹原 富美雄 男 不明 神奈川県警

1447 柔道 篠巻 政利 男 不明 新日本製鉄

1448 柔道 ⻄村 幹樹 男 拓殖⼤学 やよいエージェンシー 注87

1449 フェンシング 中島 寛 男 不明 信興商事

1450 フェンシング 芹沢 ⼀郎 男 不明 東急興産

1451 フェンシング 福田 正哉 男 不明 自営

1452 フェンシング 植原 清 男 不明 木田興業

1453 フェンシング 圓山 詩朗 男 不明 福井県庁

1454 射撃 吉川 貴久 男 不明 福岡県警察 本部

1455 射撃 田代 繁俊 男 不明 自衛隊体育学校

1456 射撃 蒲池 猛夫 男 不明 自衛隊体育学校

1457 射撃 久保 皖司 男 不明 皇宮警察 本部

1458 射撃 伊藤 実 男 不明 自衛隊体育学校

1459 射撃 杉田 武 男 不明 自営

1460 近代五種 坂野 勝 男 不明 自衛隊体育学校

1461 近代五種 久保 晃 男 不明 自衛隊体育学校

1462 近代五種 槇平 勇荘 男 不明 大阪府警察学校 注88

1463 カヌー 佐藤 忠正 男 不明 勢能体育用品

1464 カヌー 山口 徹正 男 不明 国⽴トレーニングセンター

1465 カヌー 畑 満秀 男 大正大学 学生

1466 カヌー 中⻄ 光雄 男 大正大学 学生

1467 カヌー 岡田 昌憲 男 不明 三洋製作所

1468 アーチェリー 中本 新二 男 不明 柚木商会

1469 アーチェリー 梶川 博 男 不明 菊水堂

1470 アーチェリー 日比野 正嗣 男 同志社大学 学生

1471 アーチェリー 秋山 芳子 男 帝塚山大学 不明

1976̲モントリオール

1472 陸上 宇佐美 彰朗 男 日本大学大学院 東海大学 注89

1473 陸上 水上 則安 男 常盤高校 新日鉄

1474 陸上 宗 茂 男 佐伯豊南高校 旭化成

1475 陸上 神野 正英 男 日本大学 新日鉄

1476 陸上 鎌田 俊明 男 秋⽥市⽴⾼校 鐘紡

1477 陸上 小山 隆治 男 順天堂大学 クラレ

1478 陸上 越川 一紀 男 順天堂大学 学生

1479 陸上 福良 勝⼰ 男 九州産業大学 大昭和製紙

1480 陸上 高根沢 威夫 男 日本体育大学 本田技研

1481 陸上 岩間 良⾂ 男 日本体育大学 沼津ろう学校
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1482 陸上 井上 敏明 男 法政大学 ⽇⽴製作所

1483 陸上 室伏 重信 男 日本大学 大昭和製紙

1484 陸上 森川 嘉男 男 日本大学 富士商品

1485 陸上 曽根 幹子 ⼥ 東洋大学 大昭和製紙

1486 陸上 湶 純江 ⼥ 上田千曲高校 ⻑野スズキ

1487 水泳 樋口 浩三 男 同志社大学 学生

1488 水泳 田口 信教 男 広島修道大学大学院 学生

1489 水泳 新屋 干城 男 日本大学 学生

1490 水泳 原 秀章 男 早稲田大学 学生

1491 水泳 香山 進介 男 尾道高校 学生

1492 水泳 本多 忠 男 広島商大（中退） フジタ工業

1493 水泳 柳館 毅 男 早稲田大学 学生

1494 水泳 山崎 幸子 ⼥ 昭和中学校 学生

1495 水泳 春岡 淑子 ⼥ 武庫川高校 学生

1496 水泳 稲葉 和世 ⼥ 筑紫⼥学園⾼校 学生

1497 水泳 森 千春 ⼥ 武庫川中学校 学生

1498 水泳 初田 恭江 ⼥ 武庫川高校 学生

1499 水泳 坂野 邦子 ⼥ 愛知学院大学 学生

1500 水泳 ⻄側 よしみ ⼥ 武庫川⼥⼦短期⼤学 イトマンS.S.

1501 水泳 三浦 直子 ⼥ ⾦城学院⾼校 学生

1502 水泳 ⻄出 好範 男 日本大学 学生

1503 水泳 ⼭中 理貴⼦ ⼥ 天理⼤学 学生

1504 水泳 角丸 房子 ⼥ 松陰高校 学生

1505 漕艇 宮川 滋 男 同志社大学 大丸

1506 漕艇 北浦 俊治 男 明治大学 山一証券

1507 漕艇 山本 真伸 男 東京大学 ソニー

1508 漕艇 村山 隆志 男 ⿅児島⼤学 ガデリウス

1509 漕艇 鳥羽 博司 男 早稲田大学大学院 学生

1510 漕艇 ⾦康 健司 男 早稲田大学 学生

1511 漕艇 磯 富昭 男 日本大学 学生

1512 漕艇 俣⽊ 志郎 男 東京医科⻭科⼤学 学生

1513 漕艇 柿下 秋男 男 東京教育大学 学生

1514 漕艇 ⼾⽥ 幸雄 男 東京都⽴⼤学 学生

1515 漕艇 榊田 真庸 男 東京経済大学 学生

1516 ボクシング 内山 昇 男 中央大学 学生

1517 ボクシング 古賀 俊憲 男 愛知学院大学 佐賀県庁

1518 ボクシング 石垣 仁 男 専修大学 学生

1519 ボクシング 小田桐 幸雄 男 拓殖⼤学 学生

1520 ボクシング 瀬川 幸雄 男 七⼾⾼校 陸上⾃衛隊

1521 ボクシング 関 義文 男 中央大学 学生

1522 バレーボール 猫田 勝敏 男 崇徳高校 日本専売公社

1523 バレーボール 横田 忠義 男 中央大学 松下電器

1524 バレーボール 大古 誠司 男 東芝学園 サントリー

1525 バレーボール 佐藤 哲夫 男 相馬高校 富士フイルム

1526 バレーボール 嶋岡 健治 男 中央大学 日本鋼管

1527 バレーボール 深尾 吉英 男 彦根工業高校 東レ

1528 バレーボール ⻄本 哲雄 男 崇徳高校 日本専売公社

1529 バレーボール 柳本 昌⼀ 男 大商大附属高校 新日本製鉄

1530 バレーボール 小田 勝美 男 関⻄鉄道学園 新日本製鉄

1531 バレーボール 保田 靖則 男 藤沢高校 富士フイルム

1532 バレーボール 丸山 孝 男 中央大学 日本鋼管

1533 バレーボール 田中 幹保 男 姫路東⾼校 新日本製鉄

1534 バレーボール 飯田 高子 ⼥ 中京大学 ヤシカ

1535 バレーボール 岡本 真理⼦ ⼥ 東大阪高校 ⽇⽴製作所

1536 バレーボール 前田 悦智子 ⼥ トキワ松学園 三洋電気

1537 バレーボール 松田 紀子 ⼥ 釧路東⾼校 ⽇⽴製作所

1538 バレーボール 白井 貴子 ⼥ ⽚⼭⼥⼦⾼校 ⽇⽴製作所

1539 バレーボール 加藤 きよみ ⼥ 不明 ⽇⽴製作所

1540 バレーボール 荒木田 裕子 ⼥ 角館南高校 ⽇⽴製作所

1541 バレーボール ⾦坂 克⼦ ⼥ 習志野高校 ⽇⽴製作所

1542 バレーボール 吉⽥ 真理⼦ ⼥ 久喜高校 ⽇⽴製作所

1543 バレーボール ⾼柳 昌⼦ ⼥ 中津南高校 ⽇⽴製作所

1544 バレーボール 矢野 広美 ⼥ 増穂商業高校 ⽇⽴製作所

1545 バレーボール 横⼭ 樹理 ⼥ 博多⼥⼦商業⾼校 ユニチカ

1546 体操 加藤 沢男 男 東京教育大学 筑波大学 助手

1547 体操 笠松 茂 男 中京大学 東海テレビ

1548 体操 監物 永三 男 日本体育大学 日本体育大学 講師

1549 体操 塚原 光男 男 日本体育大学 河合楽器
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1550 体操 梶山 広司 男 日本大学 日本大学 注90

1551 体操 藤本 俊 男 日本体育大学 ⼭梨⼤学 教育学部

1552 体操 五⼗嵐 久⼈ 男 日本大学 日本大学 助手

1553 体操 広中 みゆき 男 日本体育大学 京都スイトピア

1554 体操 山崎 信恵 男 日本大学 東京相互銀⾏

1555 体操 林⽥ 房美 ⼥ 日本大学 東京相互銀⾏

1556 体操 吉川 智恵子 ⼥ 日本体育大学 学生

1557 体操 真野 郷子 ⼥ 日本体育大学 学生

1558 体操 岡崎 聡子 ⼥ 国学院高校 学生

1559 体操 野沢 咲子 ⼥ 蜂ヶ岡中学校 学生

1560 バスケットボール 阿部 成章 男 日本体育大学 日本鉱業

1561 バスケットボール 千種 信雄 男 大阪商大 住友⾦属

1562 バスケットボール 森 哲 男 明治大学 住友⾦属

1563 バスケットボール 結城 昭二 男 中央大学 住友⾦属

1564 バスケットボール 藤本 裕 男 大阪商大 日本鋼管

1565 バスケットボール 沼田 宏文 男 同志社大学 松下電子部品

1566 バスケットボール 桑田 健秀 男 慶應義塾大学 日本鋼管

1567 バスケットボール 斎藤 文夫 男 中央大学 学生

1568 バスケットボール 北原 憲彦 男 明治大学 学生

1569 バスケットボール 清水 茂人 男 中京大学 学生

1570 バスケットボール 浜口 秀樹 男 拓殖⼤学 学生

1571 バスケットボール 山本 浩二 男 明治大学 日本鋼管

1572 バスケットボール 脇田代 喜美 ⼥ 宮崎高校 ユニチカ

1573 バスケットボール 山本 幸代 ⼥ 夙川学院高校 ユニチカ

1574 バスケットボール 佐竹 美佐子 ⼥ 妻高校 第⼀勧業銀⾏

1575 バスケットボール 生井 けい子 ⼥ 日本体育大学 日本体育大学

1576 バスケットボール 宮本 輝子 ⼥ 松橋高校 ユニチカ

1577 バスケットボール 橋本 きみ子 ⼥ 千葉商業⾼校 第⼀勧業銀⾏

1578 バスケットボール 大塚 宮子 ⼥ 市邨学園短期大学 ⽇⽴製作所

1579 バスケットボール 門屋 加寿子 ⼥ 聖カタリナ⼥⼦⾼校 ユニチカ

1580 バスケットボール ⻘沼 令⼦ ⼥ 清泉⼥学院⾼校 ユニチカ

1581 バスケットボール 林⽥ 和代 ⼥ 飯塚⼥⼦⾼校 ⽇⽴製作所

1582 バスケットボール 松岡 美保 ⼥ 薫英高校 ユニチカ

1583 バスケットボール 福井 美恵子 ⼥ 樟蔭東高校 ユニチカ

1584 レスリング 工藤 章 男 専修大学 三信電気

1585 レスリング 高田 裕司 男 日本体育大学 日本体育大学

1586 レスリング 荒井 政雄 男 国士舘大学（中退） 山口県斎藤道場

1587 レスリング 前川 健吉 男 国士舘大学 自衛隊

1588 レスリング 菅原 弥三郎 男 国士舘大学 国士舘大学

1589 レスリング 伊達 治⼀郎 男 国士舘大学 国士舘大学

1590 レスリング 茂木 優 男 国士舘大学 秋田商高 注91

1591 レスリング 谷津 嘉章 男 日本大学 学生

1592 レスリング 清水 一夫 男 大東文化大学 学生

1593 レスリング 磯貝 頼秀 男 早稲田大学 ゼネラル石油

1594 レスリング 森脇 由晃 男 日本体育大学 学生

1595 レスリング 平⼭ 紘⼀郎 男 東洋大学 自衛隊

1596 レスリング 菅 芳松 男 大同工業高校 自衛隊

1597 レスリング 宮原 照彦 男 日本体育大学 ⿅町⼯⾼ 教員

1598 レスリング ⼩林 武 男 向原高校 自衛隊

1599 レスリング ⻑友 寧雄 男 日本体育大学 警視庁

1600 レスリング ⾼⻄ ⼀広 男 国士舘大学 和歌山県体育協会

1601 レスリング 佐藤 貞雄 男 大東文化大学 徳山大学

1602 レスリング 秋山 安成 男 名城大学 自衛隊

1603 レスリング 松永 清志 男 日本体育大学 学生

1604 ヨット 広沢 孝治 男 聖光高校 本田技研

1605 ヨット 小松 一憲 男 日本体育大学 ヤマハ発動機

1606 ヨット ⿊⽥ 光茂 男 高松工業高専 ヤマハ発動機

1607 ヨット 堀内 巧 男 関東学院大学 臼井国際産業

1608 ヨット 花岡 一夫 男 関東学院大学 ロッテ物産

1609 重量挙げ 竹内 雅朝 男 日本体育大学 埼玉県庁

1610 重量挙げ 堀越 武 男 ⾜利市北郷中学校 昭和アルミ

1611 重量挙げ 安藤 謙吉 男 日本大学 土岐高校

1612 重量挙げ 細谷 治朗 男 日本体育大学 日本体育大学

1613 重量挙げ 平井 一正 男 中京大学 ⻲⼭⾼校

1614 重量挙げ 斎藤 隆 男 日本体育大学 山添高校

1615 重量挙げ 島屋 八生 男 日本体育大学 日本体育大学

1616 重量挙げ 小野 祐策 男 法政大学 ミナト興産

1617 重量挙げ 藤代 末男 男 明治大学 尼崎市教委
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1618 ハンドボール 本田 洋 男 日本体育大学 堺工業高校 教員

1619 ハンドボール 柴田 正章 男 法政大学 本田技研

1620 ハンドボール 木野 実 男 ⽴教⼤学 湧永薬品

1621 ハンドボール 藤中 憲二 男 日本体育大学 大同製鋼

1622 ハンドボール 中井 武三 男 同志社大学 大同製鋼

1623 ハンドボール 佐藤 要二 男 中央大学 本田技研

1624 ハンドボール 松原 光三 男 日本体育大学 大同製鋼

1625 ハンドボール 花輪 博 男 中央大学 大同製鋼

1626 ハンドボール 佐々木 健一 男 中央大学 三景

1627 ハンドボール 穂積 豊彦 男 大阪経浜大学 湧永薬品

1628 ハンドボール 菊池 悟 男 早稲田大学 東京１２チャンネル

1629 ハンドボール 蒲生 晴明 男 中央大学 学生

1630 ハンドボール 和田 祥子 ⼥ 二俣川高校 ⽴⽯電機

1631 ハンドボール 久保 徳子 ⼥ 赤羽中学校 ジャスコ

1632 ハンドボール 古佐原 ひろ子 ⼥ 小高農業高校 東京重機

1633 ハンドボール 蔵田 照美 ⼥ 菊池農業高校 ⽴⽯電機

1634 ハンドボール 島田 夏枝 ⼥ 永川中学校 ⽴⽯電機

1635 ハンドボール 加藤 美起子 ⼥ 涌谷高校 日本ビクター

1636 ハンドボール 松下 仁美 ⼥ 三本松高校 ジャスコ

1637 ハンドボール 山下 恵美子 ⼥ 天草農業高校 ⽴⽯電機

1638 ハンドボール ⼩森 久⾥⼦ ⼥ 佐世保商業高校 ブラザー工業

1639 ハンドボール 河田 栄子 ⼥ ⼭陽⼥⼦⾼校 ジャスコ

1640 ハンドボール 穂積 美保子 ⼥ 涌谷高校 日本ビクター

1641 ハンドボール 紀野 奈々美 ⼥ 大分東高校 ⽴⽯電機

1642 ⾃転⾞ ⻑ 義和 男 城東工業高校 杉野鉄工所

1643 ⾃転⾞ ⼩笠原 嘉 男 日本大学 学生

1644 ⾃転⾞ 町島 洋一 男 中央大学 学生

1645 ⾃転⾞ ⼩笠原 義明 男 日本大学 学生

1646 ⾃転⾞ 岡堀 勉 男 日本大学 学生

1647 馬術 杉谷 昌保 男 桃山学院高校 ビル経営

1648 馬術 竹田 恒和 男 慶應義塾大学 不⼆サッシ

1649 馬術 東良 弘⼀ 男 大阪産業大学 洛北宝池観光農園

1650 馬術 小畑 隆一 男 甲南大学 学生

1651 馬術 ⽯⿊ 建吉 男 ⽴教⼤学 キープ協会

1652 馬術 植田 元 男 日本大学 北⾠⼯業

1653 馬術 衛藤 賢二 男 麻生獣医大学 日本馬術連盟

1654 柔道 南 喜陽 男 崇徳高校 新日本製鉄

1655 柔道 蔵本 孝二 男 拓殖⼤学 神奈川県警

1656 柔道 園田 勇 男 福岡工大 福岡県警

1657 柔道 二宮 和弘 男 天理⼤学 福岡県警

1658 柔道 遠藤 純男 男 日本大学 警視庁

1659 柔道 上村 春樹 男 明治大学 旭化成

1660 フェンシング 田淵 和彦 男 同志社大学 同志社大学

1661 フェンシング 川津 正徳 男 法政大学 丸和海産物

1662 フェンシング 神宮 敏男 男 専修大学 佐田建設

1663 フェンシング ⻲井 秀明 男 熊本市⽴商業⾼校 凸版印刷

1664 フェンシング 佐藤 範幸 男 中央大学 学生

1665 フェンシング 加治原 由⾹⾥ ⼥ 専修大学 和歌山県教育委員会

1666 フェンシング 岡 秀子 ⼥ 日本体育大学 成徳学園

1667 フェンシング 吉川 真理⼦ ⼥ 湘南高校 東京フェンシングスクール

1668 フェンシング 鎌田 弘子 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学 セントラルスポーツクラブ

1669 射撃 松尾 薫 男 島原工業高校 自衛隊

1670 射撃 尾崎 道治 男 鴨島商業高校 自衛隊

1671 射撃 細川 幸雄 男 弘岡農業高校 自衛隊

1672 射撃 蒲池 猛夫 男 高原中学校 自衛隊

1673 射撃 久保 皖司 男 法政大学 皇宮警察 本部

1674 射撃 田代 繁俊 男 北⼭中学校 自衛隊

1675 射撃 大畑 政修 男 呉工業高校 自衛隊

1676 射撃 ⽯下 年安 男 大東文化大学 大谷石機商会

1677 射撃 松岡 実和 男 起工高校 グレコ

1678 射撃 ⿇⽣ 太郎 男 ロンドン大学大学院 麻生セメント

1679 射撃 加藤 一義 男 東光中学校 東名ゴルフ

1680 近代五種 内田 正二 男 日本大学 警視庁

1681 近代五種 久保 晃 男 弘前実業高校 自衛隊

1682 近代五種 川添 博幸 男 湘南高校 自衛隊

1683 カヌー 緒方 厚信 男 関東学院大学（中退） マルニ木工

1684 カヌー 中⻄ 光雄 男 大正大学 川口市役所

1685 カヌー 畑 満秀 男 大正大学 ⼾⽥競艇組合

282



選手ID 競技 氏名 性別 所属校/最終学歴 勤務先/所属組織 備考

1686 アーチェリー ⻄ 孝収 男 和歌山工業高校 不明 自営業

1687 アーチェリー 道永 宏 男 同志社大学 学生

1688 アーチェリー 山崎 京子 ⼥ 大阪体育大学 学生

1689 アーチェリー 佐藤 美奈⼦ ⼥ 日本体育大学 学生

※1980̲モスクワ（候補選⼿）

1690 陸上 豊田 敏夫 男 不明 新日鉄八幡

1691 陸上 森口 達也 男 不明 神⼾製鉄所

1692 陸上 喜多 秀喜 男 不明 神⼾製鉄所

1693 陸上 伊藤 国光 男 不明 鐘紡防府

1694 陸上 中村 孝生 男 不明 エスビー食品

1695 陸上 新宅 雅也 男 不明 エスビー食品

1696 陸上 瀬古 利彦 男 不明 エスビー食品

1697 陸上 宗 茂 男 不明 旭化成 延岡

1698 陸上 宗 猛 男 不明 旭化成 延岡

1699 陸上 ⻑尾 隆史 男 不明 三菱⾃動⾞

1700 陸上 片峰 隆 男 福岡大学 学生

1701 陸上 阪本 孝男 男 筑波大学 学生

1702 陸上 ⾼橋 卓⺒ 男 不明 土佐高校 教員

1703 陸上 臼井 淳一 男 順天堂大学 学生

1704 陸上 吉本 敏寿 男 不明 山陽高校 教員

1705 陸上 室伏 重信 男 不明 中京大学 職員

1706 陸上 八木 たまみ ⼥ 関東学園大学 学生

1707 陸上 松井 江美 ⼥ 美作高校 学生

1708 水泳 吉原 一彦 男 不明 間組

1709 水泳 坂本 弘 男 中京大学 学生

1710 水泳 山崎 重樹 男 中京大学 学生

1711 水泳 中⻄ 俊⼆ 男 日本大学 学生

1712 水泳 三科 典由 男 日本大学 学生

1713 水泳 樺谷 博 男 不明 日本鋼管

1714 水泳 ⻘⽊ 正男 男 法政大学 学生

1715 水泳 原 秀章 男 不明 プリンスホテル

1716 水泳 香山 進介 男 法政大学 学生

1717 水泳 設楽 義信 男 明治大学 学生

1718 水泳 伊藤 正明 男 不明 日本大学 注92

1719 水泳 山崎 幸子 ⼥ 成⼥⾼校 学生

1720 水泳 簗瀬 かおり ⼥ 蕨東中学校 学生

1721 水泳 沼野 美奈⼦ ⼥ アーカディア高校 学生 米国

1722 水泳 大崎 芳栄 ⼥ 桜宮中学校 学生

1723 水泳 渡辺 智恵子 ⼥ 文教学園高校 学生

1724 水泳 ⻑崎 宏⼦ ⼥ 川尻小学校 学生

1725 水泳 久米 直子 ⼥ ⼥⼦美付属⾼校 学生

1726 水泳 ⼭中 理貴⼦ ⼥ 不明 埼玉ヤクルト

1727 水泳 馬渕 よしの ⼥ 松蔭中学校 学生

1728 漕艇 秋吉 健吾 男 不明 不明

1729 漕艇 津田 真男 男 不明 新日本産業

1730 漕艇 岩波 健児 男 不明 下諏訪町役場

1731 漕艇 磯 富昭 男 不明 トヨタ自工

1732 ボクシング 中村 司 男 中央大学 学生

1733 ボクシング 木庭 浩一 男 日本大学 学生

1734 ボクシング 菅原 弘 男 不明 山形県庁

1735 ボクシング 樋口 伸二 男 中央大学 学生

1736 ボクシング 荒井 幸人 男 中央大学 学生

1737 ボクシング 副島 保彦 男 中央大学 学生

1738 バレーボール 石川 嘉江 ⼥ 不明 ユニチカ

1739 バレーボール 清水 睦子 ⼥ 不明 カネボウ化粧品

1740 バレーボール 横⼭ 樹理 ⼥ 不明 ユニチカ

1741 バレーボール ⽔原 理枝⼦ ⼥ 不明 ユニチカ

1742 バレーボール 小川 かず子 ⼥ 不明 ユニチカ

1743 バレーボール 奥嶋 桂子 ⼥ 不明 カネボウ化粧品

1744 バレーボール 江上 由美 ⼥ 不明 ⽇⽴

1745 バレーボール 吉永 美保子 ⼥ 不明 日本電気

1746 バレーボール 池知 昌代 ⼥ 不明 富士フィルム

1747 バレーボール 広瀬 美代子 ⼥ 不明 ユニチカ

1748 バレーボール 三屋 裕子 ⼥ 筑波大学 学生

1749 バレーボール 古橋 美知子 ⼥ 日本体育大学 学生

1750 体操 梶山 広司 男 不明 日本大学 注90

1751 体操 梶谷 信之 男 不明 紀陽銀⾏

1752 体操 北⼭ 淳⼀ 男 順天堂大学 学生
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1753 体操 具志堅 幸司 男 日本体育大学 学生

1754 体操 山脇 恭二 男 不明 ⼤和銀⾏

1755 体操 外村 康二 男 不明 紀陽銀⾏

1756 体操 余吾 元博 男 順天堂大学大学院 学生

1757 体操 ⾚⽻ 綾⼦ ⼥ 東海大学 学生

1758 体操 松本 由子 ⼥ 不明 朝日生命

1759 体操 野沢 咲子 ⼥ 不明 朝日生命

1760 体操 加納 弥生 ⼥ 国学院高校 学生

1761 体操 ⽳⾒ 利⾹ ⼥ 国学院高校 学生

1762 体操 日向 由佳 ⼥ 武生高校 学生

1763 体操 内田 桂 ⼥ 国学院高校 学生

1764 レスリング 入江 隆 男 不明 自衛隊

1765 レスリング 高田 裕司 男 不明 日体大トレーニングセンター

1766 レスリング 富山 英明 男 不明 日本大学 注93

1767 レスリング 多賀 恒雄 男 不明 国士舘大学 研究助手

1768 レスリング 宮原 章 男 不明 松永あん

1769 レスリング 伊達 治⼀郎 男 国士舘大学 学生

1770 レスリング 太田 章 男 早稲田大学 学生

1771 レスリング 清水 一夫 男 不明 岡山日大高校 教員

1772 レスリング 谷津 嘉章 男 不明 ⾜利⼯業⼤学 研究員

1773 レスリング 森 康哲 男 不明 自衛隊

1774 レスリング 佐々木 文和 男 日本体育大学 学生

1775 レスリング 朝倉 利夫 男 不明 国士舘大学 研究助手

1776 レスリング 柏木 究 男 不明 国士舘大学 研究助手

1777 レスリング ⻑内 清⼀ 男 不明 ⻘森県三⼋教育事務所

1778 レスリング 南 敏文  男 不明 滋賀県体育協会

1779 レスリング 野口 次夫 男 不明 自衛隊

1780 レスリング ⾼⻄ ⼀宏 男 不明 徳島中央高校 教員

1781 レスリング 今村 ⺠夫 男 不明 自衛隊

1782 レスリング 藤森 安一 男 不明 警視庁

1783 レスリング 宮内 輝和 男 日本大学 学生

1784 ヨット 広沢 孝治 男 不明 本田技研

1785 ヨット 三船 和馬 男 不明 ヤマハ発動機

1786 ヨット 箱守 康之 男 不明 ヤマハ発動機

1787 ヨット 日高 茂樹 男 不明 メイド・イン・サービス

1788 ヨット 花岡 一夫 男 不明 ロッテ物産

1789 ヨット 池田 正 男 工学院大学専門学校 学生

1790 ヨット ⼩笠原 憲男 男 不明 電々公社

1791 ヨット 吉川 剛 男 不明 電々公社

1792 重量挙げ 宮下 日出海 男 不明 自衛隊

1793 重量挙げ 高橋 雅朝 男 糸魚川高校 学生

1794 重量挙げ 安藤 謙吉 男 不明 土佐高校 教員

1795 重量挙げ 湯地 保雄 男 日本大学 学生 研究生

1796 重量挙げ 後藤 節哉 男 不明 浦和市教育委員会

1797 重量挙げ 平井 一正 男 不明 ⻲⼭⾼校 教員

1798 重量挙げ 島屋 八生 男 九州共⽴⼤学 学生

1799 重量挙げ 高田 邦彦 男 不明 自衛隊

1800 重量挙げ 福田 輝彦 男 不明 木村機械

1801 ハンドボール 福井 秀人 男 不明 湧永薬品

1802 ハンドボール 関 健三 男 不明 三陽商会

1803 ハンドボール 大畑 孝広 男 不明 本田技研

1804 ハンドボール 井藤 英忠 男 日本体育大学 学生

1805 ハンドボール 津川 昭 男 不明 湧永薬品

1806 ハンドボール 志賀 良弘 男 不明 湧永薬品

1807 ハンドボール ⻫藤 将⼀郎 男 不明 横手高校 教員

1808 ハンドボール ⻫藤 幸司 男 不明 大崎電気

1809 ハンドボール 山本 伸二 男 不明 湧永薬品

1810 ハンドボール 大原 真造 男 不明 大同特殊鋼

1811 ハンドボール 穂積 豊彦 男 不明 湧永薬品

1812 ハンドボール 中本 満明 男 不明 大同特殊鋼

1813 ハンドボール 蒲生 晴明 男 不明 大同特殊鋼

1814 ハンドボール 池ノ上 孝司 男 不明 湧永薬品

1815 ⾃転⾞ 坂本 典男 男 日本大学 学生

1816 ⾃転⾞ 渡辺 幹男 男 日本大学 学生

1817 ⾃転⾞ 山崎 敏正 男 不明 マエダ工業

1818 ⾃転⾞ 岡堀 勉 男 不明 島野工業

1819 ⾃転⾞ ⻫藤 邦夫 男 日本大学 学生

1820 ⾃転⾞ 池浦 敏秋 男 法政大学 学生
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1821 フェンシング 大塚 清 男 不明 警視庁

