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イキ　アイコ 立命館大学４年 成年女子
100m

4×100ｍR

第77回国民体育大会注目選手・監督一覧

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

第106回日本陸上競技選手権大会 400m　6位

第18回世界陸上競技選手権大会（オレゴン）日本代表

陸上競技 西田　有里 ニシダ　ユリ 草津東高校２年 少年女子A 800m 全国高等学校総合体育大会 800m 2位

陸上競技 河内　光起 カワウチ ミツキ 大阪ガス(株) 成年男子 4×400ｍR

第106回日本陸上競技選手権大会 100m　6位

陸上競技 山本　亜美 ヤマモト　アミ 立命館大学２年 成年女子

400mH

4×100ｍR

4×400mR

第106回日本陸上競技選手権大会 400mH　優勝

陸上競技 壹岐　あいこ

全国高等学校総合体育大会 5000m競歩 2位

陸上競技 前田　光希 マエダ　ミツキ 立命館守山高校３年 少年女子A

100mH・300mH

4×100ｍR

4×400mR

全国高等学校総合体育大会 100mH 4位

陸上競技 石田　さつき イシダ　サツキ 大津商業高校３年
成年少年

女子共通
5000m競歩

全国高等学校総合体育大会 やり投 5位

陸上競技 伊藤　大翔 イトウ　ハルト 日吉中学校３年 少年男子B
100m

4×100ｍR
全国中学校体育大会 100m 5位

陸上競技 谷口　大翔 タニグチ　ヒロト

水泳（飛込） 伊藤　洸輝 イトウ　ヒロキ （公財）滋賀県スポーツ協会 成年男子
飛板飛込

高飛込

スポーツ特別指導員

東京2020オリンピック競技会 シンクロ高飛込 8位

自由形100ｍ

ﾌﾘｰﾘﾚｰ4×50m

第98回日本選手権 自由形100m 7位

第98回日本学生選手権 自由形100m 6位

水泳 （競泳） 山本　聖蓮 ヤマモト　セレン 中央大学２年 成年男子 平泳ぎ100m 第98回日本学生選手権 平泳ぎ100m 5位

水泳 （競泳） 古川　皓基 フルカワ　ヒロキ 中央大学４年 成年男子

スポーツ特別指導員

リオ2016オリンピック競技会 10m高飛込 8位

東京2020オリンピック競技会 シンクロ高飛込 6位

水泳（水球） 上坂　飛嘉 コウザカ　アスカ 長浜農業高校１年 少年男子 FINA 水球U16世界選手権 日本代表選手

水泳（飛込） 板橋　美波 イタハシ　ミナミ （公財）滋賀県スポーツ協会 成年女子 飛板飛込

水球

ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ
持久力のあるパワフルな泳ぎで、２種目に出場

水泳（水球） 少年男子 FINA 水球U16世界選手権 日本代表選手

水泳
（水球/OWS）

伊藤　珀叶 イトウ　ハクト 石山高校２年 少年男子

シガ　タクミ 東レ(株) 成年男子 舵手つきフォア

U23世界選手権日本代表

テニス 根門　寿尚 ネカド　トシヒサ 光泉カトリック高校３年 少年男子
関西ジュニア　Sベスト16 Dベスト８

全国高等学校総合体育大会 Sベスト16

ボート 島田　隼輔 シマダ　シュンスケ 日本大学４年 成年男子 ダブルスカル

JPNナショナルチーム　ペアでワールドカップ出場

ボート 福田　将 フクタ　ショウ 東レ(株) 成年男子 舵手つきフォア JPNナショナルチーム　ペアでワールドカップ出場

ボート 志賀　巧

彦根翔西館高校２年 少年男子A やり投

山中　智敦 ヤマナカ　トモアツ 長浜北星高校１年

2021 U23世界選手権 日本代表候補選手

2021 FISU World University Games選手権

日本代表候補選手

ボート 阿南　美咲 アナン ミサキ 立命館大学２年 成年女子 舵手つきクォドルプル
第74回国民体育大会（茨城）少年女子(東京都)

舵手つきクォドルプル 優勝

ボート 鈴木　伶奈 スズキ レナ 立命館大学４年 成年女子 舵手つきクォドルプル

ボート 山崎　隼 ヤマザキ　ハヤト 大津高校２年 少年男子 舵手つきクォドルプル 近畿高校ボート選手権大会 男子舵手つきクォドルプル 3位

有力な選手、優秀な実績を持つ選手、話題性のある選手
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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

