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第７２回国民体育大会注目選手

競技名 氏名 フリガナ 所属・勤務先等 種別 出場種目 主な実績・話題

棒高跳 2017年第101回日本陸上競技選手権大会　優勝

陸上競技 桐生　祥秀 キリュウ　ヨシヒデ 東洋大学 成少共通男子 ４×１００ｍリレー

ヤマカワ　ナツキ 日本大学 成年男子 走幅跳

2017年ロンドン世界選手権　4×100ｍＲ　銅メダル

陸上競技 我孫子　智美 アビコ　トモミ 滋賀レイクスターズ 成年女子

2017年第101回日本陸上競技選手権大会　３位

陸上競技 壹岐　いちこ イキ　イチコ 立命館大学 成年女子 100ｍ 2017年第101回日本陸上競技選手権大会　6位

陸上競技 山川　夏輝

400ｍＨ 平成29年度全国高等学校総合体育大会　４位

陸上競技 佐伯　珠実 サエキ　タマミ （有）チャンピオンインターナショナル 成年女子 ハンマー投

トビカワ　リョウガ 滋賀学園高校 少年男子 円盤投

2017年第101回日本陸上競技選手権大会　8位

陸上競技 小崎　遥 コザキ　ハルカ 県立草津東高校 少年女子

平成29年度全国高等学校総合体育大会　６位

テニス 清水　奎吾 シミズ　ケイゴ
パブリックＴＥ
亜細亜大学

成年男子
ＪＴＡランキング　シングルス322位、ダブルス456位
第93回関西オープン　シングルスベスト32
第71回岩手国体少年男子準優勝

陸上競技 飛川　龍雅

水泳（競泳） 谷　健友 タニ　タケトモ 2017年日本選手権1500ｍ自由形4位

水泳（飛込） 有元　柊琴 アリモト　シュウコ

水泳（競泳） 大橋　悠依 オオハシ　ユイ 東洋大学 成年女子

2017年全国高等学校総合体育大会　100m自由形6位

2017世界選手権200m個人メドレー２位（日本新記録）
2017第29回ユニバーシアード 200ｍ・400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 優勝

水泳（競泳）

平成29年度全国高等学校総合体育大会　シングルスベスト8・団
体戦ベスト8

テニス 藤井　遼太郎 フジイ　リョウタロウ
パブリックＴＥ
近畿大学

成年男子

ヤマモト　イッサ 光泉高校 少年男子

ＪＴＡランキング　シングルス321位・ダブルス266位
第92回毎日オープン　ダブルスベスト16

テニス 中川　舜祐 ナカガワ　シュンスケ 光泉高校 少年男子

平成29年度全国高等学校総合体育大会　団体戦ベスト8

ボート 島田　隼輔 シマダ　シュンスケ 県立瀬田工業高校 少年男子 ダブルスカル
JOCエリートアカデミータレント育成事業　海外育成モデル事業に参
加（デンマーク・コペンハーゲン）
平成29年度全国高等学校総合体育大会　シングルスカル優勝

テニス 山本　一紗

舵手付フォア
2015第70回和歌山国体舵手付フォア優勝
2016第71回岩手国体ダブルスカル優勝

ボート 青松　載剛 アオマツ　ノリタカ 東レ滋賀 成年男子 ダブルスカル

ハタノ　アカネ 県立伊吹高校 少年女子

2017年度ワールドカップ第３戦日本代表(LM4X)

ボート 石田　尚也 イシタ　ナオヤ 東レ滋賀 成年男子

H28年度　U-18日本代表ホッケー 畑野　朱音

H28年度　U-16日本代表ホッケー 髙木　美沙希 タカギ　ミサキ 県立伊吹高校 少年女子

200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

成年男子 400ｍ自由形

日本体育大学 2017年第93回日本学生選手権 高飛込3位

50ｍ自由形

100ｍ自由形

成年女子

古川　皓基 フルカワ　ヒロキ

中京大学

比叡山高校 少年男子Ａ

高飛込

有力な選手、優秀な実績を持つ選手、話題性のあ
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フクナガ　マイ 県立伊吹高校 少年女子 H28年度　U-16日本代表