1822 フェンシング 板倉 英⾏ 男 不明 開伸産業

1823 フェンシング 佐藤 範幸 男 不明 埼⽟銀⾏

1824 フェンシング 村⽥ 省 男 不明 不明 自営業

1825 フェンシング 千田 健一 男 不明 宇都宮商業高校 教員

1826 フェンシング 岡 秀子 ⼥ 成徳学園高校 学生

1827 フェンシング 吉岡 正子 ⼥ 不明 北⾠産業

1828 フェンシング 横井 晶子 ⼥ 不明 広島クラブ

1829 フェンシング 伊藤 真知子 ⼥ 不明 和歌⼭北⾼校 教員

1830 フェンシング 庄司 孝子 ⼥ 専修大学 学生

1831 柔道 山下 泰裕 男 東海大学大学院 学生

1832 柔道 河原 月夫 男 不明 愛知県警

1833 柔道 恵谷 正雄 男 不明 神奈川県警

1834 柔道 藤猪 省三 男 国士舘大学 学生

1835 柔道 香月 清人 男 不明 大阪府警

1836 柔道 柏崎 克彦 男 不明 多賀高 教員

1837 柔道 森脇 保彦 男 国士舘大学 学生

1838 射撃 勢⾒⽉⽂久 男 不明 和歌山県警

1839 射撃 平井 親文 男 不明 福岡県警

1840 射撃 蒲池 猛夫 男 不明 自衛隊

1841 射撃 赤塚 裕幸 男 不明 警視庁

1842 射撃 細川 幸雄 男 不明 自衛隊

1843 射撃 松尾 薫 男 不明 自衛隊

1844 射撃 尾崎 道治 男 不明 自衛隊

1845 近代五種 内田 正二 男 不明 警視庁

1846 近代五種 坂野 勝 男 不明 自衛隊

1847 近代五種 川添 博明 男 不明 自衛隊

1848 カヌー 井上 清登 男 不明 マルニ特殊家具

1849 カヌー 福⾥ 修誠 男 不明 ⼾⽥競艇組合

1850 アーチェリー 松下 和幹 男 不明 三菱電機

1851 アーチェリー 広瀬 明 男 不明 日本楽器

1852 アーチェリー 藤田 正子 ⼥ 甲南⼥⼦⼤学 学生

1853 アーチェリー 岡崎 芳子 ⼥ 不明 安井貿易

1854 射撃 平野 元治 男 不明 ミツワ

1855 射撃 渡辺 和三 男 不明 三和

1856 射撃 山下 友也 男 不明 山下商事

1857 射撃 石原 敦士 男 不明 古峰神社

1858 馬術 小畑 隆一 男 不明 杉谷乗馬クラブ

1859 馬術 杉谷 昌保 男 不明 ビル経営

1860 馬術 高宮 輝千代 男 不明 ヒルマホフマン 研究員

1861 馬術 竹田 恒和 男 不明 （医）十字会 理事

1862 馬術 豊田 一夫 男 不明 ⻘年新聞社

1863 馬術 平沢 敏美 男 不明 馬事公苑

1864 馬術 内藤 左智子 ⼥ 玉川学園高 不明

1865 馬術 中俣 修 男 不明 馬事公苑

1866 馬術 植田 元 男 不明 北⾠⼯業

1867 馬術 ⻫藤 庫之丞 男 不明 ⻄武不動産

1984̲ロサンゼルス

1868 陸上 不破 弘樹 男 東京農大第二高校 学生 3年

1869 陸上 高野 進 男 東海大学 学生 3年

1870 陸上 新宅 雅也 男 日本体育大学 エスビー食品（株）

1871 陸上 ⾦井 豊 男 早稲田大学 エスビー食品（株）

1872 陸上 瀬古 利彦 男 早稲田大学 エスビー食品（株）

1873 陸上 宗 茂 男 佐伯豊南高校 旭化成工業（株）

1874 陸上 宗 猛 男 佐伯豊南高校 旭化成工業（株）

1875 陸上 大森 重宣 男 国学院大学 学生 研究生

1876 陸上 吉⽥ 良⼀ 男 順天堂大学 学生 2年

1877 陸上 阪本 孝男 男 筑波大学 東海スポーツ用品（株）

1878 陸上 ⾼橋 卓⺒ 男 中京大学 ⾹川県⽴⾼瀬⾼校

1879 陸上 臼井 淳一 男 順天堂大学 （株）デサント

1880 陸上 植田 恭史 男 東海大学 美津濃（株）

1881 陸上 室伏 重信 男 日本大学 中京大学

1882 陸上 吉田 雅美 男 筑波大学 和歌山県教育委員会

1883 陸上 溝口 和洋 男 京都産業大学 （株）ゴールドウィン

1884 陸上 佐々木 七恵 ⼥ 日本体育大学 エスビー食品（株）

1885 陸上 増田 明美 ⼥ 成田高校 川崎製鉄（株）

1886 陸上 福光 久代 ⼥ 佐賀県⽴⿃栖⾼校 大昭和製紙（株）

1887 陸上 佐藤 恵 ⼥ 新潟市⽴沼垂⾼校 学生 3年
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1888 陸上 松井 江美 ⼥ 中京大学 学生 3年

1889 陸上 森 美乃⾥ ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 智頭中学校 教員

1890 水泳 緒方 茂生 男 鳥栖高校 学生 1年

1891 水泳 隅田 敏司 男 法政大学 学生 3年

1892 水泳 坂本 弘 男 中京大学 学生 4年

1893 水泳 奥野 景介 男 早稲田大学 学生 1年

1894 水泳 鈴⽊ ⼤地 男 船橋高校 学生 3年

1895 水泳 高橋 繁浩 男 中京大学 学生 研究生

1896 水泳 渡辺 健司 男 大塚中学校 学生 3年

1897 水泳 坂 大平 男 日本大学 学生 3年

1898 水泳 川和 秀動 男 中央大学 学生 1年

1899 水泳 伊東 慎治 男 中央大学 学生 3年

1900 水泳 簗瀬 かおり ⼥ 武南高校 学生 2年

1901 水泳 中森 智佳子 ⼥ 愛知淑徳高校 学生 2年

1902 水泳 桜井 純子 ⼥ 藤村⼥⼦⾼校 学生 2年

1903 水泳 ⻫藤 美紀 ⼥ 近畿大学附属高校 学生 1年

1904 水泳 関⼾ 直美 ⼥ ⽂京学園⼥⼦⾼校 学生 1年

1905 水泳 簾内 望 ⼥ 専修大学 学生 1年

1906 水泳 ⻑崎 宏⼦ ⼥ 秋⽥北⾼校 学生 1年

1907 水泳 岩崎 香 ⼥ 九州⼥学院⾼校 学生 1年

1908 水泳 高橋 清美 ⼥ 専修大学 学生 1年

1909 水泳 久米 直子 ⼥ ⼥⼦美術短期⼤学 （株）デサント

1910 水泳 伊勢 多恵美 ⼥ 近畿大学 学生 3年

1911 水泳 輿水 秀香 ⼥ ⼭梨英和短期⼤学 学生 2年

1912 水泳 中島 勝司 男 天理⼤学 （財）奈良県⽂化事業団

1913 水泳 山岸 勲 男 埼玉栄高校 学生 3年

1914 水泳 馬淵 よしの 男 コラル・ギャブレス高校 学生 3年

1915 水泳 藤田 悦司 男 日本体育大学 自営業

1916 水泳 ⻫藤 好史 男 日本体育大学 ⼤阪成蹊⼥⼦短期⼤学

1917 水泳 藤森 耕資 男 日本体育大学 横浜サクラスイミングクラブ

1918 水泳 甲斐 真吾 男 日本体育大学 学生 4年

1919 水泳 当麻 成人 男 日本体育大学 日本体育大学 研究員

1920 水泳 宝⻲ ⼤輔 男 日本大学 学生 注94

1921 水泳 福元 寿夫 男 日本体育大学 横浜サクラスイミングクラブ

1922 水泳 宮原 利幸 男 日本体育大学 光陽グラフィックインターナショナル

1923 水泳 永田 久喜 男 日本体育大学 学生 4年

1924 水泳 若吉 浩⼆ 男 筑波大学大学院 学生

1925 水泳 ⻫藤 久治 男 日本体育大学 学生 4年

1926 水泳 山崎 慎次 男 日本体育大学 学生 4年

1927 水泳 大浦 朝美 男 日本体育大学 学生 4年

1928 水泳 元好 三和子 ⼥ 筑波大学大学院 学生

1929 水泳 木村 さえ子 ⼥ 関⻄保育専門学校 学生

1930 水泳 藤原 一乃 ⼥ 樟蔭⼥⼦短期⼤学 学生 注95

1931 漕艇 川本 俊介 男 中央大学 学生 4年

1932 漕艇 三好 悟 男 中央大学 学生 3年

1933 漕艇 阿部 肇 男 中央大学 学生 4年

1934 漕艇 前口 英明 男 中央大学 学生 4年

1935 漕艇 小池 明広 男 中央大学 学生 4年

1936 漕艇 堀内 俊介 男 慶應義塾大学 東レ

1937 ボクシング ⿊岩 守 男 日本大学 学生 4年

1938 ボクシング 瀬川 正義 男 拓殖⼤学 学生 4年

1939 ボクシング ⾼⾒ 公明 男 大阪体育大学 奈良県⽴王⼦寺⼯業⾼校 教員

1940 ボクシング 東 悟 男 日本大学 学生 2年

1941 ボクシング 三浦 国宏 男 拓殖⼤学 学生 2年

1942 ボクシング 平仲 信明 男 日本大学 学生 3年

1943 ボクシング 荻原 千春 男 東京農業大学 自衛隊体育学校

1944 バレーボール 蘇武 幸志 男 日本体育大学 富士写真フイルム

1945 バレーボール 下村 英士 男 大阪学院大学 日本専売公社

1946 バレーボール 御獄 和也 男 日本大学 富士写真フイルム

1947 バレーボール 三橋 栄三郎 男 日本体育大学 富士写真フイルム

1948 バレーボール 奥野 浩明 男 東海大学 サントリー

1949 バレーボール 古川 靖志 男 順天堂大学 日本銅管

1950 バレーボール 山田 修司 男 東海大学附属第四高校 富士写真フイルム

1951 バレーボール 田中 幹保 男 姫路東⾼校 新日本製鉄

1952 バレーボール 杉本 公雄 男 習志野高校 富士写真フイルム

1953 バレーボール 岩田 稔 男 星稜⾼校 新日本製鉄

1954 バレーボール 岩島 章博 男 法政大学 富士写真フイルム

1955 バレーボール 川合 俊一 男 日本体育大学 学生 4年
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1956 バレーボール 江上 由美 ⼥ 松蔭高校 ⽇⽴製作所

1957 バレーボール 森田 貴美枝 ⼥ 薫英高校 ⽇⽴製作所

1958 バレーボール 三屋 裕子 ⼥ 筑波大学 ⽇⽴製作所

1959 バレーボール 広瀬 美代子 ⼥ 舞子高校 ユニチカ

1960 バレーボール 石田 京子 ⼥ 薫英高校 ⽇⽴製作所

1961 バレーボール 廣 紀江 ⼥ 筑波大学 学生 1年

1962 バレーボール 杉山 加代子 ⼥ 龍ヶ崎第⼆⾼校 ⽇⽴製作所

1963 バレーボール 大谷 佐知子 ⼥ 四天王寺高校 大阪吹田クラブ

1964 バレーボール 宮島 恵子 ⼥ 八王子実践高校 ⽇⽴製作所

1965 バレーボール 小高 笑子 ⼥ 川越商業高校 ⽇⽴製作所

1966 バレーボール 中田 久美 男 ＮＨＫ学園 ⽇⽴製作所

1967 バレーボール 利部 陽⼦ 男 各館南高校 ⽇⽴製作所

1968 体操 梶谷 信之 男 日本体育大学 奈良県⽴医科⼤学

1969 体操 具志堅 幸司 男 日本体育大学 学生 研究生

1970 体操 山脇 恭二 男 日本大学 ⼤和銀⾏

1971 体操 外村 康二 男 日本体育大学 紀陽銀⾏

1972 体操 小野田 博之 男 日本大学 米子東高校 教員

1973 体操 森末 慎二 男 日本体育大学 紀陽銀⾏

1974 体操 平⽥ 倫敏 男 日本大学 ⼤和銀⾏

1975 体操 大八木 千尋 ⼥ ⻄⼭⾼校 朝日生命

1976 体操 森尾 麻衣子 ⼥ 明星学園高校 学生 3年

1977 体操 望月 のり子 ⼥ 二階堂高校 学生 2年

1978 体操 川瀬 時枝 ⼥ 国学院高校 学生 1年

1979 体操 和田 佐和子 ⼥ 明星学園中学校 学生 3年

1980 体操 渡辺 三重 ⼥ 桐朋⼥⼦⾼校 学生 1年

1981 体操 ⾏森 ⽂美 ⼥ 甲武中学校 学生 3年

1982 体操 山崎 浩子 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 研究生

1983 体操 秋山 エリカ ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 2年

1984 レスリング 入江 隆 男 土浦日大高校 自衛隊体育学校

1985 レスリング 高田 裕司 男 日本体育大学 群⾺県⽴館林⾼校 教員

1986 レスリング 富山 英明 男 日本大学 日本大学 教員

1987 レスリング 赤石 光生 男 日本大学 学生 2年

1988 レスリング 上村 政和 男 日本大学 警視庁 注96

1989 レスリング 樋⼝ 直⺒ 男 日本体育大学 奈良県体育協会

1990 レスリング ⻑島 偉之 男 日本体育大学 ⾜利⼯業⾼校 教員

1991 レスリング 太田 章 男 東海大学大学院 早稲田大学 教員

1992 レスリング 本田 多聞 男 日本大学 学生 3年

1993 レスリング 石森 宏一 男 大阪体育大学 大阪府警察学校

1994 レスリング ⻫藤 育造 男 専修大学 和歌山県教育委員会

1995 レスリング 宮原 厚次 男 東洋大学 自衛隊体育学校

1996 レスリング 江藤 正基 男 ⿅児島商⼯⾼校 自衛隊体育学校

1997 レスリング ⻑内 清⼀ 男 日本体育大学 三八教育事務所

1998 レスリング 根本 誠次 男 日本体育大学 藤代紫水高校 教員

1999 レスリング 向井 孝博 男 広島県⽴尾道⼯業⾼校 自衛隊体育学校

2000 レスリング 森⼭ 泰年 男 岡⼭県⽴東岡⼭⼯業⾼校 自衛隊体育学校

2001 レスリング 馳 浩 男 専修大学 稲置学園星稜⾼校 教員

2002 レスリング 藤田 芳弘 男 国士舘大学 和歌⼭北⾼校 教員

2003 レスリング 安藤 正哉 男 日本体育大学 安藤コンクリート工業

2004 ヨット 高木 裕 男 福岡大学 学生 4年

2005 ヨット 山本 悟 男 福岡大学 学生 4年

2006 ヨット 佐藤 三郎 男 三豊工業高校 本田技研

2007 ヨット 脇永 達也 男 聖光高校 本田技研

2008 ヨット 広沢 孝治 男 聖光高校 本田技研

2009 ヨット 沖田 稔 男 伊勢工業高校 本田技研

2010 ヨット 藤原 巧 男 ⻑崎海星⾼校 本田技研

2011 ヨット 佐藤 務 男 拓殖⼤学 ウインド・サーフィン・ジャパン

2012 ヨット 三船 和馬 男 福岡大学 （財）福岡市⽴ヨットハーバー公社

2013 重量挙げ 真鍋 和人 男 中央大学 一宮グループ日泉科学工業

2014 重量挙げ 宮下 日出海 男 大阪商業大学 自衛隊体育学校

2015 重量挙げ 小高 正宏 男 日本体育大学 兵庫県⽴盲学校 教員

2016 重量挙げ 市場 孝士 男 大阪産業大学高校 自衛隊体育学校

2017 重量挙げ 村木 洋介 男 日本体育大学 倉敷市⽴精思⾼校 教員

2018 重量挙げ 我孫子 薫 男 中央大学 自衛隊体育学校

2019 重量挙げ 平良 朝治 男 法政大学 沖縄県⽴奥武⼭総合運動場

2020 重量挙げ 佐々木 保重 男 日本体育大学 ⼭形県⽴鶴岡⻄⾼校 教員

2021 重量挙げ 砂岡 良治 男 日本体育大学 今市⻘少年スポーツセンター

2022 ハンドボール 大畑 孝広 男 日本大学 本田技研

2023 ハンドボール 井藤 英忠 男 日本体育大学 湧永製薬

287



選手ID 競技 氏名 性別 所属校/最終学歴 勤務先/所属組織 備考

2024 ハンドボール 上村 幸彦 男 中京大学 大同特殊鋼

2025 ハンドボール 山本 伸二 男 名城大学 湧永製薬

2026 ハンドボール 蒲生 清明 男 中央大学 大同特殊鋼

2027 ハンドボール 中本 満明 男 安下庄高校 大同特殊鋼

2028 ハンドボール 関 健三 男 中央大学 三陽商会

2029 ハンドボール 生駒 靖夫 男 京都産業大学 湧永製薬

2030 ハンドボール 池ノ上 孝司 男 日本体育大学 湧永製薬

2031 ハンドボール 佐々木 信男 男 東北学院⼤学 本田技研

2032 ハンドボール 志賀 良弘 男 大阪大学 湧永製薬

2033 ハンドボール 松井 幸嗣 男 日本体育大学 千葉県⽴暮張北⾼校 教員

2034 ハンドボール ⻄⼭ 清 男 筑波大学 日新製鋼（株）

2035 ハンドボール 高村 誠一 男 日本体育大学 大同特殊鋼

2036 ハンドボール ⽥⼝ 勝利 男 幡多農業高校 大同特殊鋼

2037 ⾃転⾞ 坂本 勉 男 日本大学 学生 4年

2038 ⾃転⾞ 中武 克雄 男 ⻄成⾼校 島野工業

2039 ⾃転⾞ 桑沢 秋雄 男 学法石川高校 島野工業

2040 ⾃転⾞ 岡田 晴光 男 中央大学（中退） 島野工業

2041 ⾃転⾞ 佐藤 仁 男 中央大学 学生 4年

2042 ⾃転⾞ 猿館 貢 男 日本大学 学生 4年

2043 ⾃転⾞ 円谷 義広 男 日本大学 学生 2年

2044 ⾃転⾞ 高橋 松吉 男 大曲東高校 マエダ工業

2045 ⾃転⾞ 阿部 和歌子 ⼥ 会津若松第⼀⾼校 学生 3年

2046 馬術 小畑 隆一 男 甲南大学（中退） 不明

2047 馬術 ⼾村 崇 男 千葉⼯業⾼校 相生馬事公苑

2048 馬術 陶器 修一 男 芦屋大学 学生 3年

2049 馬術 中野 善弘 男 大阪学院大学 乗馬クラブクレイン

2050 馬術 東良 弘⼀ 男 大阪産業大学 京都酪北宝ヶ池観光農園

2051 馬術 中俣 修 男 国学院大学 日本中央競馬会馬事公苑

2052 馬術 廣松 伸忠 男 学習院大学 廣松喜⼋郎公認会計⼠事務所

2053 馬術 牧野 孝喜 男 山田中学校 筑波ライディングパーク

2054 フェンシング 梅沢 賢一 男 中央大学 ⼭梨県公園運動場管理事務所

2055 フェンシング 東 伸⾏ 男 法政大学 和歌山県教育委員会

2056 フェンシング 子安 英八 男 中央大学 和歌山県教育委員会

2057 フェンシング ⾦津 義彦 男 法政大学 学生 4年

2058 フェンシング 下川 禎 男 法政大学 学生 4年

2059 フェンシング 及川 あずさ ⼥ 同志社大学 奈良県庁

2060 フェンシング 岡 智子 ⼥ 日本体育大学 学生 2年

2061 フェンシング 前川 みゆき ⼥ 専修大学 清水建設

2062 フェンシング 宮原 美江子 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 研究生

2063 柔道 山下 泰裕 男 東海大学大学院 東海大学

2064 柔道 ⻫藤 仁 男 国士舘大学 国士舘大学

2065 柔道 三原 正人 男 東海大学 大阪府警察

2066 柔道 野瀬 清喜 男 筑波大学大学院 埼玉大学

2067 柔道 高野 裕光 男 筑波大学大学院 鳥取エフワン

2068 柔道 中⻄ 英敏 男 東海大学大学院 和歌山県教育委員会

2069 柔道 松岡 義之 男 京都産業大学 兵庫県警察

2070 柔道 細川 伸二 男 天理⼤学 奈良⼯業⾼校 教員

2071 射撃 松尾 薫 男 日本大学 自衛隊体育学校

2072 射撃 ⽊場 良平 男 ⿅児島実業⾼校 自衛隊体育学校

2073 射撃 中條 公⾏ 男 札幌工業高校 自衛隊体育学校

2074 射撃 帖佐 徳人 男 ⿅児島実業⾼校 自衛隊体育学校

2075 射撃 平井 親文 男 八幡大学附属高校 福岡県警察 本部

2076 射撃 田代 繁俊 男 ⿅児島県北⼭中学校 自衛隊体育学校

2077 射撃 蒲池 猛夫 男 宮城県高原中学校 自衛隊体育学校

2078 射撃 赤塚 裕幸 男 ⿅児島県国分実業⾼校 警視庁 警務部

2079 射撃 ⾹⻄ 式⼦ ⼥ 東京デザイナー学院 不明

2080 射撃 杉本 充子 ⼥ 静岡県⽴島⽥商業⾼校 神奈川県警察 本部

2081 射撃 平川 啓子 ⼥ 県⽴三崎⾼校 警視庁

2082 射撃 平野 元治 男 富士短期大学 みつわ華漉工業

2083 射撃 渡辺 和三 男 明治学院大学 三和

2084 射撃 板倉 幹夫 男 大森高校 板倉精機

2085 射撃 林 英源 男 京都外語大学 林真珠商会

2086 近代五種 川添 博幸 男 湘南高校 自衛隊

2087 近代五種 内田 正二 男 日本大学 警視庁 注97

2088 近代五種 荒木 大三 男 県⽴阿蘇農業⾼校 自衛隊

2089 近代五種 泉川 寛晃 男 石川高校 自衛隊

2090 カヌー 井上 清登 男 球磨工業高校 マルニ特殊家具（株）

2091 カヌー 福⾥ 修誠 男 大正大学 ⼾⽥競艇組合
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2092 カヌー 和泉 博幸 男 日本体育大学 学生 1年

