
成年男子ホッケー10

インカレ準優勝・全日本実業団9人制優勝26 成年男子 6人制 田井中　勇貴 ﾀｲﾅｶ ﾕｳｷ

平成29年度 UJ関西大会出場

24 バレーボール 成年男子 6人制 近藤　誉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾎﾏﾚ 中央大学 全小・全中優勝、インカレ優勝等経験あり

25 バレーボール 成年男子 6人制 清水　久雄 ｼﾐｽﾞ ﾋｻｵ 宇治市立北宇治中学校
ⅤチャレンジリーグⅡ優勝
昨季まで東京ヴェルディ所属

23 ボクシング 少年男子 フライ級 西原　柊吏 ﾆｼﾊﾗｼｭﾘ 能登川高等学校

平成29年度 U-16日本代表

22 ボクシング 少年男子 ライトフライ級 疋田　空邦 ﾋｷﾀﾞｶﾞｸ 近江高等学校 平成29年度 UJ全日本大会出場

21 ホッケー 少年女子 的塲　玲未 ﾏﾄﾊﾞ ﾚﾐ 伊吹高等学校

髙木　美沙希 ﾀｶｷﾞ ﾐｻｷ 伊吹高等学校 平成28年度 U-16日本代表

20 ホッケー 少年女子

19 ホッケー 少年女子

福永　舞衣 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｲ 伊吹高等学校 平成28年度 U-16日本代表

松本　愛理 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾘ 伊吹高等学校
平成27年度 U-16日本代表
平成29年度 U-18日本代表

室谷　伍慧 ﾑﾛﾔ ｲｯｹｲ 伊吹高等学校 平成29年度 U-1６日本代表

18 ホッケー 少年女子

髙木　勇豪 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｺﾞｳ 伊吹高等学校 平成29年度 U-1６日本代表

17 ホッケー 少年男子

16 ホッケー 少年男子

2016-17年U-18日本代表

島田　あみる ｼﾏﾀﾞ ｱﾐﾙ 天理大学
2016年U-18日本代表
2017-2018年U-21日本代表

15 ホッケー 成年女子

14 ホッケー 成年女子

畑野　朱音 ﾊﾀﾉ ｱｶﾈ 立命館大学

元日本代表
2017全日本大学大座選手権大会優勝

13 ホッケー 成年女子 要石　里沙子 ｶﾅﾒｲｼ ﾘｻｺ SONY
2013年ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ
2014-15年シニア日本代表

12 ホッケー 成年男子 畑野　修平 ﾊﾀﾉｼｭｳﾍｲ 立命館大学

亀崎　信一 ｶﾒｻﾞｷｼﾝｲﾁ 聖泉大学 元日本代表

11 ホッケー 成年男子 杉山　惇士 ｽｷﾞﾔﾏｱﾂｼ 立命館大学
元日本代表
2017全日本大学大座選手権大会優勝

Ｕ-21日本代表候補

井関　渉二 ｲｾｷｼｮｳｼﾞ 朝日大学 Ｕ-21日本代表候補　　

9 ホッケー 成年男子

8 ホッケー 成年男子

的場　洸希 ﾏﾄﾊﾞｺｳｷ 聖泉大学

平成30年度近畿大会舵手付きｸｵﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 優勝
両親とも国体優勝経験あり

7 ボート 少年女子 ダブルスカル
髙木　咲希

落合　陽乃花
ﾀｶｷﾞ ｻｷ
ｵﾁｱｲ ﾎﾉｶ

彦根東高等学校 近畿大会優勝経験あり

6 ボート 少年男子 ダブルスカル 合田　光騎 ｺﾞｳﾀﾞ ｺｳｷ 瀬田工業高等学校

第71回岩手国体ダブルスカル３位入賞
第40回全日本軽量級舵手なしフォア　優勝

5 ボート 少年男子 ダブルスカル 島田　隼輔 ｼﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 瀬田工業高等学校
平成29年度ｲﾝﾀｰﾊｲ ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ、第71回岩手国体ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ優
勝
平成30年度全日本ジュニア選手権優勝

