
 

 

 

      

 令和 3 年 4 月に 17 名のアスリートが SHIGA アスリートナビ協力企業に入社しました。また、

2 名の選手が「スポーツ特別指導員」として(公財)滋賀県スポーツ協会で採用されました。 

 今年度、三重県で開催される第 76 回国民体育大会をはじめ、2025 年に本県で開催される第 79

回国民スポーツ大会において、滋賀県選手団の中心として活躍が期待されるアスリートをぜひ応援

していただきますようお願いいたします。 

 

  ◆ＳＨＩＧＡアスリートナビ 
    本県で開催される第 79 回国民スポーツ大会に向けた滋賀の競技力向上および大会後も本

県のスポーツ振興に貢献いただける人材の確保を目的に、全国や世界で活躍するトップアス

リートや指導者と県内企業等との就職マッチングを支援します。 
 

 

  ◆スポーツ特別指導員 

    全国大会・国際大会で活躍するトップアスリートを「スポーツ特別指導員」として(公財)

滋賀県スポーツ協会において雇用し、本県代表選手として国民スポーツ大会でご活躍いただ

くとともに、競技団体が実施する強化練習会等に派遣することにより本県選手の競技力向上

を図ります。 
 



①競技名 ②入社企業名 ③前所属 

 

山本 一翔（やまもと かずと） 
①ウエイトリフティング 

②新生化学工業株式会社 

③近畿大学 
④主な競技実績 

 ・2021 第 66 回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 2 部１位 

 ・2020 第 59 回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 1 位 

 

中村 夏樹（なかむら なつき） 
①ウエイトリフティング 

②新旭電子工業株式会社 

③びわこ成蹊スポーツ大学 
④主な競技実績 

 ・2020 第 66 回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 5 位 

 ・2019 第 16 回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 2 位 

 

近藤 雄太（こんどう ゆうた） 
①ボウリング 

②日本ソフト開発株式会社 

③岡山商科大学 
④主な競技実績 

 ・2020 第 58 回全日本大学ボウリング選手権大会 5 人ﾁｰﾑ戦 優勝（2 年連続） 

 ・2019 第 57 回全日本大学ボウリング選手権大会 5 人ﾁｰﾑ戦 優勝 

 

伊藤 友希（いとう ゆうき） 
①柔道 

②新生化学工業株式会社 

③鹿屋体育大学 
④主な競技実績 

 ・2019 全日本学生柔道体重別選手権大会 70kg 級 3 位 

 ・2018 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 70kg 級 5 位 

 

今西 優一（いまにし ゆういち） 
①軟式野球 

②公益財団法人青樹会 滋賀八幡病院 

③㈱永和商事 
④主な競技実績 

 ・2019 伊勢神宮奉納社会人野球 JABA 伊勢・松阪大会 ベスト 8 

 ・2015 阪神大学野球連盟 2 部優勝 



 

田畑 実菜（たばた みな） 
①ライフル射撃（エアピストル） 

②西川ローズ株式会社 

③びわこ学院大学 
④主な競技実績 

 ・2019 第 74 回国民体育大会ライフル射撃競技 優勝 

 ・2019 第 23 回全日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 2 位 

 

藤原 智也（ふじわら ともや） 
①ボウリング 

②川相商事株式会社 滋賀支社 

③岡山商科大学 
④主な競技実績 

 ・2020 第 58 回全日本大学ボウリング選手権大会 5 人ﾁｰﾑ戦 優勝（2 年連続） 

 ・2019 第 57 回全日本大学ボウリング選手権大会 5 人ﾁｰﾑ戦 優勝 

 

大塚 和（おおつか とも） 
①ウエイトリフティング 

②新旭電子工業株式会社 

③セコム株式会社 
④主な競技実績 

 ・2019 第 74 回国民体育大会ウエイトリフティング競技会 67kg 級 4 位 

 ・2019 第 79 回全日本ウエイトリフティング選手権大会 67kg 級 2 位 

 

西川 吉野（にしかわ よしの） 
①バレーボール 

②東レ株式会社 

③金蘭会高等学校 
④主な競技実績 

 ・2019 ユルナッキアワールドカップ 2019 優勝 

 ・2019 第 16 回女子 U18 世界選手権大会 第５位 

 

樫村 まどか（かしむら まどか） 
①バレーボール 

②東レ株式会社 

③水戸女子高等学校 
④主な競技実績 

 ・2019 ユルナッキアワールドカップ 2019 優勝 

 ・2019 第 16 回女子 U18 世界選手権大会 第５位 

 

江畠 凛斉（えばた りんざい） 
①ボート 

②東レ株式会社 

③日本大学 
④主な競技実績 

 ・2020 全日本大学選手権 エイト準優勝 

 ・2020 全日本選手権 エイト３位 



 

於保 伊吹（おほ いぶき） 
①ソフトボール 

②日本精工株式会社 石部工場 

③佐賀県立鹿島高等学校 
④主な競技実績 

 ・2020 県高等学校総合体育大会 優勝 

 ・2019 県高校女子ソフトボール選手権大会 準優勝 

 

桑畑 詩乃（くわはた うたの） 
①ソフトボール 

②日本精工株式会社 石部工場 

③IPU･環太平洋大学 
④主な競技実績 

 ・2018 第 73 回国民体育大会 3 位 

 ・2017 第 52 回全日本大学女子ソフトボール選手権大会 優勝 

 

須藤 祐美（すどう ゆみ） 
①ソフトボール 

②日本精工株式会社 石部工場 

③淑徳大学 
④主な競技実績 

 ・2019 第 54 回全日本大学女子ソフトボール選手権大会 ベスト 8 

 ・2015 第 33 回全国高等学校選抜大会 3 位 

 

宮村 美葵（みやむら みき） 
①ソフトボール 

②日本精工株式会社 石部工場 

③富山県立滑川高等学校 

④主な競技実績 

 ・2019 県高等学校総合体育大会 1 位 

 ・2018 北信越高等学校体育大会 2 位 

 

片山 菜々（かたやま なな） 
①バスケットボール 

②株式会社 滋賀銀行 

③福岡大学 
④主な競技実績 

 ・2020 第 72 回全日本大学バスケットボール選手権大会 ベスト 16 

 ・2020 第 27 回全九州大学バスケットボールリーグ戦 準優勝（敢闘賞） 

 

藤田 夏生（ふじた なつき） 
①バスケットボール 

②株式会社 滋賀銀行 

③武庫川女子大学 
④主な競技実績 

 ・2020 第 72 回全日本大学バスケットボール選手権大会 出場 

 ・2020 関西女子学生バスケットボール交流大会 ３位（優秀選手賞） 



①競技名 ②前所属 

 

内田 弦大（うちだ げんた） 
①トライアスロン 

②関西大学 
③主な競技実績 

 ・2020 日本トライアスロン連合 強化 B 指定選手 

 ・2019 第 25 回日本トライアスロン選手権 5 位 

 ・2019 ハバナ CAMTRI トライアスロンアメリカンカップ 3 位 

 

小窪 秀尚（こくぼ ひでなお） 
①アイスホッケー 

②釧路厚生社アイスホッケー部 

③主な競技実績 

 ・2015 全日本アイスホッケー選手権 優勝 

 ・2013～2014 アジアリーグ（トップリーグ） 優勝 

 ・2017、2019 ユニバーシアード日本代表選手 

 