体操 少年女子 新体操 本県40年ぶりの国体出場

第8回近畿ビーチバレーボールジュニア大会 準優勝

第7回近畿ビーチバレーボールジュニア大会 準優勝

バレーボール 原　亘輝 ハラ　コウキ 八日市高校３年 少年男子 ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 第8回近畿ビーチバレーボールジュニア大会 準優勝

バレーボール 松林　勇輝 マツバヤシ　ユウキ 比叡山高校３年 少年男子 ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

レスリング 藤井　達哉 フジイ　タツヤ (株)後藤回漕店 成年男子
グレコローマンスタイル

87kg
全日本選抜レスリング選手権大会 3位（GR82）

全日本選抜レスリング選手権大会 3位

レスリング 園田　新 ソノダ　アラタ ＡＬＳＯＫ 成年男子
グレコローマンスタイル

130kg
全日本選抜レスリング選手権大会 優勝（8連覇中）

レスリング 園田　平 ソノダ　タイラ 自衛隊体育学校 成年男子
フリースタイル

97kg

第74回国民体育大会（茨城） 3位

第3回全日本社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ　準優勝

バスケットボール 伊藤　さつき イトウ　サツキ
(株)滋賀銀行
（滋賀銀行LakeVenus）

成年女子
第74回国民体育大会（茨城） 3位

第3回全日本社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ　準優勝

バスケットボール 小林　結女 コバヤシ　ユメ
(株)滋賀銀行
（滋賀銀行LakeVenus）

成年女子

第74回国民体育大会（茨城） 3位

第3回全日本社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ　準優勝

バスケットボール 大橋　瑠菜 オオハシ　ルナ
(株)滋賀銀行
（滋賀銀行LakeVenus）

成年女子
Wリーグ（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）引退後、

滋賀銀行LakeVenusに加入（岐阜女高卒）

バスケットボール 宮﨑　寧子 ミヤザキ　ネネ
(株)滋賀銀行
（滋賀銀行LakeVenus）

成年女子

ワタナベ　ケイタ 天理大学２年 成年男子
U21日本代表

第73回国民体育大会（福井）優勝メンバー

バレーボール 成年女子 6人制

2016 シニア代表 アジアチャンピオンズトロフィー出場

ホッケー 杉山　惇士 スギヤマ　アツシ
(株)滋賀銀行

（滋賀クラブ）
成年男子 2015～2017 U21日本代表

ホッケー 畑野　修平 ハタノ　シュウヘイ
滋賀県庁

（滋賀クラブ）
成年男子

成年男子 2017~2019 U21日本代表

ホッケー 瀧上　諒大 タキガミ　リョウタ
近江鉱業(株)

（滋賀クラブ）
成年男子

ホッケー 山中　楽生 ヤマナカ　ラクセイ 伊吹高校３年 少年男子

Vプレミア、V.LEAGUE DIVISION1（日本リーグ／Vリーグ）優勝 4回

黒鷲旗全日本選手権 優勝 6回

国体成年女子バレーボール6人制 優勝 3回

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 優勝 2回

滋賀選抜

ホッケー 伊藤　凌楽 イトウ　リョウガ 伊吹高校３年

ホッケー 北村　柊希 キタムラ　トウキ
(株)平和堂

（滋賀クラブ）

ホッケー 太田　匡亮 オオタ　キョウスケ
滋賀特機(株)

