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滋賀クラブ

（近江鉱業(株)）
2018 U21日本代表

17 ホッケー 成年男子 太田　匡亮 オオタ　キョウスケ
滋賀クラブ

（滋賀特機(株)）
2017~2019 U21日本代表

20 ホッケー 成年女子 松本　愛理 マツモト　アイリ 東海学院大学

2018～2019 U18日本代表

2019～2021 U21日本代表

2022 日本代表育成選手

5 ボート 成年男子 舵手つきフォア 福田　将 フクタ　ショウ 東レ(株) 2022 JPNナショナルチーム　ペアでワールドカップ出場

1 水泳 少年男子 水球 上坂　飛嘉 コウザカ　アスカ 長浜農業高校
FINA 水球U16世界選手権(2022.8月開催予定)

日本代表選手

2 水泳 少年男子 水球 山中　智敦 ヤマナカ　トモアツ 長浜北星高校
FINA 水球U16世界選手権(2022.8月開催予定)

日本代表選手

2021 第32回全国選抜ボート大会 男子ダブルスカル 優勝

2021 全国高校総体 男子ダブルスカル 3位

2022 U-19日本代表

2022 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

2022 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

髙木　美沙希 タカギ　ミサキ 立命館大学

渡辺　奎太 ワタナベ　ケイタ

2011 ユース日本代表　2017-2018 日本代表(キャップ数16)

コカ・コーラ レッドスパークス所属時に全日本ホッケー選手権・全日

本社会人選手権・日本リーグの３冠を達成（2020）

第73回国民体育大会（福井）優勝メンバー

2022 U21日本代表

2015～2017 U21日本代表

北村　柊希 キタムラ　トウキ
滋賀クラブ

（(株)平和堂）
2019 U21日本代表

2021 U18日本代表

2021 U18日本代表少年男子

少年男子

2019 U18日本代表

2019~2020 U18日本代表

2022 U-21日本代表

天理大学

伊藤　凌楽 イトウ　リョウガ 伊吹高校

山中　楽生 ヤマナカ　ラクセイ 伊吹高校

畑野　修平 ハタノ　シュウヘイ
滋賀クラブ

（滋賀県庁）
2016シニア代表 アジアチャンピオンズトロフィー出場

成年男子

成年男子

成年男子 瀧上　諒大 タキガミ　リョウタ

金子　悠志 カネコ　ユウシ 大津高校

宮口　優希 ミヤグチ　ユウキ 瀬田工業高校

2017 U21日本代表

渡辺　幹太 ワタナベ　カンタ
滋賀クラブ

（米原市役所）

的塲　洸希 マトバ　コウキ
滋賀クラブ

（(株)櫻田商店）

堀川　真有里 ホリカワ　マユリ 立命館大学

ベテランJOPランキング 男子シングルス35歳以上 2位(R4.5.31)

立命館大学

立命館大学

志賀　巧 シガ　タクミ 東レ(株)

辻井　紫歩 ツジイ　シホ 滋賀クラブ
（米原市地域包括医療福祉センター）

第73回国民体育大会（福井）優勝メンバー

小林　一成 コバヤシ　イッセイ (株)GSユアサ

杉山　惇士 スギヤマ　アツシ
滋賀クラブ

（(株)滋賀銀行）

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

清水　怜 シミズ　リョウ 大津高校

U23世界選手権(2021)日本代表候補選手

FISU World University Games選手権(2021)

日本代表候補選手

2022 JPNナショナルチーム　ペアでワールドカップ出場

鈴木　伶奈 スズキ　レナ

成年男子

少年男子

少年男子

ボート

ホッケー

ホッケー

ボート

成年男子

ダブルスカル

舵手つきフォア

シングルスカル

ダブルスカル

舵手クォドルプル

成年男子

ボート

ホッケー

成年女子

成年女子

成年男子

ホッケー

競技名 出場種目 主な実績・出場大会種別 フリガナ 所属・勤務先等氏名

テニス

ボート

ホッケー

ホッケー

ホッケー

舵手クォドルプル

ボート

ボート 成年女子

成年女子

少年男子

3

成年男子

24

成年男子

8

13

15

11

12

19

21

22

4

6

7

9

10

ホッケー 成年女子

14

18

ホッケー23

ホッケー

ホッケー

16 ホッケー

第77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

阿南　美咲 アナン　ミサキ
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競技名 出場種目 主な実績・出場大会種別 フリガナ 所属・勤務先等氏名