2093 カヌー 柳沢 尚夫 男 日本体育大学 上九一色村役場

2094 カヌー 小池 一守 男 大正大学 大正大学

2095 アーチェリー 松下 和幹 男 海南市⽴野上中学校 三菱電機

2096 アーチェリー 山本 博 男 日本体育大学 学生 3年

2097 アーチェリー 島村 ⼀郎 男 百間中学校 自営

2098 アーチェリー 穂苅 美奈⼦ ⼥ 日本体育大学 国際基督教大学高校 教員

2099 アーチェリー 石津 裕子 ⼥ 山口大学 山口県教育委員会

1988̲ソウル

2100 陸上 笠原 隆弘 男 中京大学 学生 3年

2101 陸上 大沢 知宏 男 早稲田大学 学生 1年

2102 陸上 ⻘⼾ 慎司 男 中京大学 学生 3年

2103 陸上 山内 健次 男 日本大学 日本健康増進研究会

2104 陸上 栗原 浩司 男 筑波大学 栃⽊県⽴⾜利⼯業⾼校

2105 陸上 松原 薫 男 東海大学 ナイキジャパン

2106 陸上 高野 進 男 東海大学大学院 東海大学

2107 陸上 川角 博美 男 延岡学園高校 新日本製鐵（株）

2108 陸上 小池 弘文 男 筑波大学 四日市高校

2109 陸上 米重 修一 男 大東文化大学 旭化成工業（株）

2110 陸上 遠藤 司 男 早稲田大学 エスビー食品（株）

2111 陸上 阿久津 浩三 男 科学技術学園高校 福島整形外科病院

2112 陸上 吉⽥ 良⼀ 男 順天堂大学 福井県教育庁

2113 陸上 臼井 淳一 男 順天堂大学 日本エアロビクスセンター

2114 陸上 柴田 博之 男 天理⼤学 洛南⾼校

2115 陸上 山下 訓史 男 筑波大学 日本電気（株）

2116 陸上 溝口 和洋 男 京都産業大学 （株）ゴールドウイン

2117 陸上 吉田 雅美 男 筑波大学 （株）大京

2118 陸上 中山 竹通 男 池田工業高校 （株）ダイエー

2119 陸上 新宅 永灯⾄ 男 日本体育大学 エスビー食品（株）

2120 陸上 瀬古 利彦 男 早稲田大学 エスビー食品（株）

2121 陸上 酒井 浩文 男 下伊那農業高校 飯田地区広域消防組合

2122 陸上 小坂 忠広 男 順天堂大学 （株）デサント

2123 陸上 松野 明美 ⼥ 熊本高校 （株）ニコニコ堂

2124 陸上 佐藤 恵 ⼥ 福岡大学 学生 4年

2125 陸上 松井 江美 ⼥ 中京大学 （株）大京

2126 陸上 宮原 美佐子 ⼥ 市⽴川⼝⾼校 旭化成工業（株）

2127 陸上 荒木 久美 ⼥ 南筑高校 京セラ（株）

2128 陸上 浅井 えり子 ⼥ 文教大学 日本電気ホームエレクトロニクス（株）

2129 水泳 緒方 茂生 男 日本大学 学生 1年

2130 水泳 加藤 真志 男 近畿大学附属高校 学生 3年

2131 水泳 鈴⽊ ⼤地 男 順天堂大学 学生 4年

2132 水泳 丸山 繁守 男 近畿大学 学生 3年

2133 水泳 高橋 繁浩 男 中京大学 中京大学

2134 水泳 渡辺 健司 男 早稲田大学 学生 1年

2135 水泳 ⻑畑 弘伸 男 同志社大学 学生 1年

2136 水泳 三浦 広司 男 国士舘大学 学生 4年

2137 水泳 田中 穂徳 男 近畿大学 学生 4年

2138 水泳 武田 聡 男 早稲田大学 学生 2年

2139 水泳 藤本 隆宏 男 ⻄⽇本短期⼤学附属⾼校 学生 3年

2140 水泳 ⽔元 良幸 男 フロリダ州ボトマック高校 不明

2141 水泳 中野 亜弥子 ⼥ 横浜市⽴上菅⽥中学校 学生 3年

2142 水泳 中森 智佳子 ⼥ 愛知教育大学 学生 3年

2143 水泳 佐々木 香織 ⼥ 品川高校 学生 2年

2144 水泳 細田 朋美 ⼥ 横浜共⽴学園⾼校 学生 2年

2145 水泳 森下 恵子 ⼥ 神⼾市⽴⼤学教育学部付属住吉中学校 学生 2年

2146 水泳 大野木 智子 ⼥ 武庫川⼥⼦⼤学 学生 1年

2147 水泳 ⻄岡 由恵 ⼥ 樟蔭中学校 学生 2年

2148 水泳 ⻑崎 宏⼦ ⼥ カリフォルニア大学パークレイ校 学生 1年

2149 水泳 高橋 清美 ⼥ 専修大学 （株）アシックス

2150 水泳 北野 ⾼代 ⼥ 愛知淑徳高校 学生 2年

2151 水泳 原田 裕代 ⼥ 夙川学院高校 学生 3年

2152 水泳 ⾦⼾ 恵太 男 日本大学 学生 3年

2153 水泳 山岸 勲 男 日本大学 学生 4年

2154 水泳 浅田 雅子 ⼥ ⼩松市⽴⼥⼦⾼校 学生 3年

2155 水泳 元渕 幸 ⼥ 天理⼤学 学生 2年

2156 水泳 小谷 実可子 ⼥ 日本大学 学生 4年

2157 水泳 田中 京 ⼥ 日本大学 学生 4年

2158 水泳 伊東 恵 ⼥ ⻘⼭学院⼤学 不明

289



選手ID 競技 氏名 性別 所属校/最終学歴 勤務先/所属組織 備考

2159 テニス 松岡 修造 男 パーマーアカデミー プロテニスプレーヤー

2160 テニス 土橋 登志久 男 早稲田大学 学生 4年

2161 テニス 井上 悦子 ⼥ 港南台高校（中退） ヨネックス（株）

2162 テニス 岡本 久美子 ⼥ 帝塚山学院短期大学 オリエント・リース（株）

2163 漕艇 阿部 肇 男 中央大学（中退） （株）マツダオート東京

2164 漕艇 野村 雅彦 男 日本大学 （株）マツダオート東京

2165 漕艇 平田 明久 男 中央大学 学生/（株）マツダオート東京 注98

2166 漕艇 川本 俊介 男 中央大学 トヨタ⾃動⾞（株）

2167 漕艇 槻木 栄一 男 敦賀工業高校 ⽯⿊建設（株）

2168 漕艇 千原 誠治 男 八幡工業高校 トヨタ⾃動⾞（株）

2169 漕艇 岡野 知幸 男 明治大学 （株）マツダオート東京

2170 漕艇 前口 英明 男 中央大学（中退） 東レ（株）

2171 漕艇 石川 順康 男 早稲田大学 学生 4年

2172 漕艇 坂田 昌弘 男 富山大学 （株）インテック

2173 漕艇 三好 悟 男 中央大学 （株）マツダオート東京

2174 漕艇 ⼩林 眞樹 男 中央大学 学生/（株）マツダオート東京 注99

2175 ボクシング ⿊岩 守 男 日本大学 （株）アシックス

2176 ボクシング 瀬川 設男 男 拓殖⼤学 学生 2年

2177 ボクシング 松島 勝之 男 日本大学 学生 4年

2178 ボクシング 山田 渉 男 拓殖⼤学 学生 4年

2179 ボクシング 東 悟 男 日本大学 学生 4年

2180 ボクシング 三浦 国宏 男 拓殖⼤学 （財）京都府体育協会

2181 ボクシング ⾼橋 良秋 男 拓殖⼤学 （株）セントラル警備保障

2182 バレーボール 笠間 裕治 男 中央大学 ＮＫＫ

2183 バレーボール 米山 一朋 男 法政大学 富士写真フィルム（株）

2184 バレーボール 川合 俊一 男 日本体育大学 富士写真フィルム（株）

2185 バレーボール 井上 譲 男 順天堂大学 ＮＫＫ

2186 バレーボール 蔭山 弘道 男 法政大学 学生 3年

2187 バレーボール 岩島 章博 男 法政大学 富士写真フィルム（株）

2188 バレーボール 杉本 公雄 男 市⽴習志野⾼校 富士写真フィルム（株）

2189 バレーボール 三橋 栄三郎 男 日本体育大学 富士写真フィルム（株）

2190 バレーボール 熊田 康則 男 法政大学 富士写真フィルム（株）

2191 バレーボール 真鍋 政義 男 大阪商業大学 新日本製鐵（株）

2192 バレーボール 原 秀治 男 ⿅児島商業⾼校 日本たばこ産業（株）

2193 バレーボール 海藤 正樹 男 東海大学 富士写真フィルム（株）

2194 バレーボール 丸山 由美 ⼥ 松蔭高校 小田急電鉄（株）

2195 バレーボール 杉山 加代子 ⼥ 龍ヶ崎第⼆⾼校 （株）⽇⽴製作所

2196 バレーボール 滝澤 玲⼦ ⼥ 日本体育大学 日本電装（株）

2197 バレーボール 山下 美弥子 ⼥ 六⽇町⼥⼦⾼校 日本電気（株）

2198 バレーボール 杉山 明美 ⼥ 東海大学 日本電気（株）

2199 バレーボール 佐藤 伊知子 ⼥ 東北福祉⼤学 日本電気（株）

2200 バレーボール 廣 紀江 ⼥ 筑波大学大学院 学生 修⼠1年

2201 バレーボール 中田 久美 ⼥ ＮＨＫ学園高校 （株）⽇⽴製作所

2202 バレーボール 川瀬 ゆかり ⼥ 高崎商業高校 （株）⽇⽴製作所

2203 バレーボール ⼤林 素⼦ ⼥ 八王子実践高校 （株）⽇⽴製作所

2204 バレーボール 高橋 有紀子 ⼥ 八王子実践高校 （株）⽇⽴製作所

2205 バレーボール 藤田 幸子 ⼥ 松蔭高校 （株）⽇⽴製作所

2206 体操 ⼩⻄ 裕之 男 日本体育大学 （株）紀陽銀⾏

2207 体操 山田 隆弘 男 日本体育大学 （株）⼤和銀⾏

2208 体操 水島 宏一 男 日本大学大学院 学生 修⼠1年

2209 体操 本多 守政 男 筑波大学 学生 4年

2210 体操 佐藤 寿治 男 日本大学 学生 2年

2211 体操 ⻄川 ⼤輔 男 清風高校 学生 3年

2212 体操 池谷 幸雄 男 清風高校 学生 3年

2213 体操 信田 美帆 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学附属⼆階堂⾼校 学生 1年

2214 体操 真田 マキ子 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学附属⼆階堂⾼校 学生 1年

2215 体操 瀬尾 京子 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学附属⼆階堂⾼校 学生 1年

2216 体操 森村 幸子 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学附属⼆階堂⾼校 学生 2年

2217 体操 森 美恵子 ⼥ 神奈川県⽴荏⽥⾼校 朝日生命

2218 体操 七原 由理⼦ ⼥ ⻄⼭⾼校 学生 2年

2219 体操 森尾 麻衣子 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学 学生 4年

2220 体操 秋山 エリカ ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 研究生

2221 体操 大塚 裕子 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 4年

2222 レスリング ⼩林 孝⾄ 男 日本大学 ユナイテッドスティール（株）

2223 レスリング 佐藤 満 男 日本体育大学大学院 日本体育大学

2224 レスリング ⾦浜 良 男 日本大学 学生 4年

2225 レスリング 栄 和人 男 日本体育大学 奈良県教育委員会

2226 レスリング 赤石 光生 男 日本大学 ユナイテッドスティール（株）
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2227 レスリング 原 喜彦 男 日本体育大学 日本体育大学

2228 レスリング 伊藤 敦 男 日本体育大学 日本体育大学

2229 レスリング 太田 章 男 早稲田大学 早稲田大学

2230 レスリング 本田 多聞 男 日本大学 自衛隊体育学校

2231 レスリング 小幡 弘之 男 日本大学 学生 2年

2232 レスリング 斎藤 育造 男 専修大学 和歌山県教育庁

2233 レスリング 宮原 厚次 男 東洋大学 自衛隊体育学校

2234 レスリング 中留 俊司 男 日本体育大学 京都府⽴南⼋幡⾼校

2235 レスリング ⻄⼝ 茂樹 男 日本体育大学 日本体育大学

2236 レスリング 大久保 康裕 男 平工業高校 自衛隊体育学校

2237 レスリング 伊藤 広道 男 中津商業高校 自衛隊体育学校

2238 レスリング 向井 孝博 男 尾道工業高校 自衛隊体育学校

2239 レスリング 森⼭ 泰年 男 東洋大学 自衛隊体育学校

2240 レスリング 福辺 雅彦 男 日本体育大学 奈良県⽴御所⼯業⾼校

2241 レスリング 出口 一也 男 国士舘大学 学生 4年

2242 ヨット 小松 一憲 男 日本体育大学 ヤマハ発動機（株）

2243 ヨット 花岡 一夫 男 関東学院大学 ヤマハ発動機（株）

2244 ヨット 池田 正 男 関東学院大学 （有）池田組

2245 ヨット 佐藤 三郎 男 三豊工業高校 本田技研工業（株）

2246 ヨット 脇永 達也 男 聖光高校 本田技研工業（株）

2247 ヨット 高澤 孝吉 男 関東学院大学 南陽設備管理（株）

2248 ヨット 小川 直之 男 関東学院大学 関東⾃動⾞⼯業（株）

2249 ヨット 田村 孝 男 霞ヶ浦高校 関東⾃動⾞⼯業（株）

2250 ヨット 中村 健次 男 日本大学 関東⾃動⾞⼯業（株）

2251 ヨット 高橋 雅之 男 横浜国⽴⼤学 関東⾃動⾞⼯業（株）

2252 ヨット 野上 敬子 ⼥ 同志社大学 東亜建設工業（株）

2253 ヨット ⻫藤 愛⼦ ⼥ ⼥⼦学院⾼校 東亜建設工業（株）

2254 ヨット 浅野 龍 男 法政大学 理研トレーディング（株）

2255 重量挙げ 真鍋 和人 男 中央大学 日泉化学工業（株）

2256 重量挙げ 並⽊ 良憲 男 中央大学 埼玉スポーツセンター

2257 重量挙げ 市場 孝士 男 大阪産業大学 自衛隊

2258 重量挙げ 原 徹 男 日本体育大学 前橋育英高校

2259 重量挙げ 村木 洋介 男 日本体育大学 倉敷商業高校

2260 重量挙げ ⼩栗 和成 男 日本大学 恵那高校

2261 重量挙げ 佐々木 保重 男 日本体育大学 鶴岡⻄⾼校

2262 重量挙げ 平良 朝治 男 法政大学 （財）沖縄県公園スポーツ振興協会

2263 重量挙げ 砂岡 良治 男 日本体育大学 ユニデン（株）

2264 重量挙げ ⼾松 伸隆 男 日本大学 埼玉栄高校

2265 ハンドボール 井藤 英忠 男 日本体育大学 湧永製薬（株）

2266 ハンドボール 矢内 浩 男 国士舘大学 大崎電気工業（株）

2267 ハンドボール 橋本 ⾏弘 男 岡崎城⻄⾼校 本田技研工業（株）

2268 ハンドボール ⻄⼭ 清 男 筑波大学 日新製鋼（株）

2269 ハンドボール 山本 興道 男 大阪体育大学 大崎電気工業（株）

2270 ハンドボール 玉村 健次 男 大阪体育大学 湧永製薬（株）

2271 ハンドボール 荷川取 義浩 男 中部大学 湧永製薬（株）

2272 ハンドボール 首藤 信一 男 森岡商業高校 大崎電気工業（株）

2273 ハンドボール 藤井 泉 男 中央大学 日新製鋼（株）

2274 ハンドボール 高村 誠一 男 日本体育大学 大同特殊鋼（株）

2275 ハンドボール ⽴⽊ 浩⼆ 男 名城大学 本田技研工業（株）

2276 ハンドボール 田口 隆 男 日本大学 本田技研工業（株）

2277 ハンドボール 宮下 和広 男 同志社大学 大崎電気工業（株）

2278 ハンドボール 奥田 新治 男 久留⽶⼯業⼤学付属⾼校 湧永製薬（株）

2279 ハンドボール 山村 敏之 男 大阪体育大学 本田技研工業（株）

2280 ⾃転⾞ 豊岡 弘 男 早稲田大学 学生 2年

2281 ⾃転⾞ 三和 英樹 男 日本大学 学生 2年

2282 ⾃転⾞ 我妻 広一 男 日本大学 学生 4年

2283 ⾃転⾞ 宮本 文晴 男 日本大学 学生 2年

2284 ⾃転⾞ 佐々木 一昭 男 早稲田大学 学生 3年

2285 ⾃転⾞ 円谷 義広 男 日本大学 （株）日本舗道

2286 ⾃転⾞ 滝川 一夫 男 日本大学 北富⼠⼯業⾼校

2287 ⾃転⾞ 三浦 恭資 男 鳥栖工業高校 島野工業（株）

2288 ⾃転⾞ 鈴⽊ 光広 男 石川高校 ブリヂストンサイクル（株）

2289 ⾃転⾞ 橋本 聖子 ⼥ 駒澤大学附属苫小牧高校 富⼠急⾏（株）

2290 ⾃転⾞ 小倉 輝美 ⼥ 高知大学 サイクルショップ・ヤマネ

2291 ⾃転⾞ 関 ナツエ ⼥ 駒澤大学附属苫小牧高校 （株）三協精機製作所

2292 卓球 宮崎 義仁 男 近畿大学 （株）和歌⼭相互銀⾏

2293 卓球 小野 誠治 男 近畿大学 ヤマハ（株）

2294 卓球 斎藤 清 男 明治大学 ⽇産⾃動⾞（株）

291



選手ID 競技 氏名 性別 所属校/最終学歴 勤務先/所属組織 備考

2295 卓球 渡辺 武弘 男 明治大学 協和発酵工業（株）

2296 卓球 星野 美香 ⼥ ⻘⼭学院⼤学 （株）三井銀⾏

2297 卓球 内山 京子 ⼥ 京浜⼥⼦商業⾼校 （株）⼗六銀⾏

2298 卓球 石田 清美 ⼥ 宮津高校 住友生命保険（相）

2299 馬術 中野 善弘 男 大阪学院大学 （株）乗馬クラブクレイン

2300 馬術 奥野 ⻯三 男 石尾中学校 杉谷乗馬クラブ

2301 馬術 陶器 修一 男 芦屋大学 芦屋大学

2302 馬術 澤井 孝夫 男 甲南大学 澤井商事（株）

2303 馬術 法華津 寛 男 DUKE大学大学院 オーソ・ダイアグノスティック・システムズ（株）

2304 馬術 若原 尚 男 関⻄⼤学 関⻄⼤学

2305 馬術 渡辺 弘 男 日本大学 日本中央競馬会

2306 馬術 宮崎 栄喜 男 日本大学 日本中央競馬会

2307 馬術 岩谷 一裕 男 日本大学 （株）乗馬クラブクレイン

2308 馬術 井上 喜久子 ⼥ 聖⼼⼥⼦学院 主婦

2309 馬術 桜井 尚子 ⼥ 静岡英和高校 主婦

2310 フェンシング 梅沢 賢一 男 中央大学 ⻄⼋代教育事務所

2311 フェンシング 江村 宏二 男 中央大学 ⼭梨県教育委員会

2312 フェンシング ⾦津 義彦 男 法政大学 山陰アシックス工業（株）

2313 フェンシング 東 松生 男 法政大学 和歌山県教育庁

2314 フェンシング 出野 晴信 男 早稲田大学 学生 1年

2315 フェンシング 宮原 美江子 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 （有）宮原商店

2316 フェンシング 岡 智子 ⼥ 日本体育大学 日本体育大学

2317 フェンシング 峯 啓子 ⼥ 日本体育大学 和歌山県教育庁

2318 フェンシング 桐⾕ 乃宇奈 ⼥ 日本体育大学 学生 3年

2319 フェンシング 森川 明美 ⼥ 専修大学 学生 3年

2320 柔道 細川 伸二 男 天理⼤学 天理⼤学

2321 柔道 山本 洋祐 男 日本体育大学 日本体育大学

2322 柔道 古賀 稔彦 男 日本体育大学 学生 3年

2323 柔道 岡田 弘隆 男 筑波大学 学生 4年

2324 柔道 大迫 明伸 男 天理⼤学 旭化成工業（株）

2325 柔道 須貝 等 男 東海大学 新日本製鐵（株）

2326 柔道 ⻫藤 仁 男 国士舘大学 国士舘大学

2327 射撃 松尾 薫 男 日本大学 自衛隊体育学校

2328 射撃 ⽊場 良平 男 ⿅児島実業⾼校 自衛隊体育学校

2329 射撃 目良 明裕 男 日本大学 学生 3年

2330 射撃 稲垣 守 男 享栄高校 愛知県警察 本部

2331 射撃 勢⾒⽉ ⽂久 男 中京大学 和歌山県教育庁

2332 射撃 野中 英夫 男 猶興館高校 大阪府警察

2333 射撃 木下 亨子 ⼥ 大阪保育学院 自衛隊体育学校

2334 射撃 源 洋子 ⼥ 日本大学 学生 3年

2335 射撃 ⻑⾕川 智⼦ ⼥ 春日丘高校 大阪府警察 本部

2336 射撃 千種 寿代 ⼥ 蕨高校 埼玉県警察

2337 射撃 伊藤 佳子 ⼥ 岡崎東高校 愛知県警察 本部

2338 射撃 渡辺 和三 男 明治学院大学 （株）三和

2339 射撃 山下 友也 男 玉川学園高校 （株）アテック

2340 射撃 不⽼ 安正 男 博多高校 かさの家

2341 近代五種 泉川 寛晃 男 石川高校 自衛隊体育学校

2342 近代五種 三輪 忠⽂ 男 宮崎第一高校 自衛隊体育学校

2343 近代五種 才藤 浩 男 多良⽊⾼校 自衛隊体育学校

2344 近代五種 太田 敏範 男 日本大学 警視庁

2345 カヌー 井上 清登 男 球磨工業高校 （株）マルニ

2346 カヌー 當山 克也 男 沖縄水産高校 （株）マルニ

2347 カヌー 坂本 利介 男 球磨工業高校 （株）マルニ

2348 カヌー ⾦⽥ 裕伸 男 ⾃衛隊少年⼯科学校 北富⼠⾃衛隊

2349 カヌー 和泉 博幸 男 日本大学 日本大学

2350 カヌー 内野 経久 男 大正大学 野⺟崎町教育委員会

2351 カヌー ⼩林 美幸 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 3年

2352 カヌー 中⾥ 晴美 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 上九一色中学校

2353 アーチェリー 古橋 照司 男 湖東中学校 ⻄遼プレス⼯業協同組合

2354 アーチェリー 松下 和幹 男 野上中学校 三菱電機（株）

2355 アーチェリー 山本 博 男 日本体育大学 日本体育大学

2356 アーチェリー 北原 京⼦ ⼥ 新潟短期大附属高校 フルベール越後販売

2357 アーチェリー 大木 豊子 ⼥ 滋賀県⽴⼤津商業⾼校 富国生命

2358 アーチェリー 中込 恵子 ⼥ 甲府第一高校 学生 3年

1992̲バルセロナ

2359 陸上 井上 悟 男 日本大学 学生 3年

2360 陸上 杉本 龍男 男 法政大学 学生 4年

2361 陸上 ⻘⼾ 慎司 男 中京大学 中京大学
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2362 陸上 鈴⽊ 久嗣 男 中京大学 学生 4年

2363 陸上 高野 進 男 東海大学大学院 東海大学

2364 陸上 渡邉 高博 男 早稲田大学 学生 4年

2365 陸上 筒 優好 男 順天堂大学 学生 3年

2366 陸上 大森 盛一 男 日本大学 学生 2年

2367 陸上 伊東 浩司 男 東海大学 富士通（株）

2368 陸上 浦田 春生 男 中央大学 本田技研工業（株）

2369 陸上 大崎 栄 男 東海大学 旭化成工業（株）

2370 陸上 谷口 浩美 男 日本体育大学 旭化成工業（株）

2371 陸上 森下 広一 男 ⿃取県⽴⼋頭⾼校 旭化成工業（株）

2372 陸上 中山 竹通 男 ⻑野県⽴池⽥⼯業⾼校 （株）ダイエー

2373 陸上 岩崎 利彦 男 順天堂大学 富士通（株）

2374 陸上 齋藤 嘉彦 男 法政大学 学生 3年

2375 陸上 山崎 一彦 男 順天堂大学 学生 2年

2376 陸上 今村 文男 男 東洋大学 富士通（株）

2377 陸上 園原 健弘 男 明治大学 （株）アシックス

2378 陸上 小坂 忠広 男 順天堂大学 （株）デサント

2379 陸上 佐野 浩之 男 法政大学 （株）ファ・スト

2380 陸上 森⻑ 正樹 男 日本大学 学生 3年

2381 陸上 山下 訓史 男 筑波大学 日本電気（株）

2382 陸上 吉田 雅美 男 筑波大学 （株）大京

2383 陸上 真木 和 ⼥ 今治北⾼校 ワコール

2384 陸上 五⼗嵐 美紀 ⼥ 新島学園高校 （株）リクルート

2385 陸上 鈴⽊ 博美 ⼥ 船橋市⽴船橋⾼校 （株）リクルート

2386 陸上 山下 佐知子 ⼥ 鳥取大学 京セラ（株）

2387 陸上 小鴨 由水 ⼥ 兵庫県⽴明⽯南⾼校 ダイハツ工業（株）

2388 陸上 有森 裕子 ⼥ 日本体育大学 （株）リクルート

2389 陸上 板倉 美紀 ⼥ ⽯川県⽴寺井⾼校 学生 2年

2390 陸上 佐藤 優子 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 （株）資生堂

2391 陸上 佐藤 恵 ⼥ 福岡大学 （株）ミズノ

2392 水泳 中野 勉 男 早稲田大学 学生 1年

2393 水泳 緒方 茂生 男 中京大学 学生 研究生

2394 水泳 加藤 真志 男 近畿大学 学生 4年

2395 水泳 糸井 統 男 早稲田大学 学生 3年

2396 水泳 空岡 京太 男 明治大学 学生 3年 

2397 水泳 林 亨 男 ⼤分県⽴⼤分鶴崎⾼校 学生 3年

2398 水泳 渡辺 健司 男 早稲田大学 不明

2399 水泳 川中 恵一 男 同志社大学 学生 2年

2400 水泳 三好 智弘 男 日本大学 学生 4年

2401 水泳 ⾐笠 ⻯也 男 法政大学第二高校 学生 3年

2402 水泳 倉澤 利彰 男 世田谷学園高校 学生 1年

2403 水泳 藤本 隆宏 男 早稲田大学 学生 4年

2404 水泳 千葉 すず ⼥ 近畿大学附属高校 学生 2年

2405 水泳 中野 亜弥子 ⼥ ⻘⼭学院⼤学 学生 1年

2406 水泳 松⼾ 思奈 ⼥ 東北学院⼤学 学生 1年

2407 水泳 肥川 葉⼦ ⼥ 九州⼥⼦⼤学附属⾼校 学生 3年

2408 水泳 稲田 法子 ⼥ 草加市⽴草加中学校 学生 1年

2409 水泳 鳥飼 淳子 ⼥ 近畿大学附属高校 学生 2年

2410 水泳 粕谷 恭子 ⼥ 狭山ヶ丘高校 学生 2年

2411 水泳 岩崎 恭子 ⼥ 沼津市⽴第五中学校 学生 2年

2412 水泳 漢人 陽子 ⼥ 県⽴浜松商業⾼校 学生 3年

2413 水泳 司東 利恵 ⼥ 日本大学 学生 1年

2414 水泳 春名 美佳 ⼥ 加古川市⽴平岡中学校 学生 2年

2415 水泳 平中 秀子 ⼥ 専修大学 学生 1年

2416 水泳 ⽊村 ⾐⾥ ⼥ ⻘⼭学院⼤学 学生 1年

2417 水泳 ⾦⼾ 恵太 男 日本大学 （株）ミキハウス

2418 水泳 山岸 勲 男 日本大学（中退） 日本テープ（株）

2419 水泳 元渕 幸 ⼥ 天理⼤学 天理教教会 注100

2420 水泳 奥野 史子 ⼥ 同志社大学 学生 2年

2421 水泳 小谷 実可子 ⼥ 日本大学 日本オリンピック委員会

2422 水泳 高山 亜樹 ⼥ 大阪体育大学 不明

2423 テニス 松岡 修造 男 柳川⾼校（中退） プロテニスプレーヤー

2424 テニス 伊達 公子 ⼥ 園⽥学園⼥⼦⾼校 ヨネックス（株）

2425 テニス 沢松 奈⽣⼦ ⼥ 松蔭⼥⼦学院⼤学 学生 2年

2426 テニス 遠藤 愛 ⼥ 筑波大学 学生 4年

2427 テニス ⽊⼾脇 真也 ⼥ 京都市⽴⾳⽻中学校 J.坂崎マーケティング（株）

2428 漕艇 三本 和明 男 日本大学 日本大学

2429 漕艇 木村 満 男 日本大学 日本大学
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2430 漕艇 山下 美幸 ⼥ 富⼭県⽴⼋尾⾼校 （株）インテック