（滋賀クラブ）

ホッケー 渡辺　奎太

ボート 金子　悠志 カネコ　ユウシ 大津高校３年 少年男子 舵手つきクォドルプル

ボート 清水　怜 シミズ　リョウ 大津高校２年 少年男子 舵手つきクォドルプル 近畿高校ボート選手権大会 男子舵手つきクォドルプル 3位

近畿高校ボート選手権大会 シングルスカル 優勝

東レアローズ

ボート 髙野　奈々 タカノ　ナナ 大津高校１年 少年女子 シングルスカル

近畿高校ボート選手権大会 男子舵手つきクォドルプル 3位

U-19日本代表

2021 第32回全国選抜ボート大会 男子ダブルスカル 優勝

2021 全国高等学校総合体育大会 男子ダブルスカル 3位

ボート 宮口　優希 ミヤグチ　ユウキ 瀬田工業高校３年 少年男子 シングルスカル

2021 U18日本代表

2019 U21日本代表

少年男子 2021 U18日本代表

成年男子

2018 U21日本代表
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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

相撲 西　大星 ニシ　タイセイ 長浜養護学校　教員 成年男子 2018 全国学生相撲選手権大会 団体 準優勝・個人 5位

自転車 中井　唯晶 ナカイ　タダアキ シマノレーシング 成年男子
トラックレース

ロードレース
第90回全日本自転車競技選手権大会ロード・レース 4位

相撲 橋本　拓実 ハシモト　タクミ 長浜北星高校　教員 成年男子

第59回近畿高等学校自転車競技大会 ポイント・レース 2位自転車 武田　柊 タケダ　シュウ 瀬田工業高校３年 少年男子 トラックレース

第70回国民体育大会（和歌山）個人 3位

第71回国民体育大会（岩手）団体 優勝（新潟県出場）

国体優勝歴あり

卓球 五十嵐　史弥 イガラシ　フミヤ （公財）滋賀県スポーツ協会 成年男子
スポーツ特別指導員

2021 全日本卓球選手権大会 混合ダブルス ベスト8

日野高校３年 少年男子
グレコローマンスタイル

51kg

第58回近畿高等学校レスリング選手権大会 2位

レスリング 島本　翔 シマモト　ショウ 八幡工業高校３年 少年男子
グレコローマンスタイル

80kg
第58回近畿高等学校レスリング選手権大会 優勝

レスリング 米山　享汰 ヨネヤマ　キョウタ 栗東高校３年 少年男子
フリースタイル

71kg

第58回近畿高等学校レスリング選手権大会 3位

レスリング 栁瀨　陸 ヤナセ　リク 日野高校３年 少年男子
グレコローマンスタイル

60kg
第58回近畿高等学校レスリング選手権大会 優勝

レスリング 松居　琉春 マツイ　リュウガ

第58回近畿高等学校レスリング選手権大会 優勝

セーリング 大石　駿水 オオイシ　シュンスイ 同志社大学３年 成年男子 470級

第40回メイレガッタ 470級 優勝

2020 全日本学生ヨット個人選手権大会 470級 優勝

同志社大学チームの主力選手

レスリング 磯谷　輝 イソタニ　ヒカル 八幡工業高校３年 少年男子
グレコローマンスタイル

92kg

セーリング 安田　真之助 ヤスダ　シンノスケ 膳所高校　教員
成年男子

監督兼任
レーザー級 レーザー級元全日本チャンピオン

セーリング 山田　海統 ヤマダ　カイトウ 同志社大学２年 成年男子 470級

レーザーラジアル級 第33回近畿高等学校ヨット選手権大会 オールトップ（全4レースで1位）

セーリング 伊勢田　愛 イセダ　メグミ 医療法人青葉会 成年女子 国体ウインドサーフィン級

第40回メイレガッタ 470級 優勝

同志社大学チームの主力選手

リオ2016オリンピック競技会 出場

セーリング 壱岐　朋子 イキ　トモコ 膳所高校３年 少年女子

谷口　真一 タニグチ　シンイチ 水口乗馬クラブ
成年男子

監督兼任

国体大障害飛越

ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ

馬術 池添　学 イケゾエ　マナブ JRA栗東トレーニングセンター 成年男子 馬場馬術
2002全日本学生馬術大会 馬場馬術 優勝

競馬界調教師

フェンシング 川島　光晴 カワシマ　コウセイ 愛知高等養護学校　教員 成年男子 第75回全日本フェンシング選手権大会個人戦サーブル種目出場予定

全国高校選抜・全国高校総体の優勝に続き高校３冠が期待される。　

ウエイトリフティング 堤　茉央 ツツミ　マオ 早稲田大学１年 女子 55kg級 滋賀レイキッズ第１期生。滋賀県女子初の入賞が期待される。

ウエイトリフティング 上坂　健斗 コウサカ　ケント 堅田高校２年 少年男子 55kg級

第74回国民体育大会（茨城）67kg級 4位

ウエイトリフティング 尾添　勇平 オゾエ　ユウヘイ （公財）滋賀県スポーツ協会 成年男子 109kg級 第74回国民体育大会（茨城）109kg級 4位

ウエイトリフティング 大塚　和 オオツカ　トモ 新旭電子工業(株) 成年男子 67kg級

馬術

第44回全国高校柔道選手権大会 女子48kg級 2位

全国高等学校総合体育大会 女子48kg級 ベスト8

全柔連強化指定C

柔道 本田　万結 ホンダ　マユ 比叡山高校３年 女子

第44回全国高校柔道選手権大会 女子無差別級 優勝

全国高等学校総合体育大会 女子70kg級 優勝

全柔連強化指定B

柔道 足立　美翔 アダチ　ミト 比叡山高校２年 女子
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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