第77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

体操 少年女子 新体操 佐川　陽南 サガワ　ヒナ 近江兄弟社高校
2018全日本ジュニア新体操選手権大会9位、全日本クラブ団体選手権7位入賞

2022三重県パールカップ団体2位

第18回 2022全日本ジュニアオールスタードリームマッチに選出

山本　紗瑛 ヤマモト　サエ 伊吹高校

中学で全国優勝経験者（駿台学園中・東京）

2019 U-16日本代表

2021 U-18日本代表

2019 全国高校総体 フライ級 ベスト16西原　柊吏 ニシハラ　シュリ 芦屋大学

三杉　遥 ミスギ　ハルカ

第74回国民体育大会（茨城）成年67kg級　４位

第26回日韓中ジュニア交流競技会日本代表選手

2021 全国選抜・全国高校総体制覇（名経大市邨高）

全国高校総体大会優秀選手

大塚　和 オオツカ　トモ 新旭電子工業(株)

関　紗弥 セキ　サヤ びわこ成蹊スポーツ大学

田中　響人 タナカ　キョウト 中央大学

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

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

コバヤシ　ユメ 滋賀銀行Lake Venus

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

第74回国民体育大会（茨城）成年109kg級　４位

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）

尾添　勇平 オゾエ　ユウヘイ （公財）滋賀県スポーツ協会

亀田　隆真 カメダ　リュウマ 近江高校

伊藤　さつき イトウ　サツキ 滋賀銀行Lake Venus

小林　結女

宮﨑　寧子 ミヤザキ　ネネ 滋賀銀行Lake Venus

大橋　瑠菜 オオハシ　ルナ 滋賀銀行Lake Venus

オモテ　シンイチロウ 仙台大学

西　人生 ニシ　ジンセイ 仙台大学

竹中　乃愛 タケナカ　ノア 守山高校

近江高校

田中　日菜 タナカ　ヒナ 近江兄弟社高校

全日本新体操選手権大会7位、西日本学生新体操選手権大会優勝

全国中学校総体出場

インターハイ・全日本ジュニア・全国中学校総体監督

2022三重県パールカップ個人及び団体2位

圓城　希帆 エンジョウ　キホ 近江兄弟社高校

2019 春高バレー優勝（東山高）　リベロ

2019 U16日本代表

髙木　咲希 タカギ　サキ 伊吹高校 2019 U16日本代表

國友　紅亜 クニトモ　クレア 伊吹高校

2021 U16日本代表田中　心那 タナカ　ココナ 伊吹高校

五頭　寛大 ゴトウ　カンダイ びわこ成蹊スポーツ大学

北川　礼子 キタガワ　レイコ Stella　R☆G

2022 第76回全日本体操個人総合選手権出場

2022 第76回全日本体操個人総合選手権出場

横山　真希 ヨコヤマ　マキ 日野高校

2018全日本ジュニア新体操選手権大会9位、全日本クラブ団体選手権7位入賞

2022三重県パールカップ個人及び団体2位

2022三重県パールカップ個人及び団体2位

2018全日本ジュニア新体操選手権大会9位、全日本クラブ団体選手権7位入賞

2019全国中学校総体18位、2022三重県パールカップ個人優勝・団体2位

表　慎一郎

109kg級

少年女子

新体操

少年女子 新体操

成年男子ハンドボール

ウエイトリフティング

少年女子

監督
新体操

少年女子 新体操

体操

67kg級

体操

成年男子バレーボール

成年男子 競技

バレーボール

バレーボール

体操

成年男子体操 競技

ホッケー 少年女子

ホッケー 少年女子

ホッケー 少年女子

バスケットボール

新体操

28

26

29

27

25

44

43

42

41

35

45

46

31

36

38

39

30

32

体操

体操

体操

バスケットボール

バスケットボール

ボクシング 成年男子

成年女子

成年女子

48

少年男子 ６人制

６人制

少年男子 ６人制

成年女子

成年女子

47

少年女子

37

成年男子

バスケットボール

40

33

34

成年男子

成年女子

ホッケー 少年女子

ハンドボール

ウエイトリフティング
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競技名 出場種目 主な実績・出場大会種別 フリガナ 所属・勤務先等氏名