2431 漕艇 太田 信子 ⼥ ⽯川県⽴⼩松商業⾼校 （株）インテック

2432 漕艇 阿部 肇 男 中央大学（中退） （株）インテックリース

2433 漕艇 田辺 保典 男 中央大学 日本電信電話（株）

2434 漕艇 松井 裕好 男 日本大学 日本電信電話（株）

2435 漕艇 山児 和久 男 早稲田大学 学生 4年

2436 漕艇 坂田 昌弘 男 富山大学 （株）インテック

2437 漕艇 三留 弘 男 新潟県⽴津川⾼校 ＮＴＴ

2438 漕艇 岩畔 道徳 男 早稲田大学 明治生命保険（相）

2439 漕艇 岩月 孝敏 男 猿投農林⾼校 トヨタ⾃動⾞（株）

2440 漕艇 林 秀⼀ 男 日本大学 日本電信電話（株）

2441 ボクシング 佐々木 忠広 男 東京農業大学 学生 4年

2442 ボクシング 土橋 茂之 男 法政大学 学生 4年

2443 ボクシング 川上 雅史 男 中央大学 学生 3年

2444 ボクシング ⻑島 浩 男 日本大学 （株）ユニマット

2445 バレーボール 松田 明彦 男 順天堂大学 新日本製鋼（株） 堺製造所

2446 バレーボール 成田 貴志 男 東海大学 富士写真フイルム（株）

2447 バレーボール 植⽥ ⾠哉 男 大阪商業大学 新日本製鐵（株）

2448 バレーボール 南 克幸 男 法政大学 学生 4年

2449 バレーボール 大竹 秀之 男 法政大学 日本電気（株）

2450 バレーボール 荻野 正二 男 福井工大附属福井高校 サントリー（株）

2451 バレーボール 泉川 正幸 男 日本体育大学 学生 4年

2452 バレーボール 中垣内 祐一 男 筑波大学 新日本製鐵（株）

2453 バレーボール 大浦 正文 男 ⻑崎商業⾼校 サントリー（株）

2454 バレーボール ⻘⼭ 繁 男 法政大学 富士写真フイルム（株）

2455 バレーボール 河野 克己 男 愛知学院大学 サントリー（株）

2456 バレーボール 栗⽣沢 淳⼀ 男 中央大学 日本たばこ産業（株） 広島支社

2457 バレーボール 佐藤 伊知子 ⼥ 東北福祉⼤学 日本電気（株）

2458 バレーボール 中田 久美 ⼥ ＮＨＫ学園高校 （株）⽇⽴製作所 武蔵工場

2459 バレーボール ⼤林 素⼦ ⼥ 八王子実践高校 （株）⽇⽴製作所 武蔵工場

2460 バレーボール 石掛 美知代 ⼥ 兵庫県⽴氷上⾼校 （株）イトーヨーカ堂

2461 バレーボール 中⻄ 千枝⼦ ⼥ 博多⼥⼦商業⾼校 ユニチカ（株） 貝塚工場

2462 バレーボール 高橋 有紀子 ⼥ 八王子実践高校 小田急百貨店（株）

2463 バレーボール 山内 美加 ⼥ 由利⾼校 （株）ダイエー

2464 バレーボール 吉原 知子 ⼥ 妹背牛商業高校 （株）⽇⽴製作所 武蔵工場

2465 バレーボール 福田 記代子 ⼥ 八王子実践高校 （株）⽇⽴製作所 武蔵工場

2466 バレーボール 中村 和美 ⼥ ⾦沢商業⾼校 （株）⽇⽴製作所 武蔵工場

2467 バレーボール 多治⾒ ⿇⼦ ⼥ 八王子実践高校 （株）⽇⽴製作所 武蔵工場

2468 バレーボール 苗村 郁代 ⼥ 兵庫県⽴氷上⾼校 （株）イトーヨーカ堂

2469 体操 ⻄川 ⼤輔 男 日本大学 学生 4年

2470 体操 知念 孝 男 日本大学 （株）河合楽器製作所

2471 体操 池谷 幸雄 男 日本体育大学 学生 4年

2472 体操 畠田 好章 男 日本体育大学 学生 2年

2473 体操 松永 政⾏ 男 日本大学 （株）河合楽器製作所

2474 体操 相原 豊 男 日本体育大学 学生 4年

2475 体操 佐藤 寿治 男 日本大学 （株）⼤和銀⾏ 注101

2476 体操 ⼩菅 ⿇⾥ ⼥ 藤村⼥⼦⾼校 学生 2年

2477 体操 瀬尾 京子 ⼥ 日本体育大学 学生 2年

2478 体操 三浦 華子 ⼥ 藤村⼥⼦⾼校 学生 3年

2479 体操 川本 ゆかり ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 2年

2480 体操 山田 美穂 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学 学生 1年

2481 レスリング 佐藤 満 男 日本体育大学 日本体育会

2482 レスリング 奥山 恵二 男 日本体育大学 ⼭形県⽴⼭形南⾼校

2483 レスリング 安達 巧 男 日本体育大学 日本体育大学

2484 レスリング 赤石 光生 男 日本大学 （株）ユニマット

2485 レスリング 原 喜彦 男 日本体育大学 新潟北⾼校

2486 レスリング 伊藤 敦 男 日本体育大学 （財）京都府体育協会

2487 レスリング 太田 章 男 東海大学大学院 早稲田大学

2488 レスリング 中⻄ 学 男 専修大学 新日本プロレスリング（株）

2489 レスリング 本田 多聞 男 日本大学 自衛隊体育学校

2490 レスリング 大橋 正教 男 ⼭梨学院⼤学 （株）ユニマット

2491 レスリング 花原 大介 男 日本体育大学 警視庁 警察学校

2492 レスリング ⻄⼝ 茂樹 男 日本体育大学大学院 学生 1年

2493 レスリング 森 巧 男 国士舘大学 自衛隊体育学校

2494 レスリング 森⼭ 泰年 男 東洋大学 自衛隊体育学校

2495 レスリング 野々村 孝 男 ⼭梨学院⼤学 （財）香川県スポーツ振興財団

2496 レスリング 鈴⽊ 賢⼀ 男 大東文化大学 （株）読売千葉広告社

2497 ヨット 重 由美子 ⼥ 唐津東高校 佐賀県ヨットハーバー
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2498 ヨット 木下 アリーシア ⼥ フェリス⼥学院⼤学 佐賀県ヨットハーバー

2499 ヨット 大津 真二 男 近畿大学 ＮＴＴ 注102

2500 ヨット 広部 元博 男 甲南大学 ＮＴＴ 注103

2501 ヨット 小松 一憲 男 日本体育大学 ヤマハ発動機（株）

2502 ヨット 高城 秀光 男 日本大学 日和工業（株）

2503 ヨット 藤原 康治 男 玉川大学 エステール（株）

2504 ヨット 高田 文子 ⼥ ⻘⼭学院⼤学 学生 3年

2505 ヨット 脇永 達也 男 聖光高校 本田技研工業（株） 注104

2506 ヨット 広沢 孝治 男 聖光高校 本田技研工業（株） 注104

2507 重量挙げ 渡辺 博 男 法政大学 富士急ハイランド遊園地（株）

2508 重量挙げ 伊禮 淳 男 九州共⽴⼤学 （財）香川県スポーツ振興財団

2509 重量挙げ 佐久間 勝彦 男 日本大学 ゼビオ（株）

2510 重量挙げ 新田 勝久 男 法政大学 自衛隊体育学校

2511 重量挙げ 岩田 洋介 男 日本体育大学 岡⼭県⽴⽔島⼯業⾼校

2512 重量挙げ 佐藤 和夫 男 日本体育大学 宮城県体育協会

2513 重量挙げ 堀越 典昭 男 日本体育大学 学生 2年

2514 重量挙げ 水野 英朗 男 日本大学 学生 4年

2515 重量挙げ 砂岡 良治 男 日本体育大学 ユニデン（株）

2516 重量挙げ ⻄本 宣充 男 日本体育大学 布勢総合運動公園

2517 ⾃転⾞ 小嶋 敬二 男 日本大学 コジマスポーツ

2518 ⾃転⾞ 江原 政光 男 法政大学 （株）シマノ

2519 ⾃転⾞ 岸原 薫 男 中央大学 （株）シマノ

2520 ⾃転⾞ 安藤 康洋 男 古川商業高校 宮田工業（株）

2521 ⾃転⾞ 橋佐古 直清 男 日本大学 学生 3年

2522 ⾃転⾞ 大門 宏 男 中京大学 日本舗道（株）

2523 ⾃転⾞ 斑目 真紀夫 男 日本大学 学生 3年

2524 ⾃転⾞ 田中 光輝 男 県⽴岐南⾼校 愛三工業（株）

2525 ⾃転⾞ 藤野 智一 男 中央理容専門学校 （有）ノバ

2526 ⾃転⾞ 藤田 晃三 男 岩⼿県⽴⼤迫⾼校 ブリヂストンサイクル（株）

2527 ⾃転⾞ 橋本 聖子 ⼥ 駒澤大学附属苫小牧高校 富⼠急⾏（株）

2528 ⾃転⾞ ⿊⽊ 美⾹ ⼥ 大垣日大高校 出来鉄工所

2529 ⾃転⾞ 鈴⽊ 裕美⼦ ⼥ 日本大学 （株）パルコ

2530 馬術 奥野 ⻯三 男 辻学園⽇本調理師専門学校 （株）シーダーバレー

2531 馬術 ⼾村 崇 男 千葉県⽴千葉⼯業⾼校 ライディングクラブ・クレインベルギー

2532 馬術 東良 弘⼀ 男 大阪産業大学 村田機械（株）

2533 馬術 富澤 宏介 男 ペンシルヴァニア大学（中退） （有）ケイ エイチ ティ プランニング

2534 馬術 宮崎 栄喜 男 日本大学 日本中央競馬会馬事公苑

2535 馬術 後藤 浩⼆郎 男 日本大学 後藤鉄工所

2536 馬術 岩谷 一裕 男 日本大学 （株）乗馬クラブクレイン 注105

2537 馬術 ⽊幡 良彦 男 福島県⽴相⾺農業⾼校 （株）乗馬クラブクレイン 注106

2538 馬術 桜井 義⻑ 男 日本大学 ヤマハリゾート（株） つま恋

2539 フェンシング 安倍 欣哉 男 拓殖⼤学 秋田市役所

2540 フェンシング 永野 義秀 男 中央大学 学生 5年

2541 フェンシング 市ヶ谷 廣輝 男 日本体育大学 学生 4年

2542 フェンシング ⾼柳 裕⼦ ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 香川県スポーツ振興財団

2543 フェンシング 田部 仁一 男 同志社大学 島根県体育協会

2544 フェンシング 橋本 寛 男 法政大学 橋本商店

2545 柔道 小川 直也 男 明治大学 日本中央競馬会

2546 柔道 甲斐 康浩 男 東海大学 新日本製鐵（株）

2547 柔道 岡田 弘隆 男 筑波大学 （株）マルナカ

2548 柔道 吉田 秀彦 男 明治大学 新日本製鐵（株）

2549 柔道 古賀 稔彦 男 日本体育大学 日本体育大学

2550 柔道 丸山 顕志 男 国士舘大学 ダイコロ（株）

2551 柔道 越野 忠則 男 東海大学 東洋水産（株） 相模工場

2552 柔道 坂上 洋子 ⼥ 筑波大学 山形県教育委員会

2553 柔道 田辺 陽子 ⼥ 日本大学 （株）ミキハウス

2554 柔道 藤本 涼子 ⼥ 筑波大学大学院 ⾦沢⼥⼦⼤学

2555 柔道 ⼩林 貴⼦ ⼥ 筑波大学 （株）ミキハウス

2556 柔道 ⽴野 千代⾥ ⼥ 筑波大学 学生 4年

2557 柔道 溝口 紀子 ⼥ 埼玉大学 学生 3年

2558 柔道 ⽥村 亮⼦ ⼥ 福岡工大附属高校 学生 1年

2559 射撃 ⽊場 良平 男 ⿅児島実業⾼校 自衛隊体育学校

2560 射撃 目良 明裕 男 日本大学 自衛隊体育学校

2561 射撃 栁田 勝 男 明治大学 自衛隊体育学校

2562 射撃 ⾹⻄ 式⼦ ⼥ 小倉高校 （株）⽇⽴情報システムズ

2563 射撃 源 洋子 ⼥ 日本大学 （株）⽇⽴情報システムズ

2564 射撃 稲垣 守 男 享栄高校 愛知県警察 本部

2565 射撃 勢⾒⽉ ⽂久 男 中京大学 和歌山県警察 本部
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2566 射撃 ⼤⻄ 克昌 男 奈良市⽴⼀条⾼校 奈良県警察 本部

2567 射撃 千種 寿代 ⼥ 蕨高校 埼玉県警察 本部

2568 射撃 伊東 総⼀郎 男 築館高校 自営

2569 射撃 渡辺 和三 男 明治学院 三和

2570 近代五種 宮ヶ原 浩 男 ⿅児島県⽴⿅屋農業⾼校 自衛隊体育学校

2571 カヌー 内野 経久 男 大正大学 野⺟崎町教育委員会

2572 カヌー 當山 克也 男 大正大学 大正大学

2573 カヌー ⼩林 美幸 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 （有）造研

2574 カヌー 武藤 恵子 ⼥ ハウスロンイングリッシュランゲージセンター （財）香川県スポーツ振興財団

2575 カヌー 藤野 強 男 都⽴⽥無⼯業⾼校 ⻘梅市役所

2576 カヌー ⼩林 弘⼦ ⼥ 津田塾大学 羽村市役所

2577 アーチェリー 山本 博 男 日本体育大学 大宮開成高校

2578 アーチェリー 於久 直人 男 近畿大学 学生 3年

2579 アーチェリー ⻄川 清⼀ 男 近畿大学 学生 2年

2580 アーチェリー 中込 恵子 ⼥ 日本体育大学 学生 4年

2581 アーチェリー 池田 裕紀子 ⼥ 甲南⼥⼦⼤学 学生 3年

2582 アーチェリー 藤⽥ 玲⼦ ⼥ 近畿大学 学生 2年

2583 卓球 渋谷 浩 男 明治大学 川崎製鉄（株）

2584 卓球 松下 浩二 男 明治大学 協和発酵工業（株）

2585 卓球 渡辺 武弘 男 明治大学 協和発酵工業（株）

2586 卓球 仲村 錦治朗 男 明徳義塾高校 学生 2年

2587 卓球 星野 美香 ⼥ ⻘⼭学院⼤学 （株）さくら銀⾏

2588 卓球 山下 富美代 ⼥ 中京大学 松下電工（株）

2589 卓球 佐藤 利⾹ ⼥ ⽩鴎⼥⼦⾼校 武田薬品工業（株） 湘南工場

2590 卓球 松本 雪乃 ⼥ ⽩鴎⼥⼦⾼校 ⽇産⾃動⾞（株）

2591 野球 渡部 勝美 男 砂川南高校 大昭和製紙（株）

2592 野球 杉浦 正則 男 同志社大学 日本生命保険（相）

2593 野球 ⻄⼭ ⼀宇 男 高知高校 ＮＴＴ 四国支社

2594 野球 小桧山 雅人 男 慶應義塾大学 日本石油（株）

2595 野球 杉山 賢人 男 専修大学 （株）東芝

2596 野球 伊藤 智仁 男 花園高校 三菱⾃動⾞⼯業（株） 注107

2597 野球 佐藤 康弘 男 創価大学 （株）プリンスホテル

2598 野球 ⾼⾒ 泰範 男 愛知工業大学 （株）東芝

2599 野球 三輪 隆 男 明治大学 （株）神⼾製鋼所

2600 野球 徳永 耕治 男 千葉県⽴千葉⼯業⾼校 日本石油（株）

2601 野球 ⻄ 正⽂ 男 兵庫県⽴尼崎⼩⽥⾼校 大阪ガス（株） 注108

2602 野球 大島 公一 男 法政大学 日本生命保険（相）

2603 野球 若林 重喜 男 ⽴正⼤学 日本石油（株）

2604 野球 小久保 裕紀 男 ⻘⼭学院⼤学 学生 3年

2605 野球 十河 章浩 男 近畿大学 日本生命保険（相）

2606 野球 ⼩島 啓⺠ 男 早稲田大学 三菱重⼯業（株） 注109

2607 野球 坂口 裕之 男 明治大学 日本石油精製（株）

2608 野球 佐藤 真一 男 東海大学 （株）北海道拓殖銀⾏

2609 野球 中本 浩 男 亜細亜大学 松下電器産業（株）

2610 野球 川畑 伸⼀郎 男 市⽴⿅児島商業⾼校 住友⾦属⼯業（株） 注110

2611 バドミントン 松野 修二 男 法政大学 日本電信電話（株） 注111

2612 バドミントン 松浦 進二 男 法政大学 フジチュー（株）

2613 バドミントン 宮 康二 男 法政大学 日本電信電話（株） 注111

2614 バドミントン 町田 文彦 男 法政大学 日本電信電話（株） 注111

2615 バドミントン 本山 秀昭 男 日本体育大学 トナミ運送（株）

2616 バドミントン 陣内 貴美子 ⼥ 熊本中央⼥⼦⾼校 ヨネックス（株）

2617 バドミントン 森 久子 ⼥ ⻘⼭学院⼤学 ヨネックス（株）

2618 バドミントン 松尾 知美 ⼥ 熊本信愛⼥学院⾼校 日本電信電話（株） 注111

2619 バドミントン 捧 匡子 ⼥ 新潟⻘陵⾼校 ヨネックス（株）

2620 バドミントン 水井 妃佐子 ⼥ 四條畷学園⼥⼦短期⼤学 四條畷学園⼥⼦短期⼤学

2621 バドミントン 鴻原 春美 ⼥ 四條畷学園⼥⼦短期⼤学 （学）尚美学園 注112

1996̲アトランタ

2622 陸上 朝原 宣治 男 同志社大学 大阪ガス

2623 陸上 土江 寛裕 男 早稲田大学 学生 4年

2624 陸上 井上 悟 男 日本大学 （株）ゴールドウィン

2625 陸上 伊東 浩司 男 東海大学 富士通（株）

2626 陸上 馬塚 貴弘 男 早稲田大学 学生 2年

2627 陸上 大森 盛一 男 日本大学 ミズノ（株）

2628 陸上 田端 健児 男 日本大学 学生 4年

2629 陸上 小坂田 淳 男 京都産業大学 学生 3年

2630 陸上 高岡 寿成 男 龍⾕⼤学 鐘紡（株）

2631 陸上 花田 勝彦 男 早稲田大学 エスビー食品（株）

2632 陸上 渡辺 康幸 男 早稲田大学 エスビー食品（株）
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2633 陸上 山崎 一彦 男 順天堂大学 （株）デサント

2634 陸上 苅部 俊二 男 法政大学 富士通（株）

2635 陸上 河村 英昭 男 順天堂大学 学生 4年

2636 陸上 実井 謙⼆郎 男 大東文化大学 日清食品（株）

2637 陸上 大家 正喜 男 徳島東工業高校 佐川急便（株）

2638 陸上 谷口 治美 男 日本体育大学 旭化成工業（株）

2639 陸上 池島 大介 男 日本大学 学生 4年

2640 陸上 小坂 忠広 男 順天堂大学 （株）デサント

2641 陸上 野村 智宏 男 日本大学 学生 3年

2642 陸上 米倉 照泰 男 日本体育大学 （株）ゼンリン

2643 陸上 市川 良⼦ ⼥ 洗足学園大付属高校 JAL AC

2644 陸上 志⽔ ⾒千⼦ ⼥ 府⽴網野⾼校 （株）リクルート

2645 陸上 弘山 晴美 ⼥ 国士舘大学 （株）資生堂

2646 陸上 鈴⽊ 博美 ⼥ 市⽴船橋⾼校 （株）リクルート

2647 陸上 川上 優子 ⼥ 熊本信愛⼥学院⾼校 沖電気宮崎（株）

2648 陸上 千葉 真⼦ ⼥ ⽴命館宇治⾼校 旭化成工業（株）

2649 陸上 ⾦沢 イボンヌ ⼥ コロラド大学 佐田建設（株）

2650 陸上 有森 裕子 ⼥ 日本体育大学 （株）リクルート

2651 陸上 浅利 純⼦ ⼥ 県⽴塙⾼校 ダイハツ工業（株）

2652 陸上 真木 和 ⼥ 県⽴今治北⾼校 （株）ワコール

2653 陸上 三森 由佳 ⼥ ⼭梨学院⼤学 綜合警備保障（株）

2654 陸上 宮島 秋子 ⼥ 中京大学 日本電装（株）

2655 水泳 伊東 俊介 男 中央大学 学生 2年

2656 水泳 平野 雅人 男 日本大学 学生 3年

2657 水泳 安井 久登 男 近畿大学 学生 2年

2658 水泳 近内 圭太郎 男 湘南工科大学付属高校 学生 3年

2659 水泳 糸井 統 男 早稲田大学 岐阜商業高校

2660 水泳 堀井 利有司 男 近畿大学 学生 4年

2661 水泳 林 亨 男 大分大学 学生 3年

2662 水泳 宮崎 義伸 男 直方高校 学生 3年

2663 水泳 山本 貴司 男 近畿大学付属高校 学生 3年

2664 水泳 松下 幸広 男 中央大学 不⼆ビルサービス

2665 水泳 ⾐笠 ⻯也 男 日本大学 学生 4年

2666 水泳 吉⾒ 譲 男 日本大学 不⼆ビルサービス

2667 水泳 倉澤 利彰 男 日本大学 学生 2年

2668 水泳 千葉 すず ⼥ 近畿大学付属高校 不明

2669 水泳 源 純夏 ⼥ 徳島県⽴城南⾼校 学生 2年

2670 水泳 井本 直歩子 ⼥ 慶應義塾大学 学生 2年

2671 水泳 ⼭野井 絵理 ⼥ ⿅島学園⾼校 学生 3年

2672 水泳 三宅 愛⼦ ⼥ 兵庫県⽴加古川南⾼校 学生 3年

2673 水泳 中尾 美樹 ⼥ 近畿大学付属高校 学生 3年

2674 水泳 中村 真衣 ⼥ 帝京⻑岡⾼校 学生 2年

2675 水泳 田中 雅美 ⼥ 八王子高校 学生 3年

2676 水泳 岩崎 恭子 ⼥ 日本大学三島高校 学生 3年

2677 水泳 ⻘⼭ 綾⾥ ⼥ 近畿大学附属中学校 学生 3年

2678 水泳 ⿅島 瞳 ⼥ 東京⽴正⾼校 学生 2年

2679 水泳 春名 美佳 ⼥ 兵庫県⽴加古川南⾼校 学生 3年

2680 水泳 ⿊⿃ ⽂絵 ⼥ 早稲田大学 学生 3年

2681 水泳 平中 秀子 ⼥ 専修大学 （株）ミキハウス

2682 水泳 ⾦⼾ 恵太 男 日本大学 （株）ミキハウス

2683 水泳 寺内 健 男 此花学院高校 学生 1年

2684 水泳 元渕 幸 ⼥ 天理⼤学 天理教教会 本部

2685 水泳 ⾦⼦ 正⼦ ⼥ 東京家政学院大学 東京シンクロクラブ

2686 水泳 ⽴花 美哉 ⼥ 同志社大学 学生 4年

2687 水泳 川瀬 晶子 ⼥ 日本大学 不明

2688 水泳 神保 れい ⼥ 日本大学 学生 4年

2689 水泳 武田 美保 ⼥ ⽴命館⼤学 学生 2年

2690 水泳 高橋 馨 ⼥ 日本大学 学生 4年

2691 水泳 藤井 来夏 ⼥ ⽴命館⼤学 学生 4年

2692 水泳 田中 順子 ⼥ 天理⼤学 不明

2693 水泳 中島 理帆 ⼥ 四天王寺国際仏教大学 学生 1年

2694 水泳 河邉 美穂 ⼥ 淑徳短期大学 淑徳短期大学

2695 水泳 藤木 麻祐子 ⼥ 日本大学 学生 3年

2696 サッカー 川口 能活 男 清⽔市⽴商業⾼校 日産FC横浜マリノス

2697 サッカー 下田 崇 男 広島皆実高校 サンフレッチェ広島FC

2698 サッカー 上村 健一 男 松永高校 サンフレッチェ広島FC

2699 サッカー 白井 博幸 男 東海大学第一高校 清水FCエスパルス

2700 サッカー 鈴⽊ 秀⼈ 男 浜松市⽴商業⾼校 ジュビロ磐田
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2701 サッカー 田中 誠 男 清⽔市⽴商業⾼校 ジュビロ磐田

