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№ 氏　　名 年齢 競技（種目等） 所　　属 出身地 卒業校等

クキ　　タクミ

九鬼　巧 20歳 2012年 日本陸上選手権　100m　２位

2010年 世界ジュニア陸上競技選手権　100m・リレー出場
全国高校総体　100m　優勝
国民体育大会　100m　２位

2009年 世界ユース陸上競技選手権　
　　　　100m　６位　　　4×100mリレー３位
全国高校総体　100m　優勝
国民体育大会　100m　２位

生年月日　　1992年5月18日

サカモト　　ナオヤ

阪本　直也 24歳 2011年 カヌースプリント世界選手権大会　200ｍ　１９位

ロンドンオリンピックアジア大陸予選会　200ｍ　３位
日本選手権大会　カナディアンシングル200m、500m　優勝

2010年 アジア競技大会 カナディアンシングル200m　３位
日本選手権大会　カナディアンシングル200m、500m　優勝

生年月日　　1988年6月29日

シマモト　　マミ

嶋本　麻美 24歳 2012年 全日本選手権大会 ７５ｋｇ超級　優勝

2011年 ロンドンオリンピックプレ大会 ７５ｋｇ超級　３位　
世界選手権大会　７５ｋｇ超級　６位
全日本選手権大会 ７５ｋｇ超級　優勝

2010年 全日本選手権大会 ７５ｋｇ超級　優勝
2009年 東アジア競技大会 ７５ｋｇ超級　３位

生年月日　　1987年9月24日

タナカ　　　カズヒト

田中　和仁 27歳 2012年 全日本選手権兼オリンピック選考会　個人７位

NHK杯兼オリンピック選考会　NHK杯個人５位　オリンピック選考総合２位

2011年 世界選手権　団体２位　　
JAPAN　CＵP　団体優勝　　　　
全日本体操競技選手権大会　個人３位
ＮＨＫ杯兼世界選手権大会最終選考会　個人２位

2010年 世界体操競技選手権大会　団体２位　　
ＮＨＫ杯兼世界選手権大会最終選考会　個人４位
JAPAN　CＵP　団体優勝　　　　

2009年 世界体操競技選手権大会　個人４位　平行棒３位
生年月日　　1985年5月16日

タナカ　　　リエ

田中　理恵 25歳 2012年 全日本選手権兼オリンピック選考会　個人優勝

NHK杯兼オリンピック選考会　個人優勝
2011年 世界選手権　団体７位　個人２０位

JAPAN　CＵP　団体２位　個人６位　　
全日本体操競技選手権大会　個人２位
ＮＨＫ杯兼世界選手権大会最終選考会　個人２位

2010年 世界体操競技選手権大会　団体５位　個人１７位
　　「ロンジン・エレガンス賞」受賞（日本人初）
アジア競技大会（日本代表）　団体２位　個人３位　跳馬２位
豊田国際体操競技選手権大会（種目別大会）　　跳馬２位

生年月日　　1987年6月11日

※　５０音順、年齢は7月4日現在。

 
　和歌山北高校
　

1

陸上
(短距離)

早稲田大学
(２年生)

和歌山県
(有田市)

第３０回オリンピック競技大会（２０１２／ロンドン）に出場する本県関係者一覧

主 な 戦 績 

体　操 徳洲会体操クラブ

4

和歌山県
(和歌山市)

 
　和歌山北高校
　→日本大学

和歌山県
(和歌山市)

 
　和歌山東高校
　→金沢学院大学

和歌山県教育センター
学びの丘

5

体　操

和歌山県
(田辺市)

　神島高校
　→日本体育大学

カヌー
(カナディアンシングル)

ウエイトリフティング
(７５ｋｇ超級)

和歌山県
(和歌山市)

 
　和歌山北高校
　→日本体育大学
　→日本体育大学大学院

日本体育大学
(研究員)

3

金沢学院大学
(職員)

2



NO.２

№ 氏　　名 年齢 競技（種目等） 所　　属 出身地 卒業校等

タナカ　　　ユウスケ

田中　佑典 22歳 2012年 全日本選手権兼オリンピック選考会　個人１０位

NHK杯兼オリンピック選考会　個人１６位
2011年 全日本体操競技選手権大会　個人５位

ＮＨＫ杯兼世界選手権大会最終選考会　個人６位
全日本学生選手権大会　個人優勝
豊田国際体操競技選手権大会（種目別大会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平行棒優勝　鉄棒２位