第77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

2022 第44回全国高校柔道選手権大会 48kg級 2位

全柔連強化指定C

67 柔道 女子 本田　万結 ホンダ　マユ 比叡山高校
2022 第44回全国高校柔道選手権大会 無差別級 1位

全柔連強化指定B

ボチ ジュンノスケ 玉川高校

小野　葵衣 オノ アオイ 膳所高校

荒木　珂生 アラキ カイ 玉川高校

66 柔道 女子 足立　美翔 アダチ　ミト 比叡山高校

64

65

ソフトボール 成年男子

秋田　ハル アキタ　ハル 比叡山高校

杉村　美寿希 スギムラ　ミズキ 東海大学

福田　大和 フクダ　ヤマト 比叡山高校
2022 第44回全国高校柔道選手権大会 60kg級 2位

全柔連強化指定C

2021 全国高校総体 78kg級 優勝

全柔連強化指定B

2022 第44回全国高校柔道選手権大会 81kg級 3位

全柔連強化指定D

（公財）滋賀県スポーツ協会イガラシ　フミヤ五十嵐　史弥
2021 全日本卓球選手権大会 混合ダブルス ベスト8

スポーツ特別指導員

協会のジュニア教室出身

レイキッズ3期生

2021 全国中学生総体 出場小山　悠侍郎 コヤマ　ユウジロウ 立命館守山高校

タニグチ　シンイチ 水口乗馬クラブ

レイキッズ1期生

競技体験からフェンシングに取組み高校・大学と競技に取り組む。

協会のジュニア教室出身

2022 近畿高校フェンシング選手権大会 男子個人サーブル 優勝

深堀　金の翼 フカボリ　キンノスケ 綾羽高校 第47回全日本高校選抜ソフトテニス大会 出場

国体優勝歴あり

2002全日本学生馬術大会 馬場馬術 優勝、競馬界調教師

治武　しおり ジム　シオリ 水口乗馬クラブ 国体優勝歴あり

池添　学 イケゾエ　マナブ JRA栗東トレーニングセンター

谷口　真一

松本　璃音 マツモト リノン 同志社大学

保知　純乃介

立命館守山高校　教員

2022 西日本大学選手権大会 優勝

第46回総理大臣杯全日本学生選抜インドア選手権大会

ダブルス優勝（2012）

2010全国高校総体 団体優勝（上宮高）

元U-17・U-20ナショナルチーム

オオツ　サクラ 立命館大学

林　誠太郎 ハヤシ　セイタロウ (株)シーテック

峯松　健太朗 ミネマツ　ケンタロウ

2021 全国高校総体個人 優勝（京都光華高）

2022 第73会関東ソフトテニス選手権大会 ベスト8

2021 全国高校総体個人 優勝（京都光華高）

大津　櫻

寺澤　佑珠妃 テラザワ　ユズキ 國學院大學

北川　アンナ璃咲 キタガワ　アンナリーザ 明治大学

成年男子

成年女子

少年男子

少年女子

少年男子

成年男子

成年男子

成年女子

少年男子

柔道

フェンシング

フェンシング

フェンシング

成年男子

馬術

馬術

女子

60

61 フェンシング

63

62

ソフトテニス

ソフトテニス

ソフトテニス

ソフトテニス

50

53

56

68

57

59

58

69

柔道

少年男子

少年男子

少年男子

卓球

ソフトテニス

成年女子

成年男子

柔道

馬場馬術競技

標準障害飛越競技

国体総合馬術競技

標準障害飛越競技馬術

ソフトテニス

49

成年女子

52

51

55

ソフトテニス 成年女子

54

中村　祥悟 ナカムラ　ショウゴ 日本精工(株)

2019 第51回西日本大学ソフトボール選手権大会 優勝

2019 第54回全日本大学男子選手権（インカレ）ベスト4

2022 アスナビ入社

70 ソフトボール 成年男子 萩原　僚太郎 ハギワラ　リョウタロウ 日本精工(株)

2019 第51回西日本大学ソフトボール選手権大会 優勝

2019 第54回全日本大学男子選手権（インカレ）ベスト4

2022 アスナビ入社

72 ソフトボール 成年男子 宮平　大空 ミヤヒラ　ヒロタカ 大津市立中央小学校　教員
2019 第51回西日本大学ソフトボール選手権大会 優勝

2019 第54回全日本大学男子選手権（インカレ）ベスト4

71 ソフトボール 成年男子 上田　悠生 ウエダ　ユウキ 日本精工(株)

2019 第51回西日本大学ソフトボール選手権大会 優勝

2019 第54回全日本大学男子選手権（インカレ）ベスト4

2022 アスナビ入社
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競技名 出場種目 主な実績・出場大会種別 フリガナ 所属・勤務先等氏名