カヌー 小梶　孝行 コカジ　タカユキ 滋賀県カヌー協会 成年男子
スプリント

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ
第74回国民体育大会（茨城） 500ｍ 2位

2021 第50回全国高校選抜バドミントン大会 複ベスト8

カヌー 中岡　誠琉 ナカオカ　セイル 北大津高校１年 少年男子
スプリント

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

第73回国民体育大会（福井）リード/ボルダリング　４位/３位（岐阜県）

第74回国民体育大会（茨城）リード/ボルダリング　10位/1位（岐阜県）

2019 SCJTボルダリング 年間ランキング 1位

2021 SCJTボルダリング 年間ランキング 3位

スポーツクライミング 堀田　豪 ホッタ　ゴウ ロックメイト大津店 成年男子 リード・ボルダリング

2017 リードユース選手権 8位

2018 リードユース選手権 8位

2019 リードジャパンカップ 31位

スポーツクライミング 亀山　凌平 カメヤマ　リョウヘイ goodbouldering 成年男子 リード・ボルダリング

全国高等学校総合体育大会 カヤックシングル200ｍ 3位 500m 2位

2021 オリンピックホープスU15出場

2021 全国中学生体育大会 カヤックシングル/カヤックペア 優勝

日本ランキング シングルス 25位

バドミントン 増本　康祐 マスモト　コウスケ 法政大学２年 成年男子 2021 第72回全日本学生バドミントン選手権大会 単ベスト8

バドミントン 藤原　圭祐 フジワラ　ケイスケ (株)ジェイテクト 成年男子

2021 第50回全国高校選抜バドミントン大会 単ベスト16

バドミントン 山名　彩心 ヤマナ　アヤミ 滋賀短大附高校１年 少年女子 2021 全国中学校体育大会 単ベスト16

バドミントン 松川　華実 マツカワ　ハナミ

剣道教士８段剣道 川崎　勝博 カワサキ　カツヒロ 滋賀県警察 成年男子

2016 リオオリンピック 混合複日本代表

滋賀短大附高校３年 少年女子

2021 第50回全国高校選抜バドミントン大会 単複ベスト8

バドミントン 池山　蒼人 イケヤマ　アオト 比叡山高校３年 少年男子

ライフル射撃 中口　遥 ナカグチ　ハルカ 滋賀ダイハツ販売(株) 成年女子 AR60W・AR60PRW・ARMix

少年男子

監督

バドミントン 衣川　真生 キヌガワ　マオ 比叡山高校３年 少年男子

バドミントン 数野　健太 カズノ　ケンタ 比叡山高校　教員

2022 全日本ライフル射撃競技選手権大会 AR60 3位

ライフル射撃 山森　月乃 ヤマモリ　ツキノ 同志社大学３年 成年女子 R3P・R60PR
日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 4位

第74回国民体育大会（茨城）優勝

ライフル射撃 岩崎　貴文 イワサキ　タカフミ （公財）滋賀県スポーツ協会 成年男子 AR60・AR60PR・ARMix

全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会　6位

2020 第40回全国高校ライフル射撃競技選抜大会 6位

2020 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　8位

ライフル射撃 後藤　琉希 ゴトウ　ルキ 滋賀学園高校３年 少年男子 BR60J・BRMixJ
全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 2位

2021 第59回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 2位

ライフル射撃 村田　薫美 ムラタ　クルミ 水口高校３年 少年女子 BP60WJ

全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 3位

ライフル射撃 山﨑　わかな ヤマザキ　ワカナ 水口高校２年 少年女子 BR60WJ・BRMixJ 2021 第41回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 4位