4 ボート 成年男子 舵手つきフォア 青松　載剛 ｱｵﾏﾂ ﾉﾘﾀｶ 東レ株式会社

杉島　俊幸 ｽｷﾞｼﾏ ﾄｼｷ 東レ株式会社
第71回岩手国体舵手付きフォア ５位入賞
第40回全日本軽量級舵手なしフォア　優勝

3 ボート 成年男子 舵手つきフォア 石田　尚也 ｲｼﾀ ﾅｵﾔ 東レ株式会社 第71回岩手国体　５位入賞

1 サッカー 少年男子

2 ボート 成年男子 舵手つきフォア

第７3回国民体育大会（近畿ブロック大会）話題性のある選手・監督について

競技名 種別 出場種目 氏名 フリガナ 所属・勤務先等 主な実績・出場大会

渡邉　颯太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 草津東高等学校
第96回全国高等学校サッカー選手権大会出場
滋賀県サッカー少年男子２年連続選出
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福田　大晟 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｾｲ 比叡山高等学校 2018全日本カデ１位、高校選手権2位51 柔道 少年男子

滋賀レイキッズ1期生

三津谷 篤人 ﾐﾂﾔ ｼｹﾞﾄ 水口高等学校
全日本ジュニア決勝
第71回愛媛国体7位入賞

50 フェンシング 少年女子

49 馬術 少年 団体障害飛越

松本　璃音 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾉﾝ 大津市立皇子山中学校

全日本ジュニア決勝

48 馬術 少年 標準障害飛越 𠮷田　彩音 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾈ 水口高等学校 全日本ジュニア決勝

47 馬術 少年 団体障害飛越 泉 和華子 ｲｽﾞﾐ ﾜｶｺ 京都教育大付属京都小中学校

全日本障害大障害出場経験

46 馬術 少年
標準障害飛越
団体障害飛越

小池 柊介 ｺｲｹ ｼｭｳｽｹ 綾羽高等学校 全日本ジュニア決勝

45 馬術 成年女子 標準障害飛越 結城　夕希 ﾕｳｷ ﾕｷ 成田乗馬クラブ

親子での出場（谷口しおり選手の父）、国体優勝経験あり

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

43 馬術 成年男子
標準障害飛越
国体総合馬術

谷口　真一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 水口乗馬クラブ

平成29年度全日本卓球選手権大会女子ｼﾝｸﾞﾙｽ4回戦

42 卓球 成年女子 向山　佳那 ﾑｶｲﾔﾏ ｶﾅ 株式会社滋賀銀行 平成29年度関西学生卓球選手権大会女子ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝

41 卓球 成年女子 向山　佳歩 ﾑｶｲﾔﾏ ｶﾎ ａｄｖａｎｃｅ

平成29年度近畿インドア5位　全国選抜出場

40 ソフトテニス 少年男子 一二三　智彰 ﾋﾌﾐﾄﾓｱｷ 立命館守山高等学校 平成27年度近畿インドア4位　全国選抜出場

39 ソフトテニス 少年男子 清水　奏良 ｼﾐｽﾞｿﾗ 瀬田工業高等学校

佐久間　樹 ｻｸﾏ ﾐｷ 中京大学 春季リーグ優勝、全日本学生選手権大会出場、西日本学生選手権大会出場

38 ソフトテニス 成年男子

37 ハンドボール 成年女子

峯松　健太朗 ﾐﾈﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 立命館守山高等学校（教員） 全国大会入賞経験あり