2702 サッカー 路⽊ 龍次 男 国⾒⾼校 サンフレッチェ広島FC

2703 サッカー 服部 年宏 男 東海大学第一高校 ジュビロ磐田

2704 サッカー 前園 真聖 男 ⿅児島実業⾼校 全日本佐藤工業SC

2705 サッカー 伊東 輝悦 男 東海大学第一高校 清水FCエスパルス

2706 サッカー 廣⻑ 優志 男 桐蔭学園高校 読売日本SC

2707 サッカー 秋葉 忠宏 男 市⽴船橋⾼校 JR 古河SC

2708 サッカー 遠藤 彰弘 男 ⿅児島実業⾼校 FC横浜マリノス

2709 サッカー 中田 英寿 男 韮﨑高校 ベルマーレ平塚

2710 サッカー 松原 良⾹ 男 東海大学第一高校 清水FCエスパルス

2711 サッカー 城 彰二 男 ⿅児島実業⾼校 東日本JR古河SC

2712 サッカー 森岡 茂 男 八幡浜工業高校 パナソニックガンバ大阪

2713 サッカー 松田 直樹 男 前橋育英高校 日産FC横浜マリノス

2714 サッカー 小澤 純子 ⼥ 亜細亜大学 フジタSC・マーキュリー

2715 サッカー 小野寺 志保 ⼥ 神奈川⼤学 読売⻄友ベレーザ

2716 サッカー ⼭⽊ ⾥恵 ⼥ 昭和学院高校 ⽇興證券⼥⼦サッカー部ドリームレディース

2717 サッカー 東明 有美 ⼥ 天理⼤学 プリマハムFCくノ一

2718 サッカー 埴田 真紀 ⼥ 田南部商業高校 松下電器パナソニック・バンビーナ

2719 サッカー 仁科 賀恵 ⼥ 上野商業高校 プリマハムFCくノ一

2720 サッカー 大部 由美 ⼥ 八千代松陰高校 ⽇興證券⼥⼦サッカー部ドリームレディース

2721 サッカー 澤 穂希 ⼥ 都⽴南野⾼校 学⽣/読売⻄友ベレーザ 注113

2722 サッカー 高倉 麻子 ⼥ 和光大学 読売⻄友ベレーザ

2723 サッカー ⽊岡 ⼆葉 ⼥ 静岡英和⼥学院短期⼤学 鈴与清⽔FCラブリーレディース

2724 サッカー 半田 悦子 ⼥ 静岡英和⼥学院短期⼤学 鈴与清⽔FCラブリーレディース

2725 サッカー ⼤⽵ 奈美 ⼥ 都⽴⼭崎⾼校 読売⻄友ベレーザ

2726 サッカー 門原 かおる ⼥ 府⽴⾼槻北⾼校 松下電器パナソニック・バンビーナ

2727 サッカー 野田 朱美 ⼥ 都⽴桜⽔商業⾼校 宝塚バニーズレディースSC

2728 サッカー 内山 環 ⼥ 成徳学園高校 プリマハムFCくノ一

2729 サッカー 泉 美幸 ⼥ 都⽴秋留台⾼校 鈴与清⽔FCラブリーレディース

2730 テニス 松岡 修造 男 パーマーアカデミー 富士ゼロックス

2731 テニス 鈴⽊ 貴男 男 堀越高校 （株）岩田屋

2732 テニス 岩渕 聡 男 柳川⾼校 ヨネックス（株）

2733 テニス 伊達 公子 ⼥ 園田学園高校 不明

2734 テニス 杉山 愛 ⼥ 神奈川県⽴湘南⾼校 オペル

2735 テニス 沢松 奈⽣⼦ ⼥ 桐蔭⼥⼦学院⼤学 富⼠銀⾏

2736 テニス ⻑塚 京⼦ ⼥ 千葉県⽴千葉東⾼校 同和鉱業

2737 漕艇 渋田 紀子 ⼥ 早稲田大学 昭和シェル石油（株）

2738 漕艇 吉⽥ 理⼦ ⼥ 早稲田大学 学生 2年

2739 漕艇 武田 大作 男 愛媛大学大学院 学生 2年

2740 漕艇 児玉 剛始 男 中央大学 日本電信電話（株）

2741 漕艇 蔵田 和彦 男 中央大学 日本電信電話（株）

2742 漕艇 小日向 謙一 男 新潟大学大学院 新潟大学 注114

2743 漕艇 ⻑⾕ 等 男 日本大学 中部電⼒（株）

2744 漕艇 三本 和明 男 日本大学 東レ（株）

2745 漕艇 岩畔 道徳 男 早稲田大学 明治生命保険（相）

2746 漕艇 田辺 保典 男 中央大学 日本電信電話（株）

2747 漕艇 中溝 勝彦 男 日本大学 日本電信電話（株）

2748 ボクシング 辻本 和正 男 日本大学 学生 4年

2749 ボクシング 仁多⾒ 史隆 男 東京農業大学 学生 4年

2750 ボクシング 本 博国 男 ⿅児島⼯業⾼校 自衛隊体育学校

2751 バレーボール 中⻄ 千枝⼦ ⼥ 博多⼥⼦商業⾼校 ユニチカ（株）

2752 バレーボール ⼤林 素⼦ ⼥ 八王子実践高校 東洋紡績（株）

2753 バレーボール 永富 有紀 ⼥ 高城高校 東洋紡績（株）

2754 バレーボール 山内 美加 ⼥ 秋⽥県⽴由利⾼校 （株）ダイエー

2755 バレーボール 吉原 知子 ⼥ 北海道⽴妹背⽜商業⾼校 （株）ダイエー

2756 バレーボール 鳥居 千穂 ⼥ 成安⼥⼦⾼校 ユニチカ（株）

2757 バレーボール 中村 和美 ⼥ ⽯川県⽴⾦沢商業⾼校 ユニチカ（株）

2758 バレーボール 坂本 清美 ⼥ 四天王寺高校 （株）ダイエー

2759 バレーボール 佐伯 美香 ⼥ 成安⼥⼦⾼校 ユニチカ（株）

2760 バレーボール 多治⾒ ⿇⼦ ⼥ 八王子実践高校 （株）⽇⽴製作所

2761 バレーボール 星野 賀代 ⼥ 沖縄県⽴中部商業⾼校 日本電気（株）

2762 バレーボール 大懸 郁久美 ⼥ 旭川実業高校 日本電気（株）

2763 ビーチバレー 瀬⼾⼭ 正⼆ 男 日本体育大学 フリー

2764 ビーチバレー ⾼尾 和⾏ 男 法政大学 住友⾦属⼯業（株） 注115

2765 ビーチバレー 高橋 有紀子 ⼥ 八王子実践高校 （株）小田急百貨店

2766 ビーチバレー 藤田 幸子 ⼥ 松陰高校 （株）小田急百貨店

2767 ビーチバレー 中野 照子 ⼥ ⻘⼭学院⼤学 フリー

2768 ビーチバレー 石坂 有紀子 ⼥ 東京YMCA社会体育専門学校 フリー
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2769 体操 畠田 好章 男 日本体育大学大学院 学⽣/紀陽銀⾏ 注116

2770 体操 田中 光 男 筑波大学 （株）紀陽銀⾏

2771 体操 前⽥ 将良 男 九州共⽴⼤学 （株）河合楽器製作所

2772 体操 佐藤 寿治 男 日本大学 （株）⼤和銀⾏

2773 体操 塚原 直也 男 明治大学 学生 1年

2774 体操 栗原 茂 男 日本体育大学 （株）⼤和銀⾏

2775 体操 内山 隆 男 日本体育大学 学生 4年

2776 体操 菅原 リサ ⼥ 日本体育大学 学生 1年

2777 体操 三浦 華子 ⼥ 亜細亜大学 学生 4年

2778 体操 橋口 美穂 ⼥ 日本体育大学 学生 1年

2779 体操 星山 菜穂 ⼥ 藤村⼥⼦⾼校 学生 1年

2780 体操 大川 真澄 ⼥ 藤村⼥⼦⾼校 学生 3年

2781 体操 小幡 さつき ⼥ 日本体育大学 学生 1年

2782 体操 関根 彩 ⼥ 藤村⼥⼦⾼校 学生 3年

2783 体操 山尾 朱子 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 4年

2784 体操 山田 海蜂 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学 ジャスコ（株）

2785 バスケットボール 参河 紀久子 ⼥ 明徳商業高校 （株）ジャパンエナジー

2786 バスケットボール 原田 裕花 ⼥ 藤蔭高校 （株）ジャパンエナジー

2787 バスケットボール 萩原 美樹子 ⼥ 福島⼥⼦⾼校 （株）ジャパンエナジー

2788 バスケットボール 川﨑 真由美 ⼥ 水海道第二高校 （株）ジャパンエナジー

2789 バスケットボール 濱口 典子 ⼥ 鶴鳴⼥⼦⾼校 （株）ジャパンエナジー

2790 バスケットボール 大山 妙子 ⼥ 東亜学園高校 （株）ジャパンエナジー

2791 バスケットボール 一乗 アキ ⼥ 広島市⽴広島商業⾼校 （株）シャンソン化粧品

2792 バスケットボール 村上 睦子 ⼥ 星城高校 （株）シャンソン化粧品

2793 バスケットボール 加藤 貴子 ⼥ 藤岡高校 （株）シャンソン化粧品

2794 バスケットボール 山田 かがり ⼥ 名古屋短期大学付属高校 （株）シャンソン化粧品

2795 バスケットボール 岡⾥ 明美 ⼥ 名古屋短期大学付属高校 （株）シャンソン化粧品

2796 バスケットボール 永田 睦子 ⼥ 純⼼⼥⼦⾼校 （株）シャンソン化粧品

2797 レスリング 嘉⼾ 洋 男 国士舘大学 国士舘大学

2798 レスリング ⻄⾒ 健吉 男 ⿅児島商⼯⾼校 自衛隊体育学校

2799 レスリング 三宅 靖志 男 東海大学 東海商船（株）

2800 レスリング 片山 貴光 男 日本体育大学 自衛隊体育学校

2801 レスリング 野々村 孝 男 ⼭梨学院⼤学 ⾹川県⽴多度津⼯業⾼校

2802 レスリング 鈴⽊ 賢⼀ 男 大東文化大学 （株）読売千葉広告社

2803 レスリング 笹山 秀雄 男 光星学院高校 自衛隊体育学校

2804 レスリング 阿部 三⼦郎 男 ペンシルベニア州⽴⼤学 学生 注117

2805 レスリング 和田 貴広 男 国士舘大学 国士舘大学

2806 レスリング 太⽥ 拓弥 男 日本体育大学 霞ヶ浦高校

2807 レスリング 横山 秀和 男 日本体育大学 日本体育大学

2808 レスリング 川合 達夫 男 日本体育大学 日本体育大学

2809 ヨット 中村 健次 男 日本大学 関東⾃動⾞⼯業（株）

2810 ヨット 高木 正人 男 九州東海大学 関東⾃動⾞⼯業（株）

2811 ヨット 重 由美子 ⼥ 唐津東高校 佐賀県ヨットハーバー

2812 ヨット 木下 百合江 アリーシア ⼥ フェリス⼥学院⼤学 佐賀県ヨットハーバー

2813 ヨット 小松 一憲 男 日本体育大学 ヤマハ発動機（株）

2814 ヨット 迫間 政敏 男 大阪芸術大学 不明

2815 ヨット 兵藤 和⾏ 男 同志社大学 不明

2816 ヨット 今井 雅子 ⼥ 東海大学（中退） 不明

2817 ヨット 佐々木 共之 男 関東学院高校 横浜市消防局 注118

2818 ヨット ⻫藤 愛⼦ ⼥ ⼥⼦学院⾼校 東亜建設工業（株）

2819 重量挙げ 納富 俊⾏ 男 日本体育大学 兵庫県⽴尼崎⼯業⾼校

2820 重量挙げ 池畑 大 男 大阪商業大学 （株）パシフィックモータース

2821 重量挙げ 橘 典人 男 日本大学 ⼠別市⽴⼠別東⾼校

2822 重量挙げ 宮路 由久 男 大阪商業大学 （株）ハウジング渕脇

2823 重量挙げ 堀越 典昭 男 日本体育大学 自衛隊体育学校

2824 重量挙げ ⻄本 宣充 男 日本体育大学 ⿃取県⽴⿃取⻄⼯業⾼校

2825 重量挙げ 吉本 久也 男 法政大学 学生 4年

2826 ⾃転⾞ 神⼭ 雄⼀郎 男 作新学院高校 プロサイクリスト

2827 ⾃転⾞ 十文字 貴信 男 茨城県⽴⿃取第⼀⾼校 プロサイクリスト

2828 ⾃転⾞ 安原 昌弘 男 ⼤阪府⽴布施⼯業⾼校 プロサイクリスト

2829 ⾃転⾞ 橋本 聖子 ⼥ 駒澤大学附属苫小牧高校 衆議院議員

2830 ⾃転⾞ 住田 修 男 ⽴命館⼤学 （株）シマノ

2831 ⾃転⾞ 真鍋 和幸 男 坂出第一高校 宮田工業（株）

2832 ⾃転⾞ 三浦 恭資 男 鳥栖工業高校 プロサイクリスト

2833 ⾃転⾞ ⾕川 可奈⼦ ⼥ ⻘⼭学院⼤学 （株）エイアンドエフ

2834 卓球 松下 浩二 男 明治大学 （株）グランプリ

2835 卓球 渋谷 浩 男 明治大学 川崎製鉄（株） 注119

2836 卓球 田崎 俊雄 男 明治大学 学生 4年
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2837 卓球 遊澤 亮 男 明治大学 学生 2年

2838 卓球 小山 ちれ ⼥ 上海体育技術学院 （株）池⽥銀⾏

2839 卓球 東童 多英子 ⼥ 遼寧省体育技術学院 松下電工（株） 彦根工場

2840 卓球 佐藤 利⾹ ⼥ ⽩鳳⼥⼦⾼校 （株）和歌⼭銀⾏

2841 卓球 海津 富美代 ⼥ 中京大学 松下電工（株） 彦根工場

2842 馬術 岩谷 一裕 男 日本大学 （株）乗馬クラブクレイン

2843 馬術 ⽊幡 良彦 男 福島県⽴相⾺農業⾼校 （株）乗馬クラブクレイン

2844 馬術 土屋 毅明 男 明治大学 医療法⼈ケイメイ

2845 馬術 布施 勝 男 明治大学 日本中央競馬会

2846 馬術 細野 茂之 男 日本大学 八王子乗馬倶楽部

2847 馬術 白井 岳 男 富川中学校 不明

2848 馬術 杉谷 泰造 男 カネイディアン アカデミー （株）シーダーバレー杉谷乗馬クラブ

2849 馬術 中野 善弘 男 大阪学院大学（中退） （株）乗馬クラブクレイン

2850 馬術 森本 健史 男 日本大学 学生 3年

2851 フェンシング 市ヶ谷 廣輝 男 日本体育大学 香川県スポーツ振興財団

2852 フェンシング 久保 紀子 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 三交百貨店

2853 フェンシング 新井 祐子 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学 江崎グリコFC

2854 フェンシング ⽥中 奈々絵 ⼥ 早稲田大学 学生 4年

2855 柔道 小川 直也 男 明治大学 日本中央競馬会

2856 柔道 中村 佳央 男 東海大学 旭化成工業（株）

2857 柔道 吉田 秀彦 男 明治大学 新日本製鐵（株）

2858 柔道 古賀 稔彦 男 日本体育大学大学院 （福） 慈雄会

2859 柔道 中村 兼三 男 東海大学 旭化成工業（株）

2860 柔道 中村 ⾏成 男 東海大学 旭化成工業（株）

2861 柔道 野村 忠宏 男 天理⼤学 学生 4年

2862 柔道 阿武 教子 ⼥ 明治大学 学生 2年

2863 柔道 田辺 陽子 ⼥ 筑波大学大学院 （株）ミキハウス

2864 柔道 ⼀⾒ 理沙 ⼥ 土浦日本大学高校 学生 3年

2865 柔道 惠本 裕子 ⼥ 旭川南高校 住友海上火災（株）

2866 柔道 溝口 紀子 ⼥ 埼玉大学大学院 学生 2年

2867 柔道 菅原 教子 ⼥ 筑波大学 ダイコロ（株）

2868 柔道 ⽥村 亮⼦ ⼥ 帝京大学 学生 3年

2869 ソフトボール 渡邊 正子 ⼥ 埼⽟県⽴⼤宮⼯業⾼校 太陽誘電（株）

2870 ソフトボール ⾼⼭ 樹⾥ ⼥ 日本体育大学 学生 2年

2871 ソフトボール 渡邊 伴子 ⼥ 愛知淑徳高校 日本電装（株）

2872 ソフトボール ⼩林 京⼦ ⼥ 東海⼥⼦⾼校 （株）⽇⽴製作所 注120

2873 ソフトボール ⼭路 典⼦ ⼥ 夙川学院高校 太陽誘電（株）

2874 ソフトボール 持田 京子 ⼥ 日本体育大学 学生 4年

2875 ソフトボール 吹田 育子 ⼥ 市⽴習志野⾼校 ⽇⽴⼯機（株）

2876 ソフトボール 斎藤 春香 ⼥ ⻘森県⽴弘前中央⾼校 （株）⽇⽴製作所 注121

2877 ソフトボール 児玉 千佳 ⼥ 夙川学院高校 太陽誘電（株）

2878 ソフトボール 原田 教子 ⼥ 埼玉栄高校 トヨタ自動社（株）

2879 ソフトボール 安藤 美佐子 ⼥ 夙川学院高校 太陽誘電（株）

2880 ソフトボール 井上 真由美 ⼥ 夙川学院高校 日本電装（株）

2881 ソフトボール 塚田 恵美 ⼥ 埼玉栄高校 トヨタ自動社（株）

2882 ソフトボール 松本 直美 ⼥ ⽯川県⽴門前⾼校 （株）⽇⽴製作所 注120

2883 ソフトボール 藤本 佳子 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 4年

2884 バドミントン 町田 文彦 男 法政大学 日本電信電話（株）

2885 バドミントン 松尾 知美 ⼥ 熊本信愛⼥学院⾼校 日本電信電話（株）

2886 バドミントン 阪本 雅子 ⼥ 熊本信愛⼥学院⾼校 日本電信電話（株）

2887 バドミントン 水井 妃佐子 ⼥ 四條畷学園⼥⼦短期⼤学 フジチュー（株）

2888 バドミントン 水井 泰子 ⼥ 四條畷学園⼥⼦短期⼤学 フジチュー（株）

2889 バドミントン 宮村 愛子 ⼥ 東海⼥⼦短期⼤学 サントリー（株）

2890 バドミントン 宮村 亜貴子 ⼥ 熊本中央⼥⼦⾼校 サントリー（株）

2891 射撃 源 洋子 ⼥ 日本大学 （株）⽇⽴情報システムズ

2892 射撃 岩城 真実 ⼥ 明治大学 学生 2年

2893 射撃 中重 勝 男 三次高校 広島県警察 本部

2894 射撃 木田 知宏 男 天理⾼校 大阪府警察 本部

2895 射撃 栗⽥ 直紀 男 静岡北⾼校 自衛隊体育学校

2896 射撃 柳⽥ 勝 男 明治大学 自衛隊体育学校

2897 射撃 稲田 容子 ⼥ 昭和⼥⼦短期⼤学 （株）メンタルマネージメントインスティテュート

2898 射撃 伊東 総⼀郎 男 築館高校 農業

2899 射撃 吉良 佳⼦ ⼥ 船橋情報ビジネス専門学校 映画会社

2900 カヌー 丸山 小百合 ⼥ 筑波大学 学生 3年

2901 カヌー 渡辺 麻子 ⼥ 武庫川⼥⼦⼤学 川⻄都市開発（株）

2902 カヌー ⻄ 夏樹 ⼥ 武庫川⼥⼦⼤学 ⻑崎県⽴⻑崎⽔産⾼校

2903 カヌー 武藤 恵子 ⼥ 神奈川⼤学短期⼤学 帝国警備保障（株）

2904 カヌー 赤城 千恵子 ⼥ 日本体育大学 コマニー（株）

300



選手ID 競技 氏名 性別 所属校/最終学歴 勤務先/所属組織 備考

2905 カヌー ⼩林 弘⼦ ⼥ 津田塾大学 羽村市役所

2906 カヌー 持田 雅誠 男 早稲田大学 学生 6年

2907 カヌー 藤野 強 男 都⽴⽥無⼯業⾼校 ⻘梅市役所

2908 アーチェリー 山本 博 男 日本体育大学 大宮開成高校

2909 アーチェリー 松下 和幹 男 野上中学校 自衛隊体育学校

2910 アーチェリー 大内 愛 ⼥ ⼭陽⼥⼦⾼校 （株）ダイイチ

2911 アーチェリー 児玉 絹枝 ⼥ 佐賀大学 （株）佐電工

2912 アーチェリー 小出 美沙都 ⼥ 明星高校 学生 3年

2913 野球 森 昌彦 男 亜細亜大学 日本電信電話（株） 東海支社

2914 野球 杉浦 正則 男 同志社大学 日本生命保険（相）

2915 野球 ⽊村 重太郎 男 熊本工業高校 （株）東芝

2916 野球 川村 丈夫 男 ⽴教⼤学 日本石油（株）

2917 野球 森中 聖雄 男 東海大学 学生 4年

2918 野球 三澤 興一 男 早稲田大学 学生 4年

2919 野球 小野 仁 男 秋田経済法科大学付属高校 日本石油（株）

2920 野球 大久保 秀昭 男 慶應義塾大学 日本石油（株）

2921 野球 ⿊須 隆 男 東洋大学 ⽇産⾃動⾞（株）

2922 野球 桑元 孝雄 男 武相高校 三菱⾃動⾞⼯業（株）

2923 野球 野島 正弘 男 東北福祉⼤学 日本石油（株）

2924 野球 松中 信彦 男 八代第一高校 新日本製鐵（株）

2925 野球 今岡 誠 男 東洋大学 学生 4年

2926 野球 井口 忠仁 男 ⻘⼭学院⼤学 学生 4年

2927 野球 福留 孝介 男 PL学園高校 日本生命保険（相）

2928 野球 中村 大伸 男 日本体育大学 日本電信電話（株） 東京支社

2929 野球 ⾼林 孝⾏ 男 ⽴教⼤学 日本石油（株）

2930 野球 佐藤 友昭 男 中央大学 （株）プリンスホテル

2931 野球 ⻄郷 泰之 男 日本学園高校 三菱⾃動⾞⼯業（株）

2932 野球 谷 佳知 男 大阪商業大学 三菱⾃動⾞⼯業（株）

2000̲シドニー

2933 陸上 伊東 浩司 男 東海大学 富士通（株）

2934 陸上 朝原 宣治 男 同志社大学 大阪ガス（株）

2935 陸上 川畑 伸吾 男 法政大学 学生 4年

2936 陸上 小島 茂之 男 早稲田大学 学生 3年

2937 陸上 末續 慎吾 男 東海大学 学生 2年

2938 陸上 小坂田 淳 男 京都産業大学 大阪ガス（株）

2939 陸上 山村 貴彦 男 日本大学 学生 3年

2940 陸上 田端 健児 男 日本大学 ミズノ（株）

2941 陸上 苅部 俊二 男 筑波大学大学院 富士通（株）

2942 陸上 高岡 寿成 男 龍⾕⼤学 鐘紡（株）

2943 陸上 花田 勝彦 男 早稲田大学 エスビー食品（株）

2944 陸上 佐藤 信之 男 中央大学 旭化成工業（株）

2945 陸上 ⽝伏 孝⾏ 男 城ノ内高校 （株）大塚製薬工場

2946 陸上 川嶋 伸次 男 日本体育大学 旭化成工業（株）

2947 陸上 谷川 聡 男 筑波大学大学院 ミズノ（株）

2948 陸上 山崎 一彦 男 筑波大学大学院 （株）デサント

2949 陸上 為末 大 男 法政大学 学生 3年

2950 陸上 河村 英昭 男 順天堂大学 （株）三英社製作所

2951 陸上 柳澤 哲 男 ⼭梨学院⼤学 綜合警備保障（株）

2952 陸上 池島 大介 男 日本大学 学⽣/⻑⾕川体育施設（株） 注122

2953 陸上 今村 文男 男 東洋大学 富士通（株）

2954 陸上 小池 昭彦 男 慶應義塾大学 （株）⽇⽴製作所

2955 陸上 吉田 孝久 男 筑波大学大学院 ミズノ（株）

2956 陸上 横山 学 男 筑波大学大学院（中退） （株）百⼗四銀⾏

2957 陸上 森⻑ 正樹 男 日本大学 （株）ゴールドウイン

2958 陸上 渡辺 大輔 男 日本大学 ミズノ（株）

2959 陸上 杉林 孝法 男 筑波大学大学院 学生/（株）ミキハウス 注123

2960 陸上 室伏 広治 男 中京大学大学院 学生/ミズノ（株） 注124

2961 陸上 志⽔ ⾒千⼦ ⼥ 網野高校 （株）リクルート

2962 陸上 田中 めぐみ ⼥ 埼玉栄高校 （株）あさひ銀⾏

2963 陸上 市川 良⼦ ⼥ 洗足学園大附属高校 JAL

2964 陸上 高橋 千恵美 ⼥ 聖和学園高校 日本ケミコン（株）

2965 陸上 弘山 晴美 ⼥ 国士舘大学 （株）資生堂

2966 陸上 川上 優子 ⼥ 熊本信愛⼥学院⾼校 宮崎沖電気（株）

2967 陸上 市橋 有⾥ ⼥ ⼾板⼥⼦⾼校 住友VISA

2968 陸上 高橋 尚子 ⼥ 大阪学院大学 積水化学工業（株）

2969 陸上 ⼭⼝ 衛⾥ ⼥ ⻄脇⼯業⾼校 （株）天満屋

2970 陸上 ⾦沢 イボンヌ ⼥ コロラド大学 佐田建設（株）

2971 陸上 今井 美希 ⼥ 中京⼥⼦⼤学 ミズノ（株）
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2972 陸上 太田 陽子 ⼥ 日本体育大学 （株）ミキハウス

2973 水泳 平野 雅人 男 日本大学 （株）ミキハウス

2974 水泳 荒瀬 洋太 男 筑波大学 学生 1年

2975 水泳 北島 康介 男 本郷高校 学生 3年

2976 水泳 林 亨 男 中京大学大学院 学生 2年

2977 水泳 山本 貴司 男 近畿大学 学生 4年

2978 水泳 田中 久喜 男 明治大学 学生 4年

2979 水泳 三⽊ ⼆郎 男 京都⻄⾼校 学生 2年

2980 水泳 田渕 晋 男 早稲田大学 学生 2年

2981 水泳 谷口 晋矢 男 中央大学 学生 2年

2982 水泳 源 純夏 ⼥ 中央大学 学生 3年

2983 水泳 山田 沙知子 ⼥ 須磨学園高校 学生 3年

2984 水泳 中村 真衣 ⼥ 中央大学 学生 3年

2985 水泳 稲田 法子 ⼥ 早稲田大学 学生 4年

2986 水泳 中尾 美樹 ⼥ 近畿大学 学生 4年

2987 水泳 萩原 智子 ⼥ ⼭梨学院⼤学 学生 2年

2988 水泳 田中 雅美 ⼥ 中央大学 学生 4年

2989 水泳 磯田 順子 ⼥ 中央大学 学生 2年

2990 水泳 ⼤⻄ 順⼦ ⼥ 筑波大学 （株）ミキハウス

2991 水泳 三田 真希 ⼥ 須磨学園高校 学生 2年

2992 水泳 中⻄ 悠⼦ ⼥ 近畿大学 学生 1年

2993 水泳 田島 寧子 ⼥ 日本体育大学 学生 1年

2994 水泳 寺内 健 男 甲子園大学 学生 2年

2995 水泳 ⽴花 美哉 ⼥ 四天王寺高校 井村シンクロクラブ

2996 水泳 武田 美保 ⼥ ⽴命館⼤学 井村シンクロクラブ

2997 水泳 藤井 来夏 ⼥ ⽴命館⼤学 井村シンクロクラブ

2998 水泳 神保 れい ⼥ 日本大学 （株）ミキハウス

2999 水泳 米田 祐子 ⼥ ⽴命館⼤学 井村シンクロクラブ

3000 水泳 磯田 陽子 ⼥ ⽴命館⼤学 学生 4年

3001 水泳 江上 綾乃 ⼥ ⽴命館⼤学 学生 3年

3002 水泳 米田 容子 ⼥ ⽴命館⼤学 学生 3年

3003 水泳 巽 樹理 ⼥ 大手門学院大学 学生 3年

3004 サッカー 楢崎 正剛 男 奈良育英⾼校 （株）名古屋グランパスエイト

3005 サッカー 都築 龍太 男 国⾒⾼校 （株）ガンバ大阪

3006 サッカー 森岡 隆三 男 桐蔭学園 （株）エスパルス

3007 サッカー 宮本 恒靖 男 同志社大学 （株）ガンバ大阪

3008 サッカー 松田 直樹 男 前橋育英高校 横浜マリノス（株）

3009 サッカー 中澤 佑二 男 三郷工業技術高校 （株）日本テレビFC

3010 サッカー 中田 浩二 男 帝京高校 （株）⿅島アントラーズFC

3011 サッカー 三浦 淳宏 男 ⻘⼭学院⼤学 横浜マリノス（株）

3012 サッカー 明神 智和 男 ⼩⾦⾼校 （株）⽇⽴柏ソレイル

3013 サッカー 中村 俊輔 男 桐光学園高校 横浜マリノス（株）

3014 サッカー 本山 雅志 男 東福岡高校 （株）⿅島アントラーズFC

3015 サッカー 酒井 友之 男 豊島高校 （株）東日本JR古河SC

3016 サッカー 稲本 潤一 男 向陽台高校 （株）ガンバ大阪

3017 サッカー ⻄ 紀寛 男 市⽴船橋⾼校 （株）ヤマハFC

3018 サッカー 中田 英寿 男 韮崎高校 ASローマ

3019 サッカー 平瀬 智⾏ 男 ⿅児島実業⾼校 ⿅島アントラーズFC

3020 サッカー 柳沢 敦 男 富山第一高校 （株）⿅島アントラーズ

3021 サッカー 高原 直泰 男 清水東高校 （株）ヤマハFC

3022 テニス 岩渕 聡 男 柳川⾼校 ヨネックス（株）

3023 テニス 嶋田 重太朗トーマス 男 Lake Woeth高校 フリー

3024 テニス 杉山 愛 ⼥ 湘南高校 日本テレコム（株）

3025 テニス 宮城 ナナ ⼥ 九場崎高校 チームスカンジナビア

3026 テニス 浅越 しのぶ ⼥ 園田学園高校 NEC

3027 漕艇 田邊 保典 男 中央大学 東日本電信電話（株）

3028 漕艇 佐藤 寛弥 男 石巻高校 三洋電機（株）

3029 漕艇 小畑 篤史 男 瀬田工業高校 三洋電機（株）

3030 漕艇 村井 啓介 男 中央大学 中部電⼒（株）

3031 漕艇 武田 大作 男 愛媛大学大学院 ダイキ（株）

3032 漕艇 ⻑⾕ 等 男 日本大学 中部電⼒（株）

3033 漕艇 岩本 亜希子 ⼥ 早稲田大学 学生 4年

3034 漕艇 吉⽥ 理⼦ ⼥ 早稲田大学 明治生命保険（相）

3035 ボクシング 辻本 和正 男 日本大学 （財）奈良県体育協会

3036 ボクシング 塚本 秀彦 男 日本大学 学生 4年

3037 ビーチバレー 高橋 有紀子 ⼥ 八王子実践高校 （株）小田急

3038 ビーチバレー 佐伯 美香 ⼥ 成安⼥⼦⾼校 ダイキ（株）

3039 ビーチバレー 石坂 有紀子 ⼥ 東京YMCA社会体育専門学校 （有）サウス・ウィンズ 注125
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3040 ビーチバレー 清家 ちえ ⼥ 成安⼥⼦⾼校 ダイキ（株）