ライフル射撃 細見　和 ホソミ　ナゴミ 水口高校２年

2021 全国高等学校総合体育大会 女子78kg級 優勝

全柔連強化指定B
柔道 杉村　美寿希 スギムラ　ミズキ 東海大学１年 女子

少年女子 AR60WJ

東京2020オリンピック競技会 出場

ライフル射撃 田畑　実菜 タバタ　ミナ 西川ローズ(株) 成年女子 AP60W
西日本ライフル射撃選手権大会 優勝

第74回国民体育大会（茨城）優勝

柔道 福田　大和 フクダ　ヤマト 比叡山高校２年 少年男子

第44回全国高校柔道選手権大会 男子60kg級 2位

全国高等学校総合体育大会 男子60kg級 優勝

全柔連強化指定C

柔道 秋田　ハル アキタ　ハル 比叡山高校３年 少年男子

第44回全国高校柔道選手権大会 男子81kg級 3位

全国高等学校総合体育大会 男子81kg級 2位

全柔連強化指定D
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2021 関西ミッドアマチュア選手権大会優勝ゴルフ 髙田　弘司 タカダ　ヒロシ (株)HTE 成年男子

大津高校３年 少年女子
スプリント

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

全国高等学校総合体育大会 カヤックシングル200ｍ 2位 500m 2位

2021 全国高等学校総合体育大会 200m/500m 優勝

2021 オリンピックホープスU16 500ｍ８位（日本人女子初）

スポーツ特別指導員

アジアトライアスロンカップ 優勝

ワールドトライアスロンシリーズ 出場

トライアスロン 内田　弦大 ウチダ　ゲンタ （公財）滋賀県スポーツ協会 成年男子

スポーツ特別指導員

第74回国民体育大会（茨城） 25ゲート3位、15ゲート4位（千葉県）

2021 日本カヌースラローム選手権 7位

カヌー 奥田　翔悟 オクダ　ショウゴ 琵琶湖中央リハビリテーション病院 成年男子
ワイルドウォーター

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ
ワイルドウォーターカヤックシングル 2021日本ランキング 1位

カヌー 山本　嶺

第38回全国高等学校空手道選抜大会 形 準優勝

第49回関東学生空手道選手権 形 3位

2021年近畿大会準優勝

空手道 竹内　誠竜

ハラダ　マナミ

ヤマモト　リョウ （公財）滋賀県スポーツ協会 成年男子
スラローム

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

カヌー 小林　陽菜 コバヤシ　ハルナ

タケウチ　セイリョウ 国士舘大学２年 成年男子 形

全国高等学校総合体育大会 団体優勝　個人4位アーチェリー 塩見　茉央

ボウリング 竹山　亜希 タケヤマ　アキ ポキポキ堂 成年女子

個人戦

2人チーム戦

4人チーム戦

第53回全日本大学選手権大会 優勝

第46回全日本大学個人選手権大会 4位

第33回全日本年齢別選手権大会20歳代の部 準優勝

シオミ　マオ 大津商業高校３年 少年女子

第68回国民体育大会（東京）少年女子 団体 優勝

第69回国民体育大会（長崎）少年女子 団体 準優勝

第53回全日本ボウリング選手権大会 6人チーム戦 優勝

ボウリング 筈井　飛鳥 ハズイ　アスカ 琵琶湖汽船(株) 成年女子

個人戦

2人チーム戦

4人チーム戦

第40回全日本中学選手権 3位

第58回全日本選手権大会 2人チ－ム戦 6位

第43回関西ジュニア選手権大会 総合 優勝

ボウリング 石橋　沙穂 イシバシ　サホ (株)ザ・フォウルビ 成年女子

個人戦

2人チーム戦

4人チーム戦

全国高等学校総合体育大会 団体優勝

2021 全国高等学校総合体育大会 団体優勝　個人8位

アーチェリー 勝見　麗 カツミ　レイ 大津商業高校３年 少年女子
全国高等学校総合体育大会 団体優勝　個人5位

2021 全国高等学校総合体育大会 団体優勝

アーチェリー 原田　愛実 大津商業高校３年 少年女子

高等学校野球 山田　陽翔 ヤマダ　ハルト 近江高校３年 少年男子 硬式 第30回WBSC U-18ベースボールワールドカップ日本代表、主将

銃剣道 岡本　共平 オカモト　キョウヘイ 済生会滋賀県病院 成年男子 第69回国民体育大会（長崎）少年男子 4位


