
☆2018　岩手県トップアスリート支援事業　指定名簿 2019/2/14現在

日本代表・強化選手

T-No 競技名
（協会・連盟）

競技種目 氏　名 性別 指定区分 代表（出場大会）名 所　属

1 陸上競技 競　歩 高  橋　英  輝 男
日本陸連

ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｽﾘｰﾄ
2018世界競歩ﾁｰﾑ選手権、ｱｼﾞｱ競歩大会代表 富士通

2 水　泳 ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ 桑　添　　　陸 男 強化指定Ｄ 2018日本水泳連盟OWS強化指定シニアＤ 新潟医療福祉大学

3 ホッケー ホッケー 田　中　海　渡 男 日本代表 日本代表「サムライジャパン」選手 岩手県体育協会

4 ホッケー ホッケー 及　川　　　栞 女 日本代表 日本代表「さくらジャパン」選手（20名） HC Oranje-Rood（NED)

5 ボクシング ボクシング 梅　村　　　錬 男 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ強化指定 オリンピック強化指定選手 拓殖大学

6 スケート スピード 曽　我　こなみ 女 ナショナル強化選手 2018ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ日本代表
株式会社日本ハウス
・ホテル＆リゾート

7 スケート スピード 松　澤　優花里 女
ディベロップメント

強化選手 2018ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ日本代表 サイエンスコンサルタント

8 スケート フィギュア 佐　藤　洸　彬 男 強化選手Ａ 全日本選手権8位、第90回インカレ3位 ㈱南部美人（岩大大学院）

9 ライフル射撃 ライフルＡＰ 佐々木　千　鶴 女
ﾅｼｮﾅﾙ・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

強化指定
H29ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ強化指定選手（ﾗｲﾌﾙAP） 岩手県警察学校

10 クレー射撃 クレー射撃 村　谷　信　明 男 2020強化育成選手 2020強化育成選手：中央合宿(毎月4日間) 県クレー射撃協会

11 カヌー カヌー（ＳＰ） 近　村　健　太 男 日本代表 2018 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ日本代表 盛岡市役所

12 カヌー カヌー（SWW） 山　田　茉　未 女
日本代表

ナショナルＢ
2018 ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰﾅｼｮﾅﾙＢ 岩手県カヌー協会

13 ボウリング ボウリング 菅　原　要　子 女 全日本ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ 全日本ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ 岩手県ボウリング連盟

14 レスリング レスリング 川　瀬　克　祥 男
強化指定選手

（2020ﾀｰｹﾞｯﾄ）
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ67kg級　2018欧州遠征日本代表
2017全日本選手権2位、2018全日本選抜3位

（株）シリウス

15 レスリング レスリング 金　澤　勝　利 男
強化指定選手
（2020ﾀｰｹﾞｯﾄ）

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ125kg級　世界選手権選考会3位
2017全日本選手権3位、2018全日本選抜3位

自衛隊体育学校

16 スキー ジャンプ 小　林　潤志郎 男 JAPAN SKI TEAM 平昌冬季五輪出場　強化指定選手(Ｊ)：Ａ （株）雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ

17 スキー ジャンプ 小　林　諭　果 女 JAPAN SKI TEAM 強化指定選手(Ｊ)：Ｗ （株）CHINTAI

18 スキー ジャンプ 小　林　陵　侑 男 JAPAN SKI TEAM 平昌冬季五輪出場　強化指定選手(Ｊ)：Ａ （株）土屋ﾎｰﾑ

19 フェンシング 藤　野　大　樹 藤　野　大　樹 男 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ強化指定 フルーレ日本代表 ＤＥＮＳＯ岩手



アンダーカテゴリー

T-No 競技名
（協会・連盟）

競技種目 氏　名 性別 指定区分 代表（出場大会）名 所　属

20 陸上競技 短距離 山　田　美　来 女 日本代表 2018ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱ陸上競技選手権大会代表 日本体育大学

21 ホッケー ホッケー 田　村　　　陸 男 U-21日本代表 U-21日本代表　5/20～ＵＳＡ遠征 山梨学院大学

22 ホッケー ホッケー 中　花　　　惇 男 U-18日本代表 2018 U-18日本代表　ﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸｹﾞｰﾑｱｼﾞｱ予選 福井工業大学

23 ホッケー ホッケー 田　村　圭　梧 男 U-18日本代表 2018 U-18日本代表　ﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸｹﾞｰﾑｱｼﾞｱ予選 沼宮内高校

24 ホッケー ホッケー 橘　　　汰　威 男 U-18日本代表 2018 U-18日本代表　（海外遠征は調整中） 沼宮内高校

25 ホッケー ホッケー 田　中　彩　樹 女 U-21日本代表 U-21日本代表（韓国遠征） 山梨学院大学

26 ホッケー ホッケー 田　村　綾　菜 女 U-21日本代表 U-21日本代表（韓国遠征） 山梨学院大学

27 ホッケー ホッケー 和　田　　　茜 女 U-21日本代表 U-21日本代表（韓国遠征） 山梨学院大学

28 アーチェリー アーチェリー 小野寺　みずき 女 U-17ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ U-17海外強化合宿2/11～17　台北 盛岡白百合学園高校

29 ソフトボール ソフトボール 大　越　玲　那 女
女子ＧＥＭ（U-19）

日本代表
第4次国内強化合宿参加
第7回アジア女子ジュニア選手権優勝

花巻東高等学校

30 スキー コンバインド 村　上　優　空 女 JAPAN SKI TEAM 強化指定選手(ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ)：U20 明治大学

31 スキー コンバインド 谷　地　　　宙 男 JAPAN SKI TEAM 強化指定選手(ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ)：U20 盛岡中央高校

32 スキー ジャンプ 小　林　龍　尚 男 JAPAN SKI TEAM 強化指定選手(Ｊ)：Ｕ 盛岡中央高校

33 スキー スノーボード 庄　司　圭　太 男 JAPAN SKI TEAM 強化指定選手(ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾛｽ)：Ｕ 奥州市立水沢中学校