3041 体操 岩井 則賢 男 日本大学 （株）⼤和銀⾏

3042 体操 藤田 健一 男 筑波大学 （特医）徳洲会

3043 体操 原⽥ 睦⺒ 男 順天堂大学大学院 セントラルスポーツ（株） 注121

3044 体操 笠松 昭宏 男 日本体育大学大学院 学生/（特医）徳洲会 注126

3045 体操 斎藤 良宏 男 順天堂大学 （株）⼤和銀⾏

3046 体操 塚原 直也 男 明治大学 朝日生命保険（相）

3047 体操 ⼭脇 佳奈 ⼥ 岐阜商業高校 学生 1年

3048 体操 竹中 美穂 ⼥ 豊田大谷高校 学生 1年

3049 体操 松永 ⾥絵⼦ ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 3年

3050 体操 岡森 まどか ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 3年

3051 体操 溝辺 ゆかり ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 3年

3052 体操 中嶋 理恵 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 4年

3053 体操 中田 真美 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 1年

3054 体操 村⽥ 由⾹⾥ ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 1年

3055 体操 稲田 亜矢子 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学附属⼆階堂⾼校 学生 3年

3056 体操 中田 大輔 男 日本体育大学 ⾦沢学院⼤学

3057 体操 古 章子 ⼥ ⾦沢⼤学⼤学院 ⾦沢学院⼤学

3058 レスリング 笹本 睦 男 日本体育大学 綜合警備保障（株）

3059 レスリング 元⽊ 康年 男 庄内農業高校 自衛隊体育学校

3060 レスリング 永田 克彦 男 日本体育大学 警視庁 注96

3061 レスリング 片山 貴光 男 日本体育大学 自衛隊体育学校

3062 レスリング ⽥南部 ⼒ 男 日本体育大学 警視庁 注96

3063 レスリング 宮田 和幸 男 日本大学 クリナップ（株）

3064 レスリング 和田 貴広 男 国士舘大学 和歌山県教育委員会

3065 レスリング 川合 達夫 男 日本体育大学 板倉高校

3066 セーリング 重 由美子 ⼥ 唐津東高校 佐賀県ヨットハーバー

3067 セーリング 木下 ユリエ アリーシア ⼥ フェリス⼥学院⼤学 佐賀県ヨットハーバー

3068 セーリング 浜崎 栄⼀郎 男 日本大学 関東⾃動⾞⼯業（株）

3069 セーリング 宮井 祐治 男 霞ヶ浦高校 関東⾃動⾞⼯業（株）

3070 セーリング 今井 雅子 ⼥ 東海大学（中退） 熊本県セーリング連盟

3071 セーリング ⾒城 元⼀ 男 三崎水産高校 山口県セーリング連盟

3072 セーリング 佐藤 麻衣子 ⼥ 福岡大学 学生 4年

3073 セーリング 鈴⽊ 國央 男 海星高校 日吉染業（株）

3074 セーリング 中村 健次 男 日本大学 関東⾃動⾞⼯業（株）

3075 セーリング 佐々木 共之 男 東京観光専門学校 横浜市消防局

3076 重量挙げ 田頭 弘毅 男 国士舘大学 日栄薬品興業（株）

3077 重量挙げ 菊妻 康司 男 明治大学 学生 3年

3078 重量挙げ 池畑 大 男 大阪商業大学 （有）池畑モータース

3079 重量挙げ 宮路 由久 男 大阪商業大学 （株）渕脇殖産

3080 重量挙げ 吉本 久也 男 法政大学 吉本重機

3081 重量挙げ ⼆柳 かおり ⼥ 平成国際大学 平成国際大学

3082 重量挙げ 仲嘉 真理 ⼥ 日本体育大学 自衛隊体育学校

3083 重量挙げ 高橋 百合子 ⼥ 埼玉短期大学 自衛隊体育学校

3084 ⾃転⾞ 神⼭ 雄⼀郎 男 作新学院高校 （社）⽇本競輪選⼿会

3085 ⾃転⾞ 稲村 成浩 男 前橋工業高校 （社）⽇本競輪選⼿会

3086 ⾃転⾞ 太田 真一 男 川越工業高校 （社）⽇本競輪選⼿会

3087 ⾃転⾞ ⻑塚 智広 男 鳥取第一高校 （社）⽇本競輪選⼿会

3088 ⾃転⾞ 飯島 誠 男 中央大学 高村製作所

3089 ⾃転⾞ 森本 朱美 ⼥ 東京学芸大学 若桜中学校

3090 ⾃転⾞ 阿部 良之 男 大阪工業大学 （株）シマノ

3091 ⾃転⾞ 沖 美穂 ⼥ 池田高校 （株）アートネーチャー東京

3092 ⾃転⾞ 鈴⽊ 雷太 男 岡崎商業高校 ブリジストンアンカー

3093 ⾃転⾞ 南部 博子 ⼥ 久留⽶⻭科衛⽣⼠専門学校 トレックジャパン

3094 卓球 松下 浩二 男 明治大学 （株）ミキハウス

3095 卓球 偉関 晴光 男 中国広⻄スポーツ専門学校 （株）寿屋

3096 卓球 田﨑 俊雄 男 明治大学 協和発酵工業（株）

3097 卓球 渋谷 浩 男 明治大学 ⽇産⾃動⾞（株）

3098 卓球 小山 ちれ ⼥ 上海体育学院専門学校 （株）池⽥銀⾏

3099 卓球 ⼩⻄ 杏 ⼥ 四天王寺高校 （株）ミキハウス

3100 卓球 坂⽥ 倫⼦ ⼥ 日本大学 （財）熊本県スポーツ振興事業団

3101 卓球 内藤 和子 ⼥ 富士短期大学 両備システムズ（株）

3102 卓球 藤沼 亜衣 ⼥ 四天王寺高校 学生 3年

3103 馬術 白井 岳 男 富川高校（中退） 白井牧場

3104 馬術 杉谷 泰造 男 カネディアンアカデミー高校 （株）シーダーバレー杉谷乗馬クラブ

3105 馬術 林 忠義 男 多古高校 北総乗⾺倶楽部

3106 馬術 広⽥ 龍⾺ 男 ⿊磯⾼校 （有）那須トレーニングファーム

3107 馬術 加藤 大助 男 専修大学 （株）乗馬クラブクレイン
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3108 馬術 土屋 毅明 男 明治大学 アイトップ

3109 馬術 布施 勝 男 明治大学 日本中央競馬会

3110 馬術 細野 茂之 男 日本大学 八王子乗馬倶楽部

3111 フェンシング 岡崎 直人 男 中央大学 警視庁

3112 フェンシング 嶋田 美和子 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学 和歌山県教育庁

3113 フェンシング 新井 祐子 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学 藤井毛織（株）

3114 フェンシング ⻑良 将司 ⼥ 法政大学 学生/（有）数井電気興業 注127

3115 柔道 篠原 信一 男 天理⼤学 旭化成工業（株）

3116 柔道 井上 康生 男 東海大学 学生 4年

3117 柔道 吉田 秀彦 男 明治大学 新日本製鐵（株）

3118 柔道 瀧本 誠 男 日本大学 日本中央競馬会

3119 柔道 中村 兼三 男 東海大学 旭化成工業（株）

3120 柔道 中村 ⾏成 男 東海大学 旭化成工業（株）

3121 柔道 野村 忠宏 男 奈良教育⼤⼤学院 （株）ミキハウス

3122 柔道 山下 まゆみ ⼥ 東和大学 大阪府警察

3123 柔道 阿武 教子 ⼥ 明治大学 警視庁

3124 柔道 上野 雅恵 ⼥ 旭川市⽴南⾼校 住友海上火災保険（株）

3125 柔道 前田 桂子 ⼥ 筑波大学 学生 3年

3126 柔道 日下部 基栄 ⼥ 純⼼⼥⼦短期⼤学 福岡県警察

3127 柔道 楢崎 教子 ⼥ 筑波大学大学院 ダイコロ（株）

3128 柔道 ⽥村 亮⼦ ⼥ 日本体育大学大学院 トヨタ⾃動⾞（株）

3129 ソフトボール 石川 多映子 ⼥ ⽩鴎⼤学附属⾜利⾼校 （株）⽇⽴製作所

3130 ソフトボール 田本 博子 ⼥ 京都明徳商業高校 （株）⽇⽴製作所

3131 ソフトボール 斎藤 春香 ⼥ 弘前中央高校 （株）⽇⽴製作所

3132 ソフトボール 増淵 まり子 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生 3年

3133 ソフトボール 藤井 由宮子 ⼥ 本巣高校 （株）⽇⽴製作所

3134 ソフトボール ⼭⽥ 美葉 ⼥ ⽩鴎⼤学附属⾜利⾼校 （株）⽇⽴製作所

3135 ソフトボール 伊東 良恵 ⼥ ⽩鴎⼤学附属⾜利⾼校 （株）⽇⽴製作所

3136 ソフトボール 松本 直美 ⼥ 門前高校 （株）⽇⽴製作所

3137 ソフトボール 宇津⽊ 麗華 ⼥ 群⾺⼥⼦短期⼤学 （株）⽇⽴製作所

3138 ソフトボール ⼩林 良美 ⼥ 平塚商業高校 （株）⽇⽴製作所

3139 ソフトボール 小関 しおり ⼥ 星野⼥⼦⾼校 （株）⽇⽴製作所

3140 ソフトボール ⾼⼭ 樹⾥ ⼥ 日本体育大学 （株）豊田自動機械製作所

3141 ソフトボール 内藤 恵美 ⼥ 九州⼥⼦⾼校 （株）豊田自動機械製作所

3142 ソフトボール 安藤 美佐子 ⼥ 夙川学院高校 （株）デンソー

3143 ソフトボール ⼭路 典⼦ ⼥ 夙川学院高校 太陽誘電（株）

3144 バドミントン 舛田 圭太 男 日本体育大学 学生 4年

3145 バドミントン 山田 英孝 男 早稲田大学 日本ユニシス（株）

3146 バドミントン 水井 泰子 ⼥ 四條畷学園高校 フジチュー（株）

3147 バドミントン ⽶倉 加奈⼦ ⼥ つくば国際大学 茨城トヨペット（株）

3148 バドミントン 井田 貴子 ⼥ 東海⼥⼦短期⼤学 三洋電機（株）

3149 バドミントン 岩⽥ 良⼦ ⼥ 四條畷学園⼥⼦短期⼤学 ヨネックス（株）

3150 バドミントン 松田 治子 ⼥ 熊本中央⼥⼦⾼校 フジチュー（株）

3151 バドミントン 井川 ⾥美 ⼥ 埼玉栄高校 （株）サンコー

3152 バドミントン 永峰 弘子 ⼥ 熊本信愛⼥学院⾼校 （株）サンコー

3153 射撃 柳⽥ 勝 男 筑波大学大学院 学生/自衛隊体育学校 注128

3154 射撃 栗⽥ 直紀 男 静岡北⾼校 自衛隊体育学校

3155 射撃 稲田 容子 男 昭和⼥⼦短期⼤学 仙台育英学園高校

3156 射撃 福島 實知子 男 春日丘高校 ミズノ（株）

3157 射撃 三﨑 宏美 男 日本大学 （株）⽇⽴情報システムズ

3158 射撃 中重 勝 男 三次高校 広島県警察

3159 射撃 ⻄⾕ 徳⾏ 男 海南高校 徳島県警察

3160 射撃 ⽵葉 多重⼦ ⼥ 池田高校 愛媛県クレー射撃協会

3161 射撃 中山 由起枝 ⼥ 埼玉栄高校 ⽇⽴建機（株）

3162 カヌー 丸山 小百合 ⼥ 筑波大学 神⼾甲北⾼校

3163 カヌー 安藤 太郎 男 東野高校 ⻘梅市カヌー協会

3164 アーチェリー 松下 和幹 男 野上中学校 自衛隊体育学校

3165 アーチェリー 濱野 裕二 男 近畿大学 学生 2年

3166 アーチェリー 牧山 雅文 男 近畿大学 学生 3年

3167 アーチェリー 浅野 真弓 ⼥ 近畿大学 （株）佐電工

3168 アーチェリー 川内 紗代子 ⼥ 近畿大学 学生 4年

3169 野球 ⿊⽊ 知宏 男 延岡学園高校 （株）千葉ロッテマリーンズ

3170 野球 松阪 大輔 男 横浜高校 （株）⻄武ライオンズ

3171 野球 河野 昌人 男 佐賀龍⾕⾼校 （株）広島東洋カープ

3172 野球 渡邊 俊介 男 国学院大学 新日本製鐵（株）

3173 野球 杉内 俊哉 男 ⿅児島実業⾼校 三菱重⼯（株）

3174 野球 杉浦 正則 男 同志社大学 日本生命保険（相）

3175 野球 土井 義和 男 東海大学 日本生命保険（相）
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3176 野球 山田 秋親 男 ⽴命館⼤学 学生 4年

3177 野球 吉⾒ 祐治 男 東北福祉⼤学 学生 4年

3178 野球 石川 雅規 男 ⻘⼭学院⼤学 学生 3年

3179 野球 鈴⽊ 郁洋 男 東北福祉⼤学 （株）中日ドラゴンズ

3180 野球 野田 浩輔 男 八代東高校 新日本製鐵（株）

3181 野球 阿部 慎之介 男 中央大学 学生 4年

3182 野球 田中 幸雄 男 都城高校 日本ハム球団（株）

3183 野球 松中 信彦 男 八代第一高校 （株）福岡ダイエーホークス

3184 野球 中村 紀洋 男 渋谷高校 （株）大阪近鉄バッファローズ

3185 野球 野上 修 男 明治大学 日本生命保険（相）

3186 野球 沖原 佳典 男 亜細亜大学 東日本電信電話（株）

3187 野球 平馬 淳 男 法政大学 （株）東芝

3188 野球 田口 壮 男 関⻄学院⼤学 オリックス野球クラブ（株）

3189 野球 梶山 義彦 男 静岡高校 三菱⾃動⾞⼯業（株）

3190 野球 赤星 憲広 男 亜細亜大学 JR東日本

3191 野球 飯塚 智広 男 亜細亜大学 東日本電信電話（株）

3192 野球 廣瀬 純 男 法政大学 学生 4年

3193 トライアスロン 細谷 はるな ⼥ 順天堂大学 （株）ニデック

3194 トライアスロン 平尾 明子 ⼥ 九州国際大学附属高校 東京都トライアスロン連合

3195 トライアスロン 庭田 清美 ⼥ 龍ヶ崎第⼆⾼校 千葉県トライアスロン連合

3196 トライアスロン 小原 工 男 仙台大学 テイケイ（株）

3197 トライアスロン ⻄内 洋⾏ 男 東北福祉⼤学 テイケイ（株）

3198 トライアスロン 福井 英朗 男 武相高校 千葉県トライアスロン連合

3199 跆拳道 樋口 清輝 男 大阪経済法科大学 学生 2年

3200 跆拳道 岡本 依子 ⼥ 早稲田大学 ルネスかなざわ

2004̲アテネ

3201 陸上 末續 慎吾 男 東海大学大学院 学生/ミズノ（株） 注124

3202 陸上 朝原 宣浩 男 同志社大学 大阪ガス（株）

3203 陸上 土江 寛裕 男 早稲田大学大学院 学生/富士通（株） 注129

3204 陸上 高平 慎士 男 順天堂大学 学生 2年

3205 陸上 松⽥ 亮 男 広島経済大学大学院 学生 2年

3206 陸上 佐藤 光浩 男 仙台大学大学院 富士通（株）

3207 陸上 山口 有希 男 東海大学 学生 3年

3208 陸上 小坂田 淳 男 京都産業大学 大阪ガス（株）

3209 陸上 向井 裕紀弘 男 日本大学 ⻄濃運輸（株）

3210 陸上 伊藤 友広 男 法政大学 学生 4年

3211 陸上 ⼤野 龍⼆ 男 ⿅児島実業⾼校 旭化成（株）

3212 陸上 國近 友昭 男 光高校 エスビー食品（株）

3213 陸上 油谷 繁 男 美祢工業高校 中国電⼒（株）

3214 陸上 諏訪 利成 男 東海大学 日清食品（株）

3215 陸上 内藤 真人 男 法政大学 ミズノ（株）

3216 陸上 谷川 聡 男 筑波大学大学院 学生/ミズノ（株） 注130

3217 陸上 為末 大 男 法政大学 プロスポーツ選手

3218 陸上 吉澤 賢 男 順天堂大学 （株）デサント

3219 陸上 岩水 嘉考 男 順天堂大学 トヨタ⾃動⾞（株）

3220 陸上 ⾕井 孝⾏ 男 日本大学 学生 4年

3221 陸上 山崎 勇喜 男 順天堂大学 学生 3年

3222 陸上 澤野 大地 男 日本大学 （株）ニシ・スポーツ

3223 陸上 寺野 伸一 男 日本大学 奥アンツーカー（株）

3224 陸上 杉林 孝法 男 筑波大学大学院 （株）ミキハウス

3225 陸上 室伏 広治 男 中京大学大学院 学生/ミズノ（株） 注131

3226 陸上 村上 幸史 男 日本大学 スズキ（株）

3227 陸上 杉森 美保 ⼥ 東京学芸大学 京セラ（株）

3228 陸上 福士 加代子 ⼥ 五所川原工業高校 （株）ワコール

3229 陸上 田中 めぐみ ⼥ 埼玉栄高校 （株）しまむら

3230 陸上 弘山 晴美 ⼥ 国士舘大学 （株）資生堂

3231 陸上 野口 みずき ⼥ 宇治山田商業高校 グローバリー（株）

3232 陸上 土佐 礼子  ⼥ 松山大学 三井住友海上火災保険（株）

3233 陸上 坂本 直子 ⼥ ⻄宮⾼校 （株）天満屋

3234 陸上 川崎 真裕美 ⼥ 下館第二高校 （株）海⽼澤製作所

3235 陸上 近藤 高代 ⼥ 早稲田大学 ⻑⾕川体育施設（株）

3236 陸上 花岡 麻帆 ⼥ 順天堂大学 （株）オフィス24

3237 陸上 森 千夏 ⼥ 国士舘大学 スズキ（株）

3238 陸上 室伏 由佳 ⼥ 中京大学大学院 学生/ミズノ（株） 注124

3239 陸上 中田 有紀 ⼥ 中京大学 さかえクリニックＴＣ

3240 水泳 奥村 幸大 男 近畿大学 学生 3年

3241 水泳 森田 智己 男 日本大学 学生 2年

3242 水泳 北島 康介 男 日本体育大学 学生 4年
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3243 水泳 今村 元気 男 東海大学 東海大学

3244 水泳 山本 貴司 男 近畿大学 近畿大学

3245 水泳 松田 丈志 男 中京大学 学生 2年

3246 水泳 森 隆弘 男 日本大学 ミキハウス

3247 水泳 三⽊ ⼆郎 男 日本大学 学生 3年

3248 水泳 田淵 晋 男 早稲田大学 コナミスポーツ（株）

3249 水泳 永井 幸子 ⼥ 筑波大学 OKSS

3250 水泳 山田 沙知子 ⼥ 関⻄⼤学 学生

3251 水泳 柴田 亜衣 ⼥ ⿅屋体育⼤学 学生

3252 水泳 稲田 法子 ⼥ 早稲田大学 セントラルスポーツ研究所

3253 水泳 中村 礼子 ⼥ 日本体育大学 学生 4年

3254 水泳 寺川 綾 ⼥ 近畿大学 学生 2年

3255 水泳 田中 雅美 ⼥ 中央大学 SAT

3256 水泳 ⼤⻄ 順⼦ ⼥ 筑波大学 コナミスポーツ（株）

3257 水泳 中⻄ 悠⼦ ⼥ 近畿大学 近畿大学

3258 水泳 ⻑⽥ 友喜⼦ ⼥ ⼭梨学院⼤学 フィッツスポーツクラブ

3259 水泳 天野 美沙 ⼥ 桐薩学園高校 学生 3年

3260 水泳 寺内 健 男 甲子園大学大学院 学生 2年

3261 水泳 宮崎 多紀理 ⼥ 日本体育大学大学院 （株）ミキハウス

3262 水泳 ⽴花 美哉 ⼥ 四天王寺高校 井村シンクロクラブ

3263 水泳 武田 美保 ⼥ ⽴命館⼤学 井村シンクロクラブ

3264 水泳 巽 樹⾥ ⼥ 追手門学院大学 追手門学院大学

3265 水泳 原田 早穂 ⼥ 日本大学 学生 4年

3266 水泳 鈴⽊ 絵美⼦ ⼥ 日本大学 ミキハウス

3267 水泳 藤丸 真世 ⼥ 日本体育大学 ヒノキ新薬（株）

3268 水泳 米田 容子 ⼥ ⽴命館⼤学 井村シンクロクラブ

3269 水泳 川島 奈緒⼦ ⼥ 国士舘大学 アクラブ調布

3270 水泳 北尾 佳奈⼦ ⼥ ⽴命館⼤学 井村シンクロクラブ

3271 サッカー 曽ヶ端 準 男 ⿅島⾼校 ⿅島アントラーズ

3272 サッカー ⿊河 貴⽮ 男 船橋高校 清水エスパルス

3273 サッカー 田中 マルクス 闘莉王 男 渋谷幕張高校 浦和レッドダイヤモンズ

3274 サッカー 茂庭 照幸 男 大秦野高校 ＦＣ東京

3275 サッカー 那須 ⼤亮 男 駒澤大学 横浜ＦＣ・マリノス

3276 サッカー 徳永 悠平 男 早稲田大学 学生 3年

3277 サッカー 菊地 直哉 男 清水商業高校 ジュビロ磐田

3278 サッカー 小野 伸二 男 清水商業高校 Feyenoord

3279 サッカー 森崎 浩司 男 吉田高校 サンフレッチェ広島

3280 サッカー 松井 大輔 男 ⽴命館⼤学 学生/京都パープルサンガ 注132

3281 サッカー 石川 直宏 男 横須賀高校 ＦＣ東京

3282 サッカー 駒野 友一 男 吉田高校 サンフレッチェ広島

3283 サッカー 阿部 勇樹 男 東京学館浦安高校 ジェフユナイテッド市原

3284 サッカー 今野 泰幸 男 東北⾼校 ＦＣ東京

3285 サッカー 高松 大樹 男 多々良学園⾼校 大分トリニータ

3286 サッカー 大久保 嘉人 男 国⾒⾼校 セレッソ大阪

3287 サッカー 田中 達也 男 帝京高校 浦和レッドダイヤモンズ

3288 サッカー 平山 相太 男 筑波大学 学生 1年

3289 サッカー 山郷 のぞみ ⼥ 本庄第一高校 さいたまレイナス

3290 サッカー 小野寺 志保 ⼥ 神奈川⼤学 日テレ・ベレーザ

3291 サッカー 大部 由美 ⼥ 八千代松陰高校 ＹＫＫ ＡＰフラッバーズ

3292 サッカー 磯崎 浩美 ⼥ 本庄第一高校 TASAKIペルーレ

3293 サッカー 川上 直子 ⼥ 成徳学園高校 TASAKIペルーレ

3294 サッカー 山岸 靖代 ⼥ 埼玉栄高校 伊賀FC

3295 サッカー 矢野 喬子 ⼥ 神奈川⼤学 学生

3296 サッカー 下⼩鶴 綾 ⼥ 関⻄⼤学 学生/スベランツァFC高槻 注133

3297 サッカー 酒井 興恵 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 日テレ・ベレーザ

3298 サッカー ⼩林 弥⽣ ⼥ 南野高校 日テレ・ベレーザ

3299 サッカー 安藤 梢 ⼥ 筑波大学 学生/さいたまレイナス 注134

3300 サッカー 山本 絵美 ⼥ 湘南学院高校 TASAKIペルーレ

3301 サッカー 柳⽥ 美幸 ⼥ 茅ヶ崎高校 TASAKIペルーレ

3302 サッカー 宮本 ともみ ⼥ 相模大野高校 伊賀FC

3303 サッカー 澤 穂希 ⼥ 南野高校 日テレ・ベレーザ

3304 サッカー 荒川 恵理⼦ ⼥ ⽂華⼥⼦⾼校 日テレ・ベレーザ

3305 サッカー 丸⼭ 佳⾥奈 ⼥ 日本体育大学 学生

3306 サッカー 大谷 未央 ⼥ 啓明⼥学院⾼校 TASAKIペルーレ

3307 テニス 杉山 愛 ⼥ 湘南高校 ワコール

3308 テニス 小畑 沙織 ⼥ 富⼠⾒丘⾼校 ヨネックス（株）

3309 テニス 浅越 しのぶ ⼥ 園田学園高校 NEC

3310 テニス 森上 亜希子 ⼥ パーマープレファトリー高校 ミキハウス
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3311 漕艇 武田 大作 男 愛媛大学大学院 ダイキ（株）