平尾　克己 ﾋﾗｵ ｶﾂｷ 筑波大学 インカレ準優勝　Ｕ-21候補選手36 ハンドボール 成年男子

インカレ６位入賞

個人総合６位入賞

35 体操 成年男子 競技 寺地　裕次郎 ﾃﾗﾁ ﾕｳｼﾞﾛｳ 仙台大学

個人総合４位入賞・鞍馬３位入賞

34 体操 少年男子 競技 西　人生 ﾆｼ ｼﾞﾝｾｲ 栗東高等学校

33 体操 少年男子 競技 表　慎一郎 ｵﾓﾃ ｼﾝｲﾁﾛｳ 栗東高等学校

32 体操 少年男子 競技 栗東高校男子 栗東高等学校 近畿大会団体２位入賞

親子での出場（野村監督の息子）

31 バレーボール 少年女子 6人制 西堀　楓花 ﾆｼﾎﾞﾘ ﾌｳｶ 近江兄弟社高等学校
2018年度
第15回全日本ジュニアオールスタードリームマッチ出場

30 バレーボール 少年男子 6人制 野村　裕大 ﾉﾑﾗ ﾕｳﾀ 近江高等学校

現日本代表選手

29 バレーボール 少年男子 6人制 野村　幸司 ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ 近江高等学校（教員） 第72回えひめ国体出場７位入賞

28 バレーボール 成年女子 6人制 堀川　真理 ﾎﾘｶﾜﾏﾘ 東レ株式会社

インカレ準優勝・全日本実業団9人制優勝

27 バレーボール 成年男子 6人制 須戸　健斗 ｽﾄﾞ ｹﾝﾄ 中央大学 インカレ優勝等の実績あり

26 バレーボール 成年男子 6人制 田井中　勇貴 ﾀｲﾅｶ ﾕｳｷ 住友電気工業株式会社大阪製作所
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平成27年全日本高校選手権男子第３位
全日本新人選手権少年男子第３位

76 ボウリング 成年女子
個人戦
2人チーム戦
４人チーム戦

竹内　さおり ﾀｹｳﾁｻｵﾘ 日本生命保険相互会社 全日本選手権大会2人チ－ム戦5位入賞

75 ボウリング 成年男子
個人戦
2人チーム戦
４人チーム戦

藤原　智也 ﾌｼﾞﾜﾗﾄﾓﾔ 岡山商科大学

伊吹　太陽 ｲﾌﾞｷｱﾂｼ 株式会社ユーイング
アジア選手権４人チーム戦優勝
第65回国体少年男子団体戦準優勝
第70回国体成年男子個人戦第２位、前ナショナルチーム

74 ボウリング 成年男子
個人戦
2人チーム戦
４人チーム戦

73 ボウリング 成年男子
個人戦
2人チーム戦
４人チーム戦

千葉　鉄也 ﾁﾊﾞﾃﾂﾔ 日本郵政株式会社
第13回世界ユース選手権４人チーム戦第３位
第65回国体少年男子団体戦準優勝、元ナショナルチーム

尾谷　玲 ｵﾀﾆ ｱｷﾗ 株式会社オタニプラントインダストリー 本部公式クラス優勝72 クレー射撃 成年男子 スキート

渋谷　樹里 ｼﾌﾞﾔ ｼﾞｭﾘ 大津市立皇子山中学校
第13回全日本小学生・中学生アーチェリー選手権大会　優勝
（中学生　女子の部）
滋賀レイキッズ1期生

田中　千尋 ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ 近畿大学
2015年インターハイ団体優勝
2015年和歌山国体団体優勝
2017年U-20ナショナルチームメンバー

71 アーチェリー 少年女子

山本　雅也 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ 近畿大学
2015年和歌山国体団体優勝
2016年岩手国体団体2位
2018年ナショナルチームメンバー

70 アーチェリー 成年女子

69 アーチェリー 成年男子

平成28年度近畿選抜大会団体３位

67 山岳 少年男子

伊　一真 ｲｾｶｽﾞﾏ 草津高等学校
2018日本ユース選手権ユースＡにてリード２位、ボルダリング６
位
第１回ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞジャパンカップ、2018世界ユース選手権に出場

前田　健太郎 ﾏｴﾀﾞｹﾝﾀﾛｳ 草津高等学校
2018日本ユース選手権ユースＢにてリード２位、ボルダリング２
位
第１回ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞジャパンカップ、2018世界ユース選手権に出場