生年月日　　1989年11月29日

ニシオカ　　　シホ

西岡　詩穂 23歳 2012年 アジア選手権　  団体２位　

2011年 全日本選手権　 団体優勝　個人５位
アジア選手権 　 団体２位　個人６位

2010年 アジア選手権 　 団体２位　 個人８位
2008-
 2010年

全日本選手権　 団体優勝（３連覇）

2007年 世界ジュニア選手権　個人６位
2006年 世界カデ選手権　個人２位

生年月日　　1989年2月28日

ハギワラ　　　マユコ

萩原　麻由子 25歳 2012年 全日本自転車競技選手権大会ロードレース優勝

2011年 全日本自転車競技選手権大会ロードレース優勝
2010年 アジア選手権ポイントレース優勝

アジア選手権個人タイムトライアル２位
全日本自転車競技選手権大会ロードレース優勝

2006年 アジア競技大会ロードレース優勝
生年月日　　1986年10月16日

フルカワ　タカハル

古川　高晴 27歳 2011年 世界アーチェリー選手権大会日本代表

2010年 ワールドカップ 中国・上海大会　男子団体２位  
ワールドカップ トルコ・アンタルヤ大会　男子団体３位

2008年 北京オリンピック　　日本代表
2007年 世界アーチェリー選手権大会日本代表　男子個人１１位
2004年 アテネオリンピック日本代表　男子団体８位

生年月日   1984年8月9日

ミヤザキ　ヨシヒト

　宮崎　義仁　 53歳 2008年 北京オリンピック 男子日本代表監督

1988年 ソウルオリンピック 日本代表
1987年 世界卓球選手権 日本代表

生年月日　　1959年4月8日

ユモト　　　ケンイチ

湯元　健一 27歳 2012年 ロンドンオリンピック代表選手最終選考会　優勝

2011年 世界選手権大会　３位
全日本選抜選手権大会　優勝　

2010年 全日本選手権大会　優勝　
全日本選抜選手権大会　３位　
オルドス国際ナダム・スポーツ大会　優勝

2008年 オリンピック(北京)大会　３位
生年月日　　1984年12月4日　　

※　５０音順、年齢は7月4日現在。

群馬県

 
　和歌山北高校
　→日本女子体育大学

7

フェンシング
(フルーレ)

ＮＥＸＵＳ株式会社
和歌山県

(和歌山市)

主 な 戦 績 

第３０回オリンピック競技大会（２０１２／ロンドン）に出場する本県関係者一覧

自転車
(ロード)

サイクルベースあさひ
（和歌山県自転車
競技連盟登録）

11

レスリング
（フリースタイル）

60kg級
綜合警備保障株式会社

和歌山県
(和歌山市)

　和歌山工業高校
  →日本体育大学
  →日本体育大学助手

 
　長崎県鎮西学院高校
　→近畿大学
　→和歌山銀行

10

卓球
(監督)

日本卓球協会 長崎県

和歌山県
(和歌山市)

 
　和歌山北高校
　→順天堂大学

KONAMI

6

体　操

　青森県立青森東高校
　→近畿大学

9

アーチェリー
近畿大学

生物理工学部
(職員)

青森県

 
　群馬県立伊勢崎女子高校
　（現・伊勢崎清明高校）
　→鹿屋体育大学

8
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№ 氏　　名 年齢 競技（種目等） 所　　属 出身地 卒業校等

ユモト　　　シンイチ

湯元　進一 27歳 2012年 ロンドンオリンピックアジア予選  ２位

2011年 全日本選手権大会　優勝　
ヤリギン（ロシア）国際大会　３位

2010年 アジア選手権大会　優勝
全日本選手権大会　優勝　
ゴールデン・グランプリ（GP）決勝大会　優勝

2009年 ダン・コロフ（ブルガリア）国際大会　３位
ヤシャ・ドク（トルコ）国際大会　優勝

生年月日　　1984年12月4日　　

※　５０音順、年齢は7月4日現在。

　和歌山工業高校
  →拓殖大学

第３０回オリンピック競技大会（２０１２／ロンドン）に出場する本県関係者一覧

12

レスリング
（フリースタイル）

55kg級
自衛隊体育学校

和歌山県
(和歌山市)

主 な 戦 績 


	５月現在