3312 漕艇 浦 和重 男 日本大学 東日本電信電話（株）

3313 漕艇 岩本 亜希子 ⼥ 日本体育大学大学院 アイリスオーヤマ（株）

3314 漕艇 内⼭ 佳保⾥ ⼥ 二俣高校 （株） デンソー

3315 ホッケー 寺園 理恵 ⼥ 岐⾩⼥⼦商業⾼校 ソニーイーエムシーエス（株） 注135

3316 ホッケー 三浦 恵子 ⼥ 東海⼥⼦⼤学 ソニーイーエムシーエス（株） 注135

3317 ホッケー 加藤 明美 ⼥ 天理⼤学 不明

3318 ホッケー ⼭本 由佳⾥ ⼥ 東海⼥⼦⼤学 ソニーイーエムシーエス（株） 注135

3319 ホッケー 岩尾 幸美 ⼥ 天理⼤学 北⼭⽥中学校

3320 ホッケー 木村 千恵 ⼥ 岐⾩⼥⼦商業⾼校 ソニーイーエムシーエス（株） 注135

3321 ホッケー 森本 さかえ ⼥ 天理⼤学 天理⼤学

3322 ホッケー 千葉 ⾹織 ⼥ ⼭梨学院⼤学 ソニーイーエムシーエス（株） 注135

3323 ホッケー 齋藤 尚子 ⼥ 東海⼥⼦⼤学 グラクソ・スミスクライン（株）

3324 ホッケー 小森 皆実 ⼥ 天理⼤学 学生 4年

3325 ホッケー 宮崎 奈美 ⼥ ⼭梨学院⼤学 （株）南都銀⾏

3326 ホッケー 喜多田 明子 ⼥ 天理⼤学 不明

3327 ホッケー ⽯⽥ 利佳 ⼥ 天理⼤学 不明

3328 ホッケー 櫻井 絵美 ⼥ 岐⾩⼥⼦商業⾼校 ソニーイーエムシーエス（株） 注135

3329 ホッケー 駒澤 李佳 ⼥ 天理⼤学 学生 4年

3330 ホッケー 中川 未由希 ⼥ 岐⾩⼥⼦商業⾼校 学生 3年

3331 ボクシング 五⼗嵐 俊幸 男 東京農業大学 学生 3年

3332 バレーボール 吉原 知子 ⼥ 妹背牛高校 東北パイオニア（株）

3333 バレーボール 辻 知恵 ⼥ 県⽴増穂商業⾼校 （株）⽇⽴ディスプレイ

3334 バレーボール 成田 郁久美 ⼥ 旭川実業高校 久光製薬（株）

3335 バレーボール 佐々木 みき ⼥ 登別大谷高校 東北パイオニア（株）

3336 バレーボール ⼤村 加奈⼦ ⼥ 北嵯峨⾼校 久光製薬（株）

3337 バレーボール 竹下 佳江 ⼥ 不知⽕⼥⼦⾼校 日本たばこ産業（株）

3338 バレーボール 高橋 みゆき ⼥ 山形商業高校 日本電気（株）

3339 バレーボール 杉山 祥子 ⼥ 富⼠⾒⾼校 日本電気（株）

3340 バレーボール 大友 愛 ⼥ 仙台育英高校 日本電気（株）

3341 バレーボール ⼤⼭ 加奈 ⼥ 下北沢成徳⾼校 東レ（株）

3342 バレーボール 栗原 恵 ⼥ 三⽥尻⼥⼦⾼校 日本電気（株）

3343 バレーボール 木村 沙織 ⼥ 下北沢成徳⾼校 学生 3年

3344 ビーチバレー 徳野 涼子 ⼥ 筑波大学 ダイキ（株）

3345 ビーチバレー 楠原 千秋 ⼥ 東京学芸大学 ダイキ（株）

3346 体操 米田 功 男 順天堂大学 （特医）徳洲会

3347 体操 富田 洋之 男 順天堂大学大学院 学生/セントラルスポーツ（株） 注136

3348 体操 水鳥 寿思 男 日本体育大学 （特医）徳洲会

3349 体操 塚原 直也 男 明治大学 朝日生命保険（相）

3350 体操 ⿅島 丈博 男 順天堂大学大学院 学生/セントラルスポーツ（株） 注136

3351 体操 中野 大輔 男 九州共⽴⼤学 学生 4年

3352 体操 ⽯坂 真奈美 ⼥ 藤村⼥⼦⾼校 学生 3年

3353 体操 大島 杏子 ⼥ 藤村⼥⼦⾼校 学生 3年

3354 体操 村⽥ 由⾹⾥ ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 東京⼥⼦体育⼤学

3355 体操 廣田 遥 ⼥ 阪南大学 学生 2年

3356 バスケットボール 楠⽥ ⾹穂⾥ ⼥ ⼩林⾼校 （株）ジャパンエナジー

3357 バスケットボール 薮内 夏美 ⼥ 樟蔭東⼥⼦短期⼤学 （株）日本航空インターナショナル

3358 バスケットボール 大神 雄子 ⼥ 桜花学園高校 （株）ジャパンエナジー

3359 バスケットボール 大山 妙子 ⼥ 東亜学園高校 （株）ジャパンエナジー

3360 バスケットボール ⽴川 真紗美 ⼥ 横須賀商業高校 （株）ジャパンエナジー

3361 バスケットボール ⽮野 良⼦ ⼥ 城北⾼校 （株）ジャパンエナジー

3362 バスケットボール 紺野 ⿇⾥ ⼥ 明星学園高校 （株）ジャパンエナジー

3363 バスケットボール 永田 睦子 ⼥ 純心高校 （株）シャンソン化粧品

3364 バスケットボール 川畑 宏美 ⼥ 福井商業高校 （株）ジャパンエナジー

3365 バスケットボール 濱口 典子 ⼥ 鶴鳴⼥⼦⾼校 （株）ジャパンエナジー

3366 バスケットボール 矢代 直美 ⼥ 日本体育大学 （株）日本航空インターナショナル

3367 バスケットボール 江口 真紀 ⼥ 九州⼥学院⾼校 （株）シャンソン化粧品

3368 レスリング ⽥南部 ⼒ 男 日本体育大学 警視庁 注96

3369 レスリング 井上 謙二 男 日本大学 自衛隊体育学校

3370 レスリング 池松 和彦 男 日本体育大学 日本体育大学

3371 レスリング 小幡 邦彦 男 ⼭梨学院⼤学 綜合警備保障（株）

3372 レスリング 横山 秀和 男 日本体育大学 秋田商業高校

3373 レスリング 豊田 雅俊 男 拓殖⼤学 警視庁 注96

3374 レスリング 笹本 睦 男 日本体育大学 綜合警備保障（株）

3375 レスリング 永田 克彦 男 日本体育大学 新日本プロレスリング（株）

3376 レスリング 松本 慎吾 男 日本体育大学 一宮運輸（株）

3377 レスリング 伊調 千春 ⼥ 中京⼥⼦⼤学 学生 3年

3378 レスリング 吉⽥ 沙保⾥ ⼥ 中京⼥⼦⼤学 学生 4年
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3379 レスリング 伊調 馨 ⼥ 中京⼥⼦⼤学 学生 2年

3380 レスリング 浜口 京子 ⼥ 武蔵野高校（中退） ジャパンビレッジ

3381 セーリング 関 一人 男 日本大学 関東⾃動⾞⼯業（株）

3382 セーリング 轟 賢⼆郎 男 京都産業大学 関東⾃動⾞⼯業（株）

3383 セーリング 吉迫 由香 ⼥ 同志社大学 （株）島精機製作所

3384 セーリング 佐竹 美都子 ⼥ 同志社大学 （株）島精機製作所

3385 セーリング ⾒城 元⼀ 男 三崎水産高校 ピザーラオーシャンスポーツクラブ

3386 セーリング 今井 雅子 ⼥ 東海大学 ピザーラオーシャンスポーツクラブ

3387 セーリング 鈴⽊ 國央 男 海星高校 フリー

3388 セーリング 佐藤 麻衣子 ⼥ 福岡大学 中部ガス（株）

3389 セーリング 中村 健次 男 日本大学 関東⾃動⾞⼯業（株）

3390 セーリング 高木 正人 男 九州東海大学 関東⾃動⾞⼯業（株）

3391 重量挙げ 山田 政晴 男 日本体育大学 群馬総合ガードシステム（株）

3392 重量挙げ 今村 俊男 男 日本大学 （株）高野建設

3393 重量挙げ 岩崎 宇信 男 法政大学 （有）植松住設

3394 重量挙げ 三宅 宏実 ⼥ 法政大学 学生 1年

3395 ⾃転⾞ 伏⾒ 俊昭 男 白河実業高校 （社）⽇本競輪選⼿会

3396 ⾃転⾞ ⻑塚 智広 男 鳥取第一高校 （社）⽇本競輪選⼿会

3397 ⾃転⾞ 井上 昌己 男 筑陽学園高校 （社）⽇本競輪選⼿会

3398 ⾃転⾞ 飯島 誠 男 中央大学 高村製作所

3399 ⾃転⾞ 大菅 小百合 男 白樺学園高校 （株）三協精機製作所

3400 ⾃転⾞ 田代 泰崇 男 城⻄⼤学 ブリヂストンサイクル（株）

3401 ⾃転⾞ 鈴⽊ 真理 男 平塚学園高校 （株）シマノ

3402 ⾃転⾞ 沖 美穂 男 池田高校 ラ・ピスタ新橋

3403 ⾃転⾞ 唐⾒ 美世⼦ ⼥ 中京⼥⼦⼤学 カツリーズサイクル

3404 ⾃転⾞ 竹谷 賢二 男 草加南高校 FORD/SPECIALIZED

3405 ⾃転⾞ 中込 由⾹⾥ ⼥ 東海大学 team SY-Nak Cabin

3406 卓球 松下 浩二 男 明治大学 （株）ミキハウス

3407 卓球 遊澤 亮 男 明治大学 東京アート（株）

3408 卓球 新井 周 男 埼玉工業大学 （株）グランプリ

3409 卓球 田崎 俊雄 男 明治大学 協和発酵工業（株）

3410 卓球 ⻤頭 明 男 愛知工業大学 東京アート（株）

3411 卓球 梅村 礼 ⼥ 富⽥⼥⼦⾼校 日本生命保険（相）

3412 卓球 藤沼 亜衣 ⼥ 四天王寺高校 （株）ミキハウス

3413 卓球 福原 愛 ⼥ ⻘森⼭⽥⾼校 学⽣/ミキハウスJSC⻘森 注137

3414 馬術 小畑 隆一 ⼥ 甲南大学（中退） EURO JAPAN HORSE TRADING

3415 馬術 杉谷 泰造 男 CANAFDIAN ACADEMY 杉谷乗馬クラブ

3416 馬術 林 忠義 男 多古高校 北総乗⾺クラブ

3417 馬術 渡辺 祐香 ⼥ 東海大学 不明

3418 フェンシング 太田 雄貴 男 同志社大学 学生 1年

3419 フェンシング ⻑良 将司 男 法政大学 大垣南高校

3420 フェンシング 菅原 智恵子 ⼥ 日本体育大学 鼎が浦高校

3421 フェンシング 原田 めぐみ ⼥ 筑波大学大学院 学生 1年

3422 フェンシング 久枝 円 ⼥ 法政大学 ⼤阪市信⽤⾦庫

3423 柔道 鈴⽊ 桂治 男 国士舘大学 平成管財（株）

3424 柔道 井上 康生 男 東海大学 綜合警備保障（株）

3425 柔道 泉 浩 男 明治大学 学生 4年

3426 柔道 塘内 将彦 男 国士舘大学 旭化成（株）

3427 柔道 高松 正裕 男 筑波大学 旭化成（株）

3428 柔道 内柴 正人 男 国士舘大学 旭化成（株）

3429 柔道 野村 忠宏 男 奈良教育⼤学⼤学院 （株）ミキハウス

3430 柔道 塚田 真希 ⼥ 東海大学 綜合警備保障（株）

3431 柔道 阿武 教子 ⼥ 明治大学 警視庁

3432 柔道 上野 雅恵 ⼥ 旭川南高校 三井住友海上火災保険（株）

3433 柔道 谷本 歩美 ⼥ 筑波大学 （株）コマツ

3434 柔道 日下部 基栄 ⼥ 純⼼⼥⼦短期⼤学 福岡県警察 本部

3435 柔道 横澤 由貴 ⼥ 前橋東高校 三井住友海上火災保険（株）

3436 柔道 ⾕ 亮⼦ ⼥ 帝京大学 トヨタ⾃動⾞（株）

3437 ソフトボール 宇津⽊ 麗華 ⼥ 北京市⻑⾟店第三中学校 （株）ルネサステクノロジ

3438 ソフトボール 上野 由岐子 ⼥ 九州⼥⼦⾼校 （株）ルネサステクノロジ

3439 ソフトボール 坂本 直子 ⼥ 星野高校 （株）ルネサステクノロジ

3440 ソフトボール 乾 絵美 ⼥ 神⼾常盤⼥⼦⾼校 （株）ルネサステクノロジ

3441 ソフトボール 伊藤 良恵 ⼥ ⽩鴎⼤学⾜利⾼校 （株）ルネサステクノロジ

3442 ソフトボール 岩渕 有実 ⼥ 星野⼥⼦⾼校 （株）ルネサステクノロジ

3443 ソフトボール 三科 真澄 ⼥ 厚木商業高校 （株）ルネサステクノロジ

3444 ソフトボール ⾼⼭ 樹⾥ ⼥ 日本体育大学 （株）豊田自動織機

3445 ソフトボール 内藤 恵美 ⼥ 九州⼥⼦⾼校 （株）豊田自動織機

3446 ソフトボール 佐藤 由希 ⼥ 順心高校 （株）レオパレス21
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3447 ソフトボール 佐藤 理恵 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 （株）レオパレス21

3448 ソフトボール 坂井 寛子 ⼥ ⾦沢⾼校 ⼾⽥中央総合病院

3449 ソフトボール 斎藤 春香 ⼥ 弘前中央高校 （株）⽇⽴製作所

3450 ソフトボール ⼭⽥ 恵⾥ ⼥ 厚木商業高校 （株）⽇⽴製作所

3451 ソフトボール ⼭路 典⼦ ⼥ 夙川学院高校 太陽誘電（株）

3452 バドミントン 佐藤 翔治 男 東京富士大学短期大学部 MMGアローズ（株）

3453 バドミントン 山田 英孝 男 早稲田大学 日本ユニシス（株）

3454 バドミントン 舛田 圭太 男 日本体育大学 トナミ運輸（株）

3455 バドミントン 大束 忠司 男 日本体育大学 トナミ運輸（株）

3456 バドミントン ⽶倉 加奈⼦ ⼥ つくば国際大学 ヨネックス（株）

3457 バドミントン 森 かおり ⼥ 九州国際大付属高校 三洋電機（株）

3458 バドミントン 田中 美保 ⼥ 佐賀⼥⼦⾼校 三洋電機（株）

3459 バドミントン 中山 智香子 ⼥ 旭川実業高校 三洋電機（株）

3460 バドミントン 吉富 桂子 ⼥ 四條畷学園⼥⼦短期⼤学 九州日本電気（株）

3461 バドミントン 山本 静香 ⼥ 常総学院高校 ヨネックス（株）

3462 バドミントン 山田 靑子 ⼥ ⾼岡⼥⼦⾼校 三洋電機（株）

3463 射撃 中重 勝 男 三次高校 広島県警察本部

3464 射撃 田澤 修治 男 弘前工業高校 自衛隊体育学校

3465 射撃 稲田 容子 ⼥ 昭和⼥⼦短期⼤学 YOKO.INADAスポーツ射撃クラブ

3466 射撃 ⼩⻄ ゆかり ⼥ 八雲高校 自衛隊体育学校

3467 射撃 福島 實智子 ⼥ 春日丘高校 不明

3468 射撃 柳⽥ 勝 男 筑波大学大学院 自衛隊体育学校

3469 射撃 三﨑 宏美 ⼥ 日本大学 （株）⽇⽴情報システムズ

3470 射撃 井上 恵 ⼥ 武蔵野音楽大学 （株）ナスタジャパン

3471 射撃 ⽵葉 多重⼦ ⼥ 池田高校 （株）フジ

3472 カヌー 北本 忍 ⼥ 武庫川⼥⼦⼤学 （財）富山県体育協会

3473 カヌー 鈴⽊ 祐美⼦ ⼥ 武庫川⼥⼦⼤学 （財）奈良県体育協会

3474 カヌー 竹屋 美紀子 ⼥ 日本体育大学 谷地高校

3475 カヌー ⾜⽴ 美穂 ⼥ 明治大学 ⼾⽥中央総合病院

3476 カヌー 白田 美由希 ⼥ 日本ウェルネススポーツ専門学校 学生 2年

3477 アーチェリー 濱野 裕二 男 近畿大学 （株）デオデオ

3478 アーチェリー 山本 博 男 日本体育大学 大宮開成高校

3479 アーチェリー 古川 高晴 男 近畿大学 学生 2年

3480 アーチェリー 川内 紗代子 ⼥ 近畿大学 （株）ミキハウス

3481 アーチェリー 川﨑 由加⾥ ⼥ 近畿大学 （株）デオデオ

3482 アーチェリー 松下 紗耶未 ⼥ 近畿大学 （株）ミキハウス

3483 野球 三浦 大輔 男 高田商業高校 （株）横浜ベイスターズ

3484 野球 ⼩林 雅英 男 日本体育大学 （株）千葉ロッテマリーンズ

3485 野球 岩瀬 仁紀 男 愛知大学 （株）中日ドラゴンズ

3486 野球 ⿊⽥ 博樹 男 専修大学 （株）広島東洋カープ

3487 野球 上原 浩治 男 大阪体育大学 （株）読売巨人軍

3488 野球 清⽔ 直⾏ 男 日本大学 （株）千葉ロッテマリーンズ

3489 野球 石井 弘寿 男 東京学館高校 （株）ヤクルト球団

3490 野球 安藤 優也 男 法政大学 （株）阪神タイガース

3491 野球 松坂 大輔 男 横浜高校 （株）⻄武ライオンズ

3492 野球 和田 毅 男 早稲田大学 （株）福岡ダイエーホークス

3493 野球 岩隈 久志 男 堀越高校 （株）大阪バファローズ

3494 野球 城島 健司 男 別府大学附属高校 （株）福岡ダイエーホークス

3495 野球 相川 亮⼆ 男 東京学館高校 （株）横浜ベイスターズ

3496 野球 宮本 慎也 男 同志社大学 （株）ヤクルト球団

3497 野球 ⽊村 拓也 男 宮崎南高校 （株）広島東洋カープ

3498 野球 中村 紀洋 男 渋谷高校 （株）大阪バファローズ

3499 野球 ⼩笠原 道⼤ 男 暁星国際高校 （株）北海道⽇本ハムファイターズ

3500 野球 ⾦⼦ 誠 男 常総学院高校 （株）北海道⽇本ハムファイターズ

3501 野球 藤本 敦士 男 甲賀総合科学専門学校 （株）阪神タイガース

3502 野球 和田 一浩 男 東北福祉⼤学 （株）⻄武ライオンズ

3503 野球 松村 有人 男 星陵⾼校 オリックス野球クラブ（株）

3504 野球 谷 佳知 男 大阪商業大学 オリックス野球クラブ（株）

3505 野球 高橋 由伸 男 慶應大学 （株）読売巨人軍

3506 野球 福留 孝介 男 PL学園高校 （株）中日ドラゴンズ

3507 跆拳道 岡本 依子 ⼥ 早稲田大学 ルネスかなざわ

3508 トライアスロン ⻄内 洋⾏ 男 東北福祉⼤学 テイケイ（株）

3509 トライアスロン 田山 寛豪 男 流通経済⼤学 テイケイ（株）

3510 トライアスロン 中⻄ 真知⼦ ⼥ 桃山学院大学 NTT東⽇本・NTT⻄⽇本

3511 トライアスロン 関根 明子 ⼥ 九州国際大付属高校 NTT東⽇本・NTT⻄⽇本

3512 トライアスロン 庭田 清美 ⼥ 龍ヶ崎第⼆⾼校 アシックス・ザバス

2008̲北京

3513 陸上 塚原 直貴 男 東海大学 富士通
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3514 陸上 朝原 宣冶 男 同志社大学大学院 大阪ガス

3515 陸上 高平 慎士 男 順天堂大学 富士通

3516 陸上 末續 慎吾 男 東海大学大学院 ミズノ

3517 陸上 齋藤 仁志 男 筑波大学 学生 3年

3518 陸上 ⾦丸 祐三 男 法政大学 学生 3年

3519 陸上 安孫子 充裕 男 筑波大学 学生 2年

3520 陸上 堀籠 佳宏 男 日本体育大学大学院 富士通

3521 陸上 松宮 隆⾏ 男 秋⽥県⽴花輪⾼校 コニカミノルタ

3522 陸上 竹澤 健介 男 早稲田大学 学生 4年

3523 陸上 岩水 嘉孝 男 順天堂大学 富士通

3524 陸上 内藤 真人 男 法政大学 ミズノ

3525 陸上 為末 大 男 法政大学 A.P.F.TC

3526 陸上 成迫 健児 男 筑波大学 ミズノ

3527 陸上 山崎 勇喜 男 順天堂大学 ⻑⾕川体育施設

3528 陸上 森岡 紘⼀郎 男 順天堂大学 富士通

3529 陸上 ⾕井 孝⾏ 男 日本大学 佐川急便

3530 陸上 醍醐 直幸 男 東海大学 富士通

3531 陸上 澤野 大地 男 日本体育大学大学院 ニシ・スポーツ

3532 陸上 室伏 広治 男 中京大学大学院 ミズノ

3533 陸上 村上 幸史 男 日本体育大学大学院 スズキ

3534 陸上 佐藤 敦之 男 早稲田大学 中国電⼒（株）

3535 陸上 大崎 悟史 男 ⼭梨学院⼤学 ＮＴＴ⻄⽇本

3536 陸上 尾方 剛 男 ⼭梨学院⼤学 中国電⼒（株）

3537 陸上 福島 千⾥ ⼥ 北海道ハイテクノロジー専門学校 学⽣/北海道ハイテクAC 注138

3538 陸上 丹野 ⿇美 ⼥ 福島大学 ナチュリル

3539 陸上 久保倉 ⾥美 ⼥ 福島大学 新潟アルビレックスランニングクラブ

3540 陸上 木田 真有 ⼥ 福島大学 ナチュリル

3541 陸上 ⻘⽊ 沙弥佳 ⼥ 福島大学 学生 4年

3542 陸上 ⼩林 祐梨⼦ ⼥ 岡山大学 学生/豊田自動織機 注139

3543 陸上 渋井 陽子 ⼥ 栃⽊県⽴那須拓陽⾼校 三井住友海上

3544 陸上 赤羽 有紀子 ⼥ 城⻄⼤学 ホクレン

3545 陸上 福士 加代子 ⼥ ⻘森県⽴五所川原⼯業⾼校 ワコール

3546 陸上 早狩 実紀 ⼥ 同志社大学 京都光華AC

3547 陸上 川崎 真裕美 ⼥ 茨城県⽴下館第⼆⾼校 海⽼澤製作所

3548 陸上 ⼩⻄ 祥⼦ ⼥ 筑波大学 ⼤阪陸上競技協会

3549 陸上 池田 久美子 ⼥ 福島大学 スズキ

3550 陸上 土佐 礼子 ⼥ 松山大学 三井住友海上

3551 陸上 野口 みずき ⼥ 三重県⽴宇治⼭⽥商業⾼校 シスメックス

3552 陸上 中村 友梨⾹ ⼥ 兵庫県⽴⻄宮⾼校 天満屋

3553 水泳 松田 丈志 男 中京大学大学院 学生/ミズノスイムチーム 2年

3554 水泳 森田 智己 男 日本大学 セントラルスポーツ（株）

3555 水泳 宮下 純一 男 筑波大学 ホリプロ

3556 水泳 ⼊江 陵介 男 近畿大学 学生/イトマンSS 1年

3557 水泳 中野 高 男 法政大学 ミズノスイムチーム

3558 水泳  北島 康介 男 日本体育大学 日本コカ・コーラ

3559 水泳 末永 雄太 男 法政大学 チームアリーナ

3560 水泳 岸田 真幸 男 アリゾナ大学 学生/アクラブ調布 3年

3561 水泳 藤井 拓郎 男 早稲田大学 KONAMI

3562 水泳 柴田 隆一 男 日本大学 チームアリーナ

3563 水泳 高桑 健 男 ⿅屋体育⼤学 自衛隊体育学校

3564 水泳 奥村 幸大 男 近畿大学 イトマンスイミングスクール

3565 水泳 内田 翔 男 法政大学 学生/群馬SS 3年

3566 水泳 松本 尚人 男 日本大学 フリースタイル

3567 水泳 物延 靖記 男 日本大学 セントラルスポーツ（株）

3568 水泳 佐藤 久佳 男 日本大学 学生 4年

3569 水泳 柴田 亜衣 ⼥ ⿅屋体育⼤学⼤学院 学生/デサント 注140

3570 水泳 伊藤 華英 ⼥ 日本大学 セントラルスポーツ（株）

3571 水泳 中村 礼子 ⼥ 日本体育大学 東京スイミングセンター

3572 水泳 種田 恵 ⼥ 神奈川⼤学 学⽣/JSS⻑岡 4年

3573 水泳 ⾦藤 理絵 ⼥ 東海大学 学生 2年

3574 水泳 中⻄ 悠⼦ ⼥ 近畿大学 枚方スイミングスクール

3575 水泳 加藤 ゆか ⼥ ⼭梨学院⼤学 学生 4年

3576 水泳 星 奈津美 ⼥ 春日部共栄高校 学生/スウィン大教SS 3年

3577 水泳 北川 ⿇美 ⼥ 早稲田大学 学生/スウィン大宮 3年

3578 水泳 春⼝ 沙緒⾥ ⼥ オレゴン州⽴⼤学 学生/大野城SS 3年

3579 水泳 藤野 舞子 ⼥ 拓殖⼤学 FBインターナショナル

3580 水泳 上田 春佳 ⼥ 日本大学 学生/東京スイミングセンター 2年

3581 水泳 三田 真希 ⼥ 早稲田大学 コナミスポーツクラブ⻄⽇本
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3582 水泳 高鍋 絵美 ⼥ ⿅屋体育⼤学 学生/KSGカホ

