
＜競技順・50 音順＞ 

 門田 光希（かどた りく） 
競 技:陸上・走幅跳 

前所属:びわこ成蹊スポーツ大学 

入社企業:ツルタホールディングス株式会社 
主な競技実績 

 ・2021 日本学生陸上競技対校選手権大会 走幅跳 出場 

 ・2020 日本学生陸上競技対校選手権大会 4×100ｍR 出場 

 栁原 隼（やなぎはら はやと） 
競 技:陸上・競歩 

前所属:びわこ成蹊スポーツ大学 

入社企業:西川ローズ株式会社 
主な競技実績 

 ・2021 日本学生対校選手権 10000m 競歩 5 位入賞 

 ・2021 日本学生陸上競技個人選手権大会 10000m 競歩 5 位入賞 

 小川 耀司（おがわ ようじ） 
競 技:ハンドボール 

前所属:琉球コラソン 

入社企業:公益財団法人青樹会 滋賀八幡病院 
主な競技実績 

 ・2020 日本ハンドボール選手権 ベスト 16 

 ・2020 日本ハンドボールリーグ 10 位 

 畑 勝也（はた かつや） 
競 技:ハンドボール 

前所属:ゴールデンウルヴス福岡 

入社企業:株式会社ｆ-プランニング 
主な競技実績 

 ・2019 ジャパンオープンハンドボールトーナメント 優勝 

 ・2016 全日本学生ハンドボール選手権大会 ベスト 8 

 上田 悠生（うえだ ゆうき） 
競 技:ソフトボール 

前所属:環太平洋大学 

入社企業:日本精工株式会社 
主な競技実績 

 ・2019 全日本大学男子ソフトボール選手権大会 3 位 

 ・2019 西日本大学男子ソフトボール選手権大会 優勝 

 中村 祥悟（なかむら しょうご） 
競 技:ソフトボール 

前所属:環太平洋大学 

入社企業:日本精工株式会社 
主な競技実績 

 ・2019 全日本大学男子ソフトボール選手権大会 3 位 

 ・2018 男子ソフトボール U19 日本代表（世界男子ジュニア 準優勝） 



 萩原 僚太郎（はぎわら りょうたろう） 
競 技:ソフトボール 

前所属:環太平洋大学 

入社企業:日本精工株式会社 
主な競技実績 

 ・2019 第 74 回国民体育大会 成年男子 3 位 

 ・2019 全日本大学男子ソフトボール選手権大会 3 位 

 

比金 有紀（ひがね ゆうき） 
競 技:バレーボール 

前所属:青山学院大学 

入社企業:東レ株式会社 
主な競技実績 

 ・2018 東日本バレーボール大学選手権大会 準優勝 

 ・2018 秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会 準優勝 

 深澤 つぐみ（ふかざわ つぐみ） 
競 技:バレーボール 

前所属:就実高等学校 

入社企業:東レ株式会社 
主な競技実績 

 ・2022 全日本バレーボール高等学校選手権大会 優勝 

 ・2021 全日本バレーボール高等学校選手権大会 優勝 

 

飯田 帆乃香（いいだ ほのか） 
競 技:バスケットボール 

前所属:日本女子体育大学 

入社企業:株式会社 滋賀銀行 
主な競技実績 

 ・マネージャー 

 

杉 咲里奈（すぎ さりな） 
競 技:バスケットボール 

前所属:日本経済大学 

入社企業:株式会社 滋賀銀行 
主な競技実績 

 ・2021 全日本大学バスケットボール選手権大会 ベスト 16 

 ・2021 全九州大学バスケットボールリーグ戦 優勝 

 

前田 芽生（まえだ めう） 
競 技:バスケットボール 

前所属:名古屋学院大学 

入社企業:株式会社 滋賀銀行 
主な競技実績 

 ・2021 全日本大学バスケットボール選手権大会 出場 

 ・2021 東海学生バスケットボールリーグ戦 1 部リーグ 準優勝 



 

山岡 まつり（やまおか まつり） 
競 技:バスケットボール 

前所属:武庫川女子大学 

入社企業:株式会社 滋賀銀行 
主な競技実績 

 ・2021 全日本大学バスケットボール選手権大会 出場 

 ・2021 関西女子学生バスケットボールリーグ戦 4 位 

 

國領 允哉（こくりょう まさや） 
競 技:軟式野球 

前所属:東日本国際大学 

入社企業:公益財団法人青樹会 滋賀八幡病院 
主な競技実績 

 ・2018 全日本大学野球選手権 ベスト 8 

 ・2018 明治神宮大会 大学の部 ベスト 8 

 

小山 孝治（こやま こうじ） 
競 技:軟式野球 

前所属:ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 

入社企業:公益財団法人青樹会 滋賀八幡病院 
主な競技実績 

 ・2019 県高等学校野球選手権大会 ベスト 4 

 ・2018 県高等学校野球選手権大会 準優勝 

 

藤原 大輔（ふじわら だいすけ） 
競 技:軟式野球 

前所属:びわこ成蹊スポーツ大学 

入社企業:公益財団法人青樹会 滋賀八幡病院 

 

 

増本 陽太（ますもと ようた） 
軟式野球 

前所属:県立八幡工業高等学校 

入社企業:公益財団法人青樹会 滋賀八幡病院 

 

 

有元 茜（ありもと あかね） 
競 技:ソフトボール 

前所属:神戸親和女子大学 

入社企業:日本精工株式会社 
主な競技実績 

 ・2019 秋季関西学生ソフトボールリーグ 1 部 最優秀投手賞 

 ・2017 第 72 回国民体育大会 少年女子 3 位 



 

栗原 ななみ（くりはら ななみ） 
競 技:ソフトボール 

前所属:飛龍高等学校 

入社企業:日本精工株式会社 
主な競技実績 

 ・2021 県高等学校総合体育大会 優勝 

 

 

後藤 明日香（ごとう あすか） 
競 技:ソフトボール 

前所属:環太平洋大学 

入社企業:日本精工株式会社 
主な競技実績 

 ・2021 全日本大学女子ソフトボール選手権大会 準優勝 

 ・2020 全国大学選抜女子ソフトボール選手権大会 ベスト８ 

 鈴木 涼也（すずき りょうや） 
競 技:剣道 

前所属:早稲田大学 

入社企業:東レ株式会社 
主な競技実績 

 ・2019 関東学生剣道大会 ベスト 16 

 ・2019 関東学生新人剣道大会 3 位 

 