第77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

ラグビー

フットボール
成年男子 内藤　伸哉 ナイトウ　シンヤ 玉川高校　教員 第73回国民体育大会（福井）優勝

96
ラグビー

フットボール
女子 宮村　彩加 ミヤムラ　アヤカ 追手門学院大学 女子15人制TIDユースチーム候補選手

ライフル射撃 成年男子 FR3×20 橋爪　一馬 ハシヅメ　カズマ 草津高校　教員
第73回国民体育大会（福井）優勝

第74回国民体育大会（茨城）優勝

77 バドミントン
少年男子

監督

衣川　真生 キヌガワ　マオ

比叡山高校 2016 リオオリンピック 混合複日本代表

78

池山　蒼人 イケヤマ　アオト

比叡山高校 2021 第50回全国高校選抜バドミントン大会 単複ベスト8

少年男子

数野　健太 カズノ　ケンタ

比叡山高校 2021 第50回全国高校選抜バドミントン大会 複ベスト8

バドミントン 少年男子

ライフル射撃

少年男子 BR60J 後藤　琉希 ゴトウ　ルキ 滋賀学園高校

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

少年女子 AR60WJ 折田　采花 オリタ　サナ 水口高校

2021 第41回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 優勝宮川　皓平 ミヤガワ　コウヘイ 水口高校

2021 第41回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 2位

93 ライフル射撃 少年女子 BR60WJ 山﨑　わかな 2021 第41回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 4位

95

中口　遥 ナカグチ　ハルカ 滋賀ダイハツ販売(株) 東京2020オリンピック出場

ライフル射撃 成年女子 AP60W 田畑　実菜 タバタ　ミナ 西川ローズ(株) 第74回国民体育大会（茨城）優勝

91

90 ライフル射撃

少年女子 BP60WJ 村田　薫美 ムラタ　クルミ 水口高校

ライフル射撃

少年男子 BP60J

池内　隆成 イケウチ　リュウセイ 綾羽高校 2021 全国高校総体 団体 4位

ライフル射撃 成年男子 AR60 岩崎　貴文 イワサキ　タカフミ （公財）滋賀県スポーツ協会 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 成年女子 R3×20 山森　月乃 ヤマモリ　ツキノ 同志社大学
第74回国民体育大会（茨城）優勝

2022 日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 4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

ヤマザキ　ワカナ 水口高校

ライフル射撃 成年女子 AR60W

92

94

弓道

80

81

成年男子 遠的・近的

少年男子 遠的・近的弓道

弓道 少年男子 遠的・近的

79 バドミントン

2021 全国高校総体 団体 4位

2021 全国高校総体 単ベスト16

柴谷　篤輝 シバタニ　アツキ 綾羽高校

2021 第50回全国高校選抜バドミントン大会 単ベスト16

2021 全国中学校総体 単ベスト16

大石　桃花 オオイシ　モモカ プレンティグローバルリンクス(株)

山名　彩心 ヤマナ　アヤミ 滋賀短大附高校

松川　華実 マツカワ　ハナミ 滋賀短大附高校

木下　大智 キノシタ　ダイチ 彦根市立城陽小学校　職員 第73回国民体育大会（福井）少年男子 優勝82

87

88

89

84

83

バドミントン

少年女子

85

86

76

バドミントン

バドミントン

成年女子

少年女子

74 ソフトボール 成年男子 辻　天薫 ツジ　タカマサ 国際情報高校　教員
2016 第48回西日本大学ソフトボール選手権大会 優勝

ベストナイン

75 ソフトボール 成年男子 平井　至 ヒライ　イタル 近江八幡市立安土小学校　教員
2009 第81回選抜高等学校野球大会（甲子園）に

彦根東高校で出場

73 ソフトボール 成年男子 中島　悠愛 ナカジマ　ユウマ 彦根工業高校　教員
2021 第53回西日本大学ソフトボール選手権大会 優勝

2021 第56回全日本大学男子選手権（インカレ）ベスト8
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競技名 出場種目 主な実績・出場大会種別 フリガナ 所属・勤務先等氏名