バレーボール 田代　佳奈美 タシロ　カナミ 東レ（株） 成年女子 6人制バレーボール 2016リオデジャネイロオリンピック出場（5位）

ホッケー 福永　舞衣

平成28年度全日本実業団バスケットボール競技大会3位
第12回全国社会人バスケットボール選手権大会2位
第84回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会初出場

バレーボール 大林　寛大 オオバヤシ　カンタ 近江高校 少年男子 バレーボール

ソノダ　アラタ ALSOK 成年男子 グレコローマン

2017第14回全日本ジュニアオールスタードリームマッチ
平成28年度全国高校選抜強化合宿参加
平成29年度全国高校選抜チーム事前強化合宿、タイ・バンコク遠
征参加

バスケットボール 滋賀銀行女子バスケットボール部 成年女子

2017全日本選手権優勝
2016全日本選手権優勝、全日本選抜選手権優勝、第71回国
体優勝、リオデジャネイロ・オリンピック世界予選最終戦出場
園田平と兄弟

レスリング 園田　平 ソノダ　タイラ 拓殖大学 成年 フリースタイル
2017全日本選手権２位
2016全日本選抜選手権２位、第71回国体優勝
園田新と兄弟

レスリング 園田　新

フリースタイル
2015全日本選手権２位
2017全日本社会人選手権優勝

レスリング 北岡　佑介 キタオカ　ユウスケ 日本体育大学 成年 グレコローマン

フジイ　タツヤ 青山学院大学 成年 グレコローマン

2016第71回岩手国体２位

レスリング 森川　一樹 モリカワ　カズキ 栗東市体育協会 成年

2017全日本選抜選手権３位
2017東日本学生春季新人戦優勝
2017ＪＯＣジュニアオリンピックカップ優勝

レスリング 奥村　総太 オクムラ　ソウタ 県立栗東高校 少年 グレコローマン 2017年全国高校選抜大会５位

レスリング 藤井　達哉

2016アジア＆オセアニア選手権大会出場
2017Laser4.7級ユース世界選手権出場

ウエイトリフティング 横田　一輝 ヨコタ　カズキ 東海旅客鉄道株式会社 成年男子

平成29年度第63回全日本学生個人選手権大会　２位

セーリング 板庇　雄馬 ｲﾀﾋﾞｻｼ　ﾕｳﾏ カントリーハーバー 成年男子
ウィンドーサーフィン
級

2016年第71回岩手国体 5位

６２㎏級 平成28年度第37回全日本ジュニア選手権大会　３位

セーリング 須田　英実子 スダ　エミコ 県立膳所高校 少年女子 レーザーラジアル級

ウエイトリフティング 尾添　勇平 オゾエ　ユウヘイ 関西大学 成年男子 １０５㎏級
平成29年度第63回全日本学生個人選手権大会　２位
2016年第71回岩手国体スナッチ７位・クリーン＆ジャーク８位

ウエイトリフティング 大塚　和 オオツカ　トモ びわこ成蹊スポーツ大学 成年男子 ６９㎏級

平成29年度第77回全日本選手権大会　4位
2016年第71回岩手国体クリーン＆ジャーク５位

親子での出場（谷口しおり選手の父）
国体優勝経験あり

馬術 谷口　しおり タニグチ　シオリ 水口乗馬クラブ 成年女子 標準障害飛越
親子での出場（谷口真一選手の娘）
国体優勝経験あり

馬術 谷口　真一

ウエイトリフティング 髙橋　一平 タカハシ　イッペイ 県立堅田高校（教員） 成年男子 +１０５㎏級

タニグチ　シンイチ 水口乗馬クラブ 成年男子
標準障害飛越
国体総合馬術

2016年第71回いわて国体2位
（標準障害飛越）

馬術 松若　流星 マツワカ　リュウセイ 県立水口高校 少年
馬場馬術
標準障害飛越
団体障害飛越
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2017年チューリンゲン国際大会（ドイツ）大会 優勝
2016全国高等学校総合体育大会優勝、全国高等学校柔道選
手権3位、第71回岩手国体５位