68 山岳 少年男子

66 剣道 少年女子 岩城　亜季子 ｲﾜｷ ｱｷｺ 草津東高等学校

山下　聖翔 ﾔﾏｼﾀ ｾｲﾄ 八幡工業高等学校 全日本都道府県対抗剣道優勝大会（先鋒）ベスト１６

65 剣道 少年女子

64 剣道 少年男子

今井　惠理 ｲﾏｲ ｴﾘ 草津東高等学校 親子での出場（少年男子監督の⾧女）

JOCジュニアオリンピック優勝

62 剣道 成年女子

後藤　今日子 ｺﾞﾄｳｷｮｳｺ 滋賀県警察 平成20年度全日本女子学生剣道選手権大会優勝

對馬　明里 ﾂｼﾏｱｶﾘ 立命館大学 平成28年度近畿高校剣道大会個人優勝

63 剣道 成年女子

61 ライフル射撃 少年男子
ビーム・ピストル
60発

中村　仁太 ﾅｶﾑﾗｼﾞﾝﾀ 水口高等学校

学生時代日本代表選手、全日本学生優勝、全日本２位

60 ライフル射撃 成年女子
10ｍエア・ピストル
40発

田畑　実菜 ﾀﾊﾞﾀﾐﾅ びわこ学院大学 第71回岩手国体ビーム・ピストル優勝、西日本選手権優勝

59 ライフル射撃 成年女子
50ｍライフル
3姿勢×20発

鵜飼　風音 ｳｶｲｶｻﾞﾈ たねや

第69回⾧崎国体３位、第70回和歌山国体３位
第71回岩手国体４位

58 ライフル射撃 成年女子
10ｍエア・ライフル
立射40発

綾戸　真美 ｱﾔﾄﾞﾏﾐ 滋賀ダイハツ販売株式会社 日本代表選手、全日本優勝、国体優勝２回

57 ライフル射撃 成年男子
10ｍエア・ピストル
60発

德永　大輔 ﾄｸﾅｶﾞﾀﾞｲｽｹ 日本大学

ユニバーシアード出場２回
第67回山口国体２位

56 ライフル射撃 成年男子
10ｍエア・ライフル
立射60発

中嶋　啓太 ﾅｶｼﾞﾏｹｲﾀ 関西大学 第69回⾧崎国体６位

55 ライフル射撃 成年男子
50ｍライフル
3姿勢×40発

岩崎　貴文 ｲﾜｻｷﾀｶﾌﾐ 滋賀県スポーツ協会

水口高等学校 女子個人4位　技能優秀者

ライフル射撃 成年男子
50ｍライフル
伏射60発

岡　篤彦 ｵｶｱﾂﾋｺ 水口高等学校（教員）
ユニバーシアード出場２回
第70回和歌山国体優勝

53

54

弓道 少年女子 岡崎　空ほの ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉ

大城　海渡 ｵｵｼﾛ ｶｲﾄ 比叡山高等学校 2018高校選手権３位52 柔道 少年男子
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滋賀短大附属高等学校
2017 第43回全日本シングルプレーヤー選手権／優勝
平成29年度 全国高等学校ゴルフ選手権 春季大会／24位タイ

80 ゴルフ 少年男子 吉本　龍斗 ﾖｼﾓﾄ ﾘｭｳﾄ

滋賀短大附属高等高校
全日本中学選手権３位入賞
全日本選手権大会2人チ－ム戦5位入賞
関西ジュニア選手権大会総合5位入賞

79 ボウリング 少年女子
個人戦
2人チーム戦

田村　唯 ﾀﾑﾗﾕｲ 大津青陵高等学校 全日本中学選手権４位、関西ジュニア選手権大会総合準優勝

関西選手権大会個人戦第6位入賞

78 ボウリング 少年女子
個人戦
2人チーム戦

筈井　飛鳥 ﾊｽﾞｲｱｽｶ

77 ボウリング 成年女子
個人戦
2人チーム戦
４人チーム戦

近藤　沙矢可 ｺﾝﾄﾞｳｻﾔｶ 平和商事株式会社