第77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

魚住　崚斗 ウオズミ　リョウト 安曇川高校
2017 全日本少年少女武道（銃剣道）錬成大会　団体戦 準優勝

第33回全国高校生銃剣道大会 個人戦高校1年生男子の部 優勝

111 銃剣道 少年男子 井上　大志 イノウエ　タイシ 立命館守山高校
2017 全日本少年少女武道（銃剣道）錬成大会　団体戦 準優勝

個人戦 3位

116 ボウリング 成年女子 個人戦、2人チーム戦、４人チーム戦 石橋　沙穂 イシバシ　サホ (株)ザ・フォウルビ

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

115 成年女子ボウリング

107 アーチェリー 少年女子 原田　愛実 ハラダ　マナミ 大津商業高校 2021 全国高校総体 団体 優勝

108 アーチェリー 少年女子 勝見　麗 カツミ　レイ 大津商業高校 2021 全国高校総体 団体 優勝

114 ボウリング 成年男子 個人戦、2人チーム戦、４人チーム戦 依藤　章 ヨリフジ　アキラ (株)光徳メッキ工業所

全日本選手権大会チーム戦 優勝３回

全日本実業団選手権大会 優勝３回

全日本実業団産業別選手権大会 優勝

成年男子

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
竹内　誠竜 タケウチ　セイリョウ 国士舘大学

110 銃剣道 少年男子

106 アーチェリー 成年女子 木内　るう キウチ　ルウ 近畿大学 2021 全国高校総体 団体 優勝

アーチェリー 成年女子 三浦　慧子 ミウラ　ケイコ 龍谷大学 2018 全国高校総体 団体 優勝

成年男子
ワイルドウォーター

カヤックシングル

117

アーチェリー 成年男子 山本　雅也 ヤマモト　マサヤ (株)イシダ

第70回国民体育大会（和歌山）団体 優勝

第71回国民体育大会（岩手）団体 2位

2018 ナショナルチームメンバー

118

アーチェリー 成年女子 渋谷　樹里 シブヤ　ジュリ 早稲田大学

レイキッズ一期生

2020 第39回全国高等学校アーチェリー選抜大会　優勝

2021 U-20ナショナルチーム　世界ユース選手権 団体 優勝

112

113

105

日本郵政(株)

竹山　亜希 タケヤマ　アキ ポキポキ堂

近藤　雄太 コンドウ　ユウタ 日本ソフト開発(株)

99

第65回国民体育大会（千葉）少年男子 団体 準優勝

第13回世界ユース選手権４人チーム戦 3位

第50回関西選抜選手権大会優勝、元ナショナルチーム

第74回国民体育大会（茨城）４人チーム戦 ２位

第57回全日本大学選手権大会 優勝

第51回全日本大学個人選手権大会 3位

第53回全日本大学選手権大会 優勝

第44・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歳の部 準優勝

成年男子

104

109

100

山本　嶺 ヤマモト　リョウ （公財）滋賀県スポーツ協会

奥田　翔悟 オクダ　ショウゴ
医療法人幸生会

琵琶湖中央リハビリテーション病院

空手道

102

103

カヌー

滋賀県カヌー協会 第74回国民体育大会（茨城） 500ｍ 2位

101

97

98

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 5位

関西ジュニア選手権大会 総合 優勝

千葉　鉄也個人戦、2人チーム戦、４人チーム戦

個人戦、2人チーム戦、４人チーム戦

個人戦、2人チーム戦、４人チーム戦

筈井　飛鳥 ハズイ　アスカ 琵琶湖汽船(株)

チバ　テツヤ

少年男子

2021 オリンピックホープスU15出場

2021 全国中学生総体 K-1/K-2 優勝

2021 近畿ブロック大会 個人１位・団体２位

2021 全国高校総体200m/500m 優勝

2021 オリンピックホープスU16 500ｍ８位（日本人女子初）

2022 第10回リードユース日本選手権南砺大会 11位

小林　陽菜 コバヤシ　ハルナ 大津高校

原　匠生 ハラ　タクミ 立命館守山高校

中岡　誠琉 ナカオカ　セイル 北大津高校

橋山　純乃介 ハシヤマ　ジュンノスケ 八幡高校

第74回国民体育大会（茨城） 25ゲート3位、15ゲート4位

2021 日本カヌースラローム選手権 7位

スポーツ特別指導員

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

小梶　孝行 コカジ　タカユキ

成年男子 形

成年女子 個人戦、2人チーム戦、４人チーム戦

少年男子 カヤックシングル

少年女子 カヤックシングル

少年男子 リード・ボルダリング

ゴルフ

スポーツクライミング

ボウリング

ボウリング

カヌー

スプリント

カナディアンシングル
カヌー

カヌー

成年男子

成年男子

カヌー

スラローム

カヤックシングル

ボウリング