柔道 鈴木　真佑 スズキ　マユ
京都文教中学・高校（教
員）

女子 次鋒（57㎏級）
平成26年度全日本学生体重別選手権大会　52㎏級3位
平成27年度全日本体重別選手権大会　57㎏級出場

柔道 瀧川　萌 タキガワ　モエ 比叡山高校 女子 先鋒（52㎏級）

柔道 水戸　大生

先鋒（60㎏級） 2017年全国高等学校総合体育大会　個人２位

柔道 小島　ひかる コジマ　ヒカル 滋賀県警察 女子 大将（無差別級）

ミズト　ダイキ 比叡山高校 男子 次鋒（57㎏級）

平成26年度全日本学生体重別選手権大会　78㎏級5位
平成28年度全日本体重別選手権大会　+78㎏超級出場

柔道 福田　大悟 フクダ　ダイゴ 比叡山高校 男子

2017年全国高等学校総合体育大会　個人２位

2017年女子GEM3(U-19)日本代表
　　第12回世界女子ジュニア選手権大会　２位

ソフトボール 藤嶋　涼菜 ﾌｼﾞｼﾏ　ｽｽﾞﾅ 日本精工（株） 女子
2017年女子GEM４(U-23)日本代表
　　第6回東アジアカップ　出場選手

ソフトボール 重石　華子 ｼｹﾞｲｼ　ﾊﾅｺ 日本精工（株） 女子

10mS60M
10ｍP60M

第66回山口国体４位、67回岐阜国体5位
2013年第27回ユニバーシアード日本代表

ライフル射撃 岡　篤彦 オカ　アツヒコ 県立水口高校（教員） 成年男子
50mP60M
50ｍK20M

アヤド　マミ （株）國友銃砲火薬店 成年女子
10mS40W
10ｍP40W

2007年第24回ユニバーシアード出場
2015年和歌山国体優勝

ライフル射撃 岩崎　貴文 イワサキ　タカフミ （公財）滋賀県体育協会 成年男子

第64回新潟国体ビームライフル優勝（高２）
第68回東京国体５０ｍ優勝。
ナショナルチームとして多くのワールドカップに出場

2015年第70回和歌山国体団体優勝
2016年全日本社会人優勝、第71回岩手国体団体2位

カヌー 新岡　浩陽

スプリント（ｶﾔｯｸﾌｫｱ） 2016スプリントジュニア・U23世界選手権（日本代表選手）

カヌー 小梶　孝行 ｺｶｼﾞ ﾀｶﾕｷ （株）たねや  成年男子 スプリント（ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ）

ﾆｲｵｶ ｺｳﾖｳ （公財）滋賀レイクスターズ 成年男子 スプリント（ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ）

2024東京オリンピック日本代表候補選手

カヌー 遠藤　環太 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 県立堅田高校  少年男子

2016ワールドカップ第1戦K-4・200ｍ９位
2016日本カヌースプリント選手権大会K-1・1000ｍ 優勝

2017日本ジュニア選手権出場（８月）
 　※関西ジュニア選手権上位者のみ出場

アーチェリー 尾﨑　寛人 オザキヒロト 滋賀建機（株） 成年男子
2015年ユニバーシアード日本代表、第70回和歌山国体団体優
勝
2016年第71回岩手国体団体2位

2015年第70回和歌山国体団体優勝
2016年第71回岩手国体団体2位
2017年ユニバーシアード日本代表

ゴルフ 藤田かれん フジタ　カレン 彦根総合高校 女子

アーチェリー 杉本　翔太 スギモトショウタ （株）クラブハリエ 成年男子

アーチェリー 山本　雅也 ヤマモト　マサヤ 近畿大学 成年男子

ライフル射撃 綾戸　真美