3583 水泳 山口 美咲 ⼥ 近畿大学 学生/イトマンSS 1年

3584 水泳 寺内 健 男 甲子園大学院 JSS（日本スイミングサービス）

3585 水泳 中川 真依 ⼥ ⾦沢学院⼤学 学生 3年

3586 水泳 原田 早穂 ⼥ 日本大学 ミキハウス/東京シンクロクラブ

3587 水泳 鈴⽊ 絵美⼦ ⼥ 日本大学 ミキハウス/東京シンクロクラブ

3588 水泳 川島 奈緒⼦ ⼥ 国士舘大学大学院 （株）アール・ピー・ティーグループ/アクラブ調布

3589 水泳 松村 亜矢子 ⼥ 中京大学 中京大学付属中京高校/ザ・クラブピア88

3590 水泳 橘 雅子 ⼥ 桃山学院大学 桃山学院大学/浜寺水練学校

3591 水泳 ⼩林 寛美 ⼥ ⼤阪市⽴⼤学 阪和興業（株）/浜寺水練学校

3592 水泳 ⻘⽊ 愛 ⼥ びわこ成城スポーツ大学 学生/井村ｼﾝｸﾛｸﾗﾌﾞ 4年

3593 水泳 ⽯⿊ 由美⼦ ⼥ 愛知教育大学大学院 学生/ザ・クラブピア88 1年

3594 水泳 ⼩村 恵⾥佳 ⼥ 大阪体育大学 ⼩⻄医療器（株）/井村シンクロクラブ

3595 サッカー 山本 海人 男 静岡学園高校 清水エスパルス

3596 サッカー ⻄川 周作 男 ⼤分市⽴東明⾼校 大分トリニータ

3597 サッカー 水本 裕貴 男 三重高校 京都サンガFC

3598 サッカー ⻑友 佑都 男 明治大学 学生/FC東京 3年

3599 サッカー 森重 真人 男 広島県⽴広島皆実⾼校 大分トリニータ

3600 サッカー 安⽥ 理⼤ 男 早稲田大学 学生/ガンバ大阪 1年

3601 サッカー 内田 篤人 男 静岡県⽴清⽔東⾼校 ⿅島アントラーズ

3602 サッカー 吉田 麻也 男 愛知県⽴豊⽥⾼校 名古屋グランパス

3603 サッカー 本⽥ 拓也 男 法政大学 清水エスパルス

3604 サッカー 谷口 博之 男 神奈川県⽴釜利⾕⾼校 川崎フロンターレ

3605 サッカー 梶山 陽平 男 東海大学付属望洋高校 FC東京

3606 サッカー 細貝 萌 男 前橋育英高校 浦和レッズ

3607 サッカー 本田 圭介 男 星稜⾼校 VVVヘンロ（オランダ）

3608 サッカー 香川 真司 男 ウィザス高校 セレッソ大阪

3609 サッカー 豊田 陽平 男 星稜⾼校 モンテディオ山形

3610 サッカー 李 忠成 男 東京都⽴⽥無⾼校 柏レイソル

3611 サッカー 岡崎 慎司 男 滝川第二高校 清水エスパルス

3612 サッカー 森本 貴幸 男 東海大学付属望星高校 カターニャ（イタリア）

3613 サッカー 福元 美穂 ⼥ 神村学園 みまさかアリーナ

3614 サッカー 海堀 あゆみ ⼥ 京都府⽴⼄訓⾼校 （株）アスコフーディーコーポレーション

3615 サッカー 池田 治美 ⼥ 本庄第一高校 田崎真珠（株）

3616 サッカー 柳⽥ 美幸 ⼥ 神奈川県⽴茅ヶ崎⾼校 浦和レッドダイヤモンズ

3617 サッカー 岩清水 梓 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学 学生 4年

3618 サッカー 矢野 喬子 ⼥ 神奈川⼤学 浦和レッドダイヤモンズ

3619 サッカー 近賀 ゆかり ⼥ 日本体育大学 日本テレビサービス

3620 サッカー 宮間 あや ⼥ 千葉県⽴幕張総合⾼校 岡山湯郷Belle

3621 サッカー 澤 穂希 ⼥ 帝京大学（中退） （株）日本テレビFC

3622 サッカー 阪口 夢穂 ⼥ ⼤阪府⽴東百⾆⿃⾼校 田崎真珠（株）

3623 サッカー 安藤 梢 ⼥ 筑波大学大学院 学生/浦和レッドダイヤモンズ 4年

3624 サッカー 原 歩 ⼥ 多摩大学 NPO法人アイナック

3625 サッカー 宇津木 瑠美 ⼥ 神奈川県⽴栗原⾼校 日本テレビサービス

3626 サッカー 加藤 ともえ ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 （株）日本テレビFC

3627 サッカー 荒川 恵理⼦ ⼥ ⽂華⼥⼦⾼校 （株）⻄友練⾺店

3628 サッカー 大野 忍 ⼥ 神奈川県⽴栗原⾼校 （株）日本テレビFC

3629 サッカー 永⾥ 優季 ⼥ 東海大学 学生 3年

3630 サッカー 丸⼭ 桂⾥奈 ⼥ 日本体育大学 東京電⼒ 注141

3631 テニス ⻄織 圭 男 ⻘森⼭⽥⾼校通信課程東京校 学生/ソニー（株） 3年

3632 テニス 杉山 愛 男 神奈川県⽴湘南⾼校 プロテニスプレーヤー

3633 テニス 森田 あゆみ ⼥ 神奈川県⽴湘南⾼校 キャノンマーケティングジャパン（株）

3634 漕艇 浦 和重 男 日本大学 （株）NTT東日本 東京北

3635 漕艇 武田 大作 男 愛媛大学大学院 ダイキ（株）

3636 漕艇 岩本 亜希子 ⼥ 日本体育大学大学院 アイリスオーヤマ（株）

3637 漕艇 熊原 美咲 ⼥ 早稲田大学 ⼾⽥中央総合病院

3638 ホッケー 加藤 明美 ⼥ 天理⼤学 H.F.C-HANNO

3639 ホッケー 岡村 育子 ⼥ 天理⼤学 駿河台大学ホッケー部

3640 ホッケー 吉川 由華 ⼥ ⼭梨学院⼤学 コカ・コーラウエストロジスティクス（株）

3641 ホッケー 三浦 恵子 ⼥ 東海学院大学 ソニーイーエムシーエス（株） 注135

3642 ホッケー ⼭本 由佳理 ⼥ 東海学院大学 ソニーイーエムシーエス（株） 注135

3643 ホッケー 筑井 利江 ⼥ 天理⼤学 飯能市教育委員会

3644 ホッケー ⼩櫻 千奈美 ⼥ 天理⼤学 学生 2年

3645 ホッケー 小野 真由美 ⼥ 天理⼤学 コカ・コーラウエストロジスティクス（株）

3646 ホッケー 駒澤 李佳 ⼥ 天理⼤学 グラクソ・スミスクライン（株） 今市工場

3647 ホッケー 岩尾 幸美 ⼥ 天理⼤学 玖珠町⽴玖珠中学校

3648 ホッケー 木村 千恵 ⼥ 岐⾩県⽴各務野⾼校 ソニーイーエムシーエス（株） 注135

3649 ホッケー 中川 未由希 ⼥ 東海学院大学 学生 4年
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3650 ホッケー 森本 さかえ ⼥ 天理⾼校 天理⼤学

3651 ホッケー 千葉 ⾹織 ⼥ ⼭梨学院⼤学 ソニーイーエムシーエス（株） 注135

3652 ホッケー 小森 皆実 ⼥ 天理⼤学 グラクソ・スミスクライン（株） 今市工場

3653 ホッケー 小沢 みさき ⼥ 富士大学大学院 学生 1年

3654 ボクシング 清水 聡 男 駒澤大学 学生 4年

3655 ボクシング 川内 将嗣 男 専修大学 自衛隊体育学校

3656 バレーボール 齋藤 信治 男 日本体育大学 東レ（株）/東レアローズ

3657 バレーボール 宇佐美 大輔 男 東海大学 松下電器産業（株）/パナソニックパンサーズ

3658 バレーボール 山本 隆弘 男 日本体育大学 松下電器産業（株）/パナソニックパンサーズ

3659 バレーボール 荻野 正二 男 福井工業大学附属福井高校 サントリー（株）/サントリーサンバーズ

3660 バレーボール 松本 慶彦 男 中央大学 日本電気（株）/NECブルーロケッツ

3661 バレーボール 山村 宏太 男 筑波大学 サントリー（株）/サントリーサンバーズ

3662 バレーボール 清水 邦広 男 東海大学 学生 4年

3663 バレーボール 福澤 達哉 男 中央大学 学生 4年

3664 バレーボール 津曲 勝利 男 ⿅屋体育⼤学 サントリー（株）/サントリーサンバーズ

3665 バレーボール 石島 雄介 男 筑波大学 （株）ブレイザーズスポーツクラブ/堺ブレイザーズ

3666 バレーボール 越川 優 男 ⻑野県⽴岡⾕⼯業⾼校 サントリー（株）/サントリーサンバーズ

3667 バレーボール 朝⻑ 孝介 男 筑波大学 （株）ブレイザーズスポーツクラブ/堺ブレイザーズ

3668 バレーボール 栗原 恵 ⼥ 三⽥尻⼥⼦⾼校 東北パイオニア（株）/パイオニアレッドウィングス

3669 バレーボール 多治⾒ ⿇⼦ ⼥ 八王子実践高校 東北パイオニア（株）/パイオニアレッドウィングス

3670 バレーボール 竹下 佳江 ⼥ 不治⽕⼥⼦⾼校 日本たばこ産業（株）/JTマーヴェラス

3671 バレーボール ⼤村 加奈⼦ ⼥ 京都府⽴北嵯峨⾼校 久光製薬/久光製薬スプリングス

3672 バレーボール 高橋 みゆき ⼥ ⼭形市⽴⼭形商業⾼校 日本電気（株）/NECレッドロケッツ

3673 バレーボール 佐野 優子 ⼥ 京都府⽴北嵯峨⾼校 久光製薬/久光製薬スプリングス

3674 バレーボール 杉山(田中） 祥子 ⼥ 富⼠⾒⾼校 日本電気（株）/NECレッドロケッツ

3675 バレーボール 櫻井 由香 ⼥ 岐⾩県⽴養⽼⼥⼦商業⾼校 （株）デンソー/デンソーエアリービーズ

3676 バレーボール 狩野 美雪 ⼥ 東京学芸大学 久光製薬/久光製薬スプリングス

3677 バレーボール 荒⽊ 絵⾥⾹ ⼥ 下北沢成徳⾼校 東レ（株）/東レアローズ

3678 バレーボール 木村 沙織 ⼥ 下北沢成徳⾼校 東レ（株）/東レアローズ

3679 バレーボール 河合 由貴 ⼥ 東九州龍⾕⾼校 日本たばこ産業（株）/JTマーヴェラス

3680 ビーチバレー 朝⽇ 健太郎 男 法政大学 （株）CHINTAI

3681 ビーチバレー 白鳥 勝浩 ⼥ 東海大学 湘南ベルマーレスポーツクラブ

3682 ビーチバレー 佐伯(福井) 美香 ⼥ 京都市⽴成安⼥⼦⾼校 ダイキ（株）

3683 ビーチバレー 楠原 千秋 ⼥ 東京学芸大学 湘南ベルマーレスポーツクラブ

3684 体操 富田 洋之 男 順天堂大学大学院 セントラルスポーツ（株）

3685 体操 内村 航平 男 日本体育大学 学生 2年

3686 体操 坂本 功貴 男 順天堂大学 学生 4年

3687 体操 ⿅島 丈博 男 順天堂大学大学院 セントラルスポーツ（株）

3688 体操 沖口 誠 男 日本体育大学 コナミスポーツクラブ＆ライフ

3689 体操 中瀬 卓也 男 日本体育大学 （医）徳洲会

3690 体操 大島 杏子 ⼥ 藤村⼥⼦⾼校 朝日生命体操クラブ

3691 体操 上村 美揮 ⼥ ⽴教⼥学院短期⼤学 朝日生命体操クラブ

3692 体操 美濃部 ゆう ⼥ 藤村⼥⼦⾼校 朝日生命体操クラブ

3693 体操 鶴⾒ 虹⼦ ⼥ 大智学園高校 学生/朝日生命体操クラブ 1年

3694 体操 新竹 優子 ⼥ 羽衣学園高校 学生 2年

3695 体操 ⿊⽥ 真由 ⼥ 中京大学 学生/朝日生命体操クラブ

3696 体操 三澤 樹知 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生/山形RG 1年

3697 体操 坪井 保菜美 ⼥ 早稲田大学 学生/ALFA 1年

3698 体操 原 千華 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 学生/新体操サークル入間 1年

3699 体操 稲垣 早織 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学 学生/イオン 1年

3700 体操 田中 琴乃 ⼥ ⽇本⼥⼦体育⼤学付属⼆階堂⾼校 学生 2年

3701 体操 遠藤 由華 ⼥ 新潟第一高校 学生/STELLA 2年

3702 体操 上山 安弘 男 大阪体育大学大学院 学生/インテリジェンス 2年

3703 体操 外村 哲也 男 日本体育大学 （株）ザ・ビッグスポーツ

3704 体操 廣田 遥 男 阪南大学 阪南大学

3705 レスリング 松永 共広 男 日本体育大学 ALSOK綜合警備保障（株）

3706 レスリング 湯元 健一 男 日本体育大学 日本体育大学

3707 レスリング 池松 和彦 男 日本体育大学大学院 K-POWERS

3708 レスリング 笹本 睦 男 日本体育大学 綜合警備保障（株）

3709 レスリング 松本 慎吾 男 日本体育大学大学院 一宮運輸（株）

3710 レスリング 加藤 賢三 男 大東文化大学 自衛隊体育学校

3711 レスリング 伊調 千春 ⼥ 中京⼥⼦⼤学 綜合警備保障（株）

3712 レスリング 吉⽥ 沙保⾥ ⼥ 中京⼥⼦⼤学 綜合警備保障（株）

3713 レスリング 伊調 馨 ⼥ 中京⼥⼦⼤学 綜合警備保障（株）

3714 レスリング 浜口 京子 ⼥ 武蔵野高校（中退） （株）ジャパンビバレッジ

3715 セーリング 松永 鉄也 男 同志社大学 （学）清風学園

3716 セーリング 上野 太郎 男 同志社大学 （株）スリーボンド

3717 セーリング 近藤 愛 ⼥ 日本大学 アビームコンサルティング（株）
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3718 セーリング 鎌⽥ 奈緒⼦ ⼥ 法政大学 アビームコンサルティング（株）

3719 セーリング 富澤 慎 男 関東学院大学 関東⾃動⾞⼯業（株）

3720 セーリング 小菅 寧子 ⼥ 関東学院大学 （株）ジェイ・ウィル・パートナーズ

3721 セーリング 石橋 顕 男 早稲田大学 不明

3722 セーリング 牧野 幸雄 男 ⽴命館⼤学 不明

3723 セーリング 飯島 洋一 男 関東学院大学 飯島木型製作所

3724 重量挙げ 三宅 宏実 ⼥ 法政大学 アセット・マネージャーズ・ホールディングス（株）

3725 重量挙げ 大城 みさき ⼥ 沖縄県⽴南風原⾼校 エコツーサポート沖縄

3726 重量挙げ 齋藤 ⾥⾹ ⼥ ⽴命館⼤学 ⾦沢学院東⾼校 教員

3727 重量挙げ 堰川 康信 男 ⼋⼾⼯業⼤学第⼀⾼校 自衛隊体育学校

3728 重量挙げ 山田 政晴 男 日本体育大学 ALSOK/群馬綜合ガードシステム（株）

3729 重量挙げ 新谷 義人 男 大阪商業大学 ⾦沢学院⼤学

3730 ⾃転⾞ 伏⾒ 俊昭 男 福島県⽴⽩河実業⾼校 （社）⽇本競輪選⼿会 福島支部

3731 ⾃転⾞ ⻑塚 智広 男 茨城県⽴取⼿第⼀⾼校 （社）⽇本競輪選⼿会 茨城支部

3732 ⾃転⾞ 渡邊 一成 男 福島県⽴⼩⾼⼯業⾼校 （社）⽇本競輪選⼿会 福島支部

3733 ⾃転⾞ 永井 清史 男 岐阜第一高校 （社）⽇本競輪選⼿会 岐阜支部

3734 ⾃転⾞ 北津留 翼 男 豊国学園高校 （社）⽇本競輪選⼿会 福岡支部

3735 ⾃転⾞ 飯島 誠 男 中央大学 チームブリヂストン・アンカー

3736 ⾃転⾞ 佃 咲江 ⼥ 北海商科⼤学 学生 研究生

3737 ⾃転⾞ 和⽥⾒ ⾥美 ⼥ 中京大学 学生 3年

3738 ⾃転⾞ 宮澤 崇史 ⼥ ⻑野県⽴⻑野⼯業⾼校 梅丹本舗-GDR

3739 ⾃転⾞ 別府 史之 男 神奈川県⽴藤沢北⾼校 スキル・シマノ

3740 ⾃転⾞ 沖 美穂 ⼥ 北海道⽴池⽥⾼校 JPCA・ザ・ワナビーズ・ナカマ

3741 ⾃転⾞ ⽚⼭ 梨絵 ⼥ 岡山大学大学院 スペシャライズドジャパン（株）

3742 ⾃転⾞ 山本 幸平 男 国際アウトドア専門学校 チームブリヂストン・アンカー

3743 ⾃転⾞ 阪本 章史 男 堺市⽴若松台中学校 Un authorized

3744 卓球 韓 陽 男 遼寧省体育学院 東京アート（株）

3745 卓球 水谷 隼 男 明治大学 学生/（株）スヴェンソン 1年

3746 卓球 岸川 聖也 男 仙台育英高校 （株）スヴェンソン

3747 卓球 福原 愛 ⼥ 早稲田大学 学生/ANA 2年

3748 卓球 平野 早矢香 ⼥ 仙台育英学園高校 （株）ミキハウス

3749 卓球 福岡 春菜 ⼥ 日本大学 中国電⼒（株）

3750 馬術 杉谷 泰造 男 カナディアンアカデミー （株）シーダーバレー

3751 馬術 佐藤 英賢 男 ⻑野県⽴中条⾼校 明松寺馬事公苑

3752 馬術 法華津 寛 男 デューク大学大学院 米Immucor社

3753 馬術 八木 美枝子 ⼥ 慶應義塾大学 （株）新大宗ビル

3754 馬術 北井 裕⼦ ⼥ ⻘⼭学院⼤学 ミキハウス

3755 馬術 大岩 義明 男 明治大学 日東光学（株）

3756 フェンシング 太田 雄貴 男 同志社大学 京都クラブ

3757 フェンシング 千田 健太 男 中央大学 宮城クラブ

3758 フェンシング 菅原 智恵子 男 日本体育大学 宮城クラブ

3759 フェンシング ⻄⽥ 祥吾 男 法政大学 ⿅児島クラブ

3760 フェンシング 原田 めぐみ ⼥ 筑波大学大学院 山形県体育協会

3761 フェンシング 小川 聡 男 法政大学 NEXUS（株）

3762 フェンシング 久枝 円 ⼥ 法政大学 ⼤阪市信⽤⾦庫

3763 柔道 石井 慧 男 国士舘大学 学生 4年

3764 柔道 鈴⽊ 桂治 男 国士舘大学大学院 平成管財（株）

3765 柔道 泉 浩 男 明治大学 旭化成（株）

3766 柔道 小野 卓志 男 筑波大学 （学）了徳寺学園

3767 柔道 ⾦丸 雄介 男 筑波大学大学院 （学）了徳寺学園

3768 柔道 内柴 正人 男 国士舘大学 旭化成（株）

3769 柔道 平岡 拓晃 男 筑波大学 （学）了徳寺学園

3770 柔道 塚田 真希 男 東海大学大学院 綜合警備保障（株）

3771 柔道 中澤 さえ ⼥ 淑徳大学大学院 綜合警備保障（株）

3772 柔道 上野 雅恵 ⼥ 北海道旭川南⾼校 三井住友海上火災保険（株）

3773 柔道 谷本 歩美 ⼥ 筑波大学 コマツ

3774 柔道 佐藤 愛子 ⼥ 筑波大学 （学）了徳寺学園

3775 柔道 中村 美⾥ ⼥ 渋谷教育学園渋谷高校 三井住友海上火災保険（株）

3776 柔道 ⾕ 亮⼦ ⼥ 日本体育大学大学院 トヨタ⾃動⾞（株）

3777 ソフトボール 上野 由岐子 ⼥ 九州⼥⼦⾼校 （株）ルネサステクノロジ

3778 ソフトボール 江本 奈穂 ⼥ 京都⻄⼭⾼校 （株）豊田自動機械

3779 ソフトボール 坂井 寛子 ⼥ ⾦沢⾼校 太陽誘電（株）

3780 ソフトボール 染谷 美佳 ⼥ 白鷗⼤学⾜利⾼校 （株）デンソー

3781 ソフトボール 乾 絵美 ⼥ 神⼾常盤⼥⼦⾼校 （株）ルネサステクノロジ

3782 ソフトボール 峰 幸代 ⼥ ⽊更津総合⾼校 （株）ルネサステクノロジ

3783 ソフトボール 伊藤 幸子 ⼥ 中京大学 トヨタ⾃動⾞（株）

3784 ソフトボール 佐藤 理恵 ⼥ 東京⼥⼦体育⼤学 （株）レオパレス21

3785 ソフトボール 藤本 索⼦ ⼥ 日本体育大学 （株）レオパレス21
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選手ID 競技 氏名 性別 所属校/最終学歴 勤務先/所属組織 備考

3786 ソフトボール ⻄⼭ 麗 ⼥ 神奈川県⽴厚⽊商業⾼校 （株）⽇⽴製作所 注142

3787 ソフトボール 廣瀬 芽 ⼥ 夙川学院高校 太陽誘電（株）

3788 ソフトボール 三科 真澄 ⼥ 神奈川県⽴厚⽊商業⾼校 （株）ルネサステクノロジ

3789 ソフトボール 狩野 亜由美 ⼥ 京都⻄⼭⾼校 （株）豊田自動機械

3790 ソフトボール 馬渕 智子 ⼥ 星城高校 （株）⽇⽴製作所 注142

3791 ソフトボール ⼭⽥ 恵⾥ ⼥ 神奈川県⽴厚⽊商業⾼校 （株）⽇⽴製作所 注142

3792 バドミントン 佐藤 翔治 男 東京富士大学短期大学部 東日本電信電話（株）

3793 バドミントン 舛田 圭太 男 日本体育大学 トナミ運輸（株）

3794 バドミントン 大束 忠司 男 日本体育大学大学院 トナミ運輸（株）

3795 バドミントン 坂本 修一 男 筑波大学 日本ユニシス（株）

3796 バドミントン 池⽥ 信太郎 男 筑波大学 日本ユニシス（株）

3797 バドミントン 廣瀬 栄理⼦ ⼥ ⻘森⼭⽥⾼校 三洋電機（株）

3798 バドミントン 小椋 久美子 ⼥ 四天王寺高校 三洋電機（株）

3799 バドミントン 潮⽥ 玲⼦ ⼥ 九州国際大学付属高校 三洋電機（株）

3800 バドミントン 末綱 聡子 ⼥ 昭和⼥⼦⾼校 NECセミコンダクターズ九州・山口（株）

3801 バドミントン 前田 美順 ⼥ 熊本中央高校 NECセミコンダクターズ九州・山口（株）

3802 射撃 福島 實智子 ⼥ ⼤阪府⽴春⽇丘⾼校 （株）國友鉄砲火薬店

3803 射撃 ⼩林 晋 男 岡山大学 岡山県警察

3804 射撃 松田 智幸 男 横浜商科大学高校 神奈川県警察

3805 射撃 山下 敏和 男 中央大学 陸上⾃衛隊 注143

3806 射撃 中山 由起枝 ⼥ 埼玉栄高校 ⽇⽴建機（株）

3807 近代五種 村上 佳宏 男 日本体育大学 自衛隊体育学校

3808 カヌー 北本 忍 ⼥ 武庫川⼥⼦⼤学 （財）富山県体育協会

3809 カヌー 竹屋 美紀子 ⼥ 日本体育大学 ⼭形県⽴⾕地⾼校 教員

3810 カヌー 鈴⽊ 祐美⼦ ⼥ 武庫川⼥⼦⼤学 （株）プロティア・ジャパン

3811 カヌー 久野 綾⾹ ⼥ 福島県⽴安達⾼校 （株）久野製作所

3812 カヌー 羽根田 卓也 男 名鉄学園杜若⾼校 （株）羽根田事務所

3813 カヌー 矢澤 一輝 男 駿河台大学 学生 2年

3814 カヌー 竹下 百合子 ⼥ 早稲田大学 学生 2年

3815 カヌー 三馬 正敏 男 徳島県⽴那賀⾼校 （株）藤井鉄工建設

3816 カヌー ⻑尾 寛征 男 徳島⽂理⼤学 徳島県カヌー協会

3817 アーチェリー 古川 高晴 男 近畿大学 近畿大学 職員

3818 アーチェリー 守屋 龍⼀ 男 近畿大学 （株）ミキハウス

3819 アーチェリー 北畠 紗代⼦ ⼥ 近畿大学 （株）ミキハウス

3820 アーチェリー 早川 浪 ⼥ 日本体育大学 学生 4年

3821 アーチェリー 林 勇気 ⼥ 同志社大学 （株）堀場製作所

3822 野球 上原 浩治 男 大阪体育大学 読売ジャイアンツ

3823 野球 川上 憲伸 男 明治大学 中日ドラゴンズ

3824 野球 岩瀬 仁紀 男 愛知大学 中日ドラゴンズ

3825 野球 藤川 球児 男 高知商業高校 阪神タイガース

3826 野球 ダルビッシュ 有 男 東北⾼校 北海道⽇本ハムファイターズ

3827 野球 成瀬 善久 男 横浜高校 千葉ロッテマリーンズ

3828 野球 和田 毅 男 早稲田大学 福岡ソフトバンクホークス

3829 野球 杉内 俊哉 男 ⿅児島実業⾼校 福岡ソフトバンクホークス

3830 野球 田中 将大 男 駒澤大学附属苫小牧高校 東北楽天ゴールデンイーグルス

3831 野球 涌井 秀章 男 神奈川県横浜⾼校 埼⽟⻄武ライオンズ

3832 野球 阿部 慎之介 男 中央大学 読売ジャイアンツ

3833 野球 矢野 輝弘 男 東北福祉⼤学 阪神タイガース

3834 野球 ⾥崎 智也 男 帝京大学 千葉ロッテマリーンズ

3835 野球 荒木 雅博 男 熊本工業高校 中日ドラゴンズ

3836 野球 新井 貴浩 男 駒澤大学 阪神タイガース

3837 野球 村田 修一 男 日本大学 横浜ベイスターズ

3838 野球 宮本 慎也 男 同志社大学 東京ヤクルトスワローズ

3839 野球 ⻄岡 剛 男 大阪桐蔭高校 千葉ロッテマリーンズ

3840 野球 川崎 宗則 男 ⿅児島⼯業⾼校 福岡ソフトバンクホークス

3841 野球 中島 裕之 男 兵庫県⽴伊丹北⾼校 埼⽟⻄武ライオンズ

3842 野球 森野 将彦 男 東海大学相模高校 中日ドラゴンズ

3843 野球 ⻘⽊ 宣親 男 早稲田大学 東京ヤクルトスワローズ

3844 野球 稲葉 篤紀 男 法政大学 北海道⽇本ハムファイターズ

3845 野球 佐藤 隆彦 男 法政大学 埼⽟⻄武ライオンズ

3846 跆拳道 岡本 依子 ⼥ 早稲田大学 東京都テコンドー協会

3847 トライアスロン 上⽥ 藍 ⼥ 京都市⽴洛北⾼校 シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター

3848 トライアスロン ⼭本 良介 男 向陽台高校 トヨタ⾞体

3849 トライアスロン 井出 樹⾥ ⼥ 玉川大学 トーシンパートナーズ・チームケンズ

3850 トライアスロン 田山 寛豪 男 流通経済⼤学 流通経済⼤学・チームブレイブ 大学職員

3851 トライアスロン 庭田 清美 ⼥ 茨城県⽴龍ヶ崎第⼆⾼校 アシックス・ザバス
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