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＜ハローオリンピズム事業＞

JOCオリンピアン研修会
福岡会場
- 実施報告書-
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JOCオリンピアン研修会1. 開催概要

： JOCオリンピアン研修会(福岡会場)
： 公益財団法人日本オリンピック委員会
： 2018年12月2日（日）
： JOCアスリート委員会が中心となり、オリンピアン自身がオリンピズムやオリンピックの価値を改めて学び、
アスリート間のネットワーク構築を進めることにより、本会諸事業を含めたオリンピック・ムーブメント事業への
積極的な参加を促すとともに、アスリート自身の今後の活動に役立てる。

: １)  オリンピアン
2) アスリート委員・同委員会オブザーバー
3) 加盟団体推薦枠

： 福岡県北九州市

■
■
■
■

■

■
■

事 業 名
主 催
日 程
目 的

参 加 人 数

会 場
プ ロ グ ラ ム

:  25名
:  8名
: 1名

時 間 Lap プログラム 内 容

1 11:05～11:10 05'
■代表挨拶

JOCアスリート委員会委員長 澤野 大地

2 11:10～11:20 10'
■出席者紹介 ・各出席者を競技ごとに紹介

JOCアスリート委員会委員 中村 知春

3 11:20～12:20 60'

講義
■オリンピックの原点から未来に向けて ・オリンピック原点から未来に向けて

国士館大学 田原 淳子 氏・質疑応答及び意見交換

4 12:20～12:50 30'

講義
■パラリンピックについて

・パラリンピック基礎知識等の紹介
・パラリンピアンのムーブメント活動

JOCアスリート委員会オブザーバー 花岡 伸和質疑応答及び意見交換

記念撮影・昼食・休憩 13：05～13：55

5 13:35～13:50 15'
■JOC実施諸事業について

・JOCオリンピック・ムーブメント事業の紹介
・日本オリンピックミュージアムについて
・質疑応答及び意見交換

JOCアスリート委員会委員 髙橋 成美
JOCアスリート委員会オブザーバー 小口 貴久

6 14:20～14:50 30'

講義
■東京2020大会組織委員会の取り組み

・ボランティアについて
・チケットIDについて

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
伊藤 華英 氏質疑応答及び意見交換

休 憩 14：40～14：45

7 14:55～16:50 115'

■グループディスカッション
オリンピアン視点で考えるオリンピック・ムーブメント事業について

・グループ毎に発表
・各グループとの意見交換 等

JOCアスリート委員会 委員長 澤野 大地

8 16:50～16:55 05'
■閉会挨拶

JOCアスリート委員会 委員長 澤野 大地
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JOCオリンピアン研修会

あらき　くみ

荒木（窪田）　久美
いしの えりこ

石野 枝里子
いしばし　あきら

石橋　顕
いしばし　ちあき

石橋　千彰
いとう　しゅんすけ

伊藤　俊介
いとう はなえ

伊藤 華英
いわさき ようぞう

岩﨑 洋三
いわもと　あきこ

岩本（片岡）亜希子
おおた　ようこ

太田（ハニカット）　陽子
おぐち　たかこ

小口　貴子
おぐち たかひさ

小口 貴久
かとう まさし

加藤 真志
かわかみ　ゆうこ

川上 優子
くすだ　かおり

楠田　香穂里
さいとう　りか

齋藤　里香
さわの　だいち

澤野　大地
たかはし なるみ

髙橋 成美
たかやま　じゅり

髙山　樹里
　　　　たなか（おおしま）

田中（大島）　めぐみ
たばた　けんじ

田端　健児
ちだ けんた

千田 健太
とりば　ひろし

鳥羽　博司
ながた　むつこ

永田　睦子
なかむら　ちはる

中村　知春
ならざき　のりこ

楢崎　教子
はせ　ひとし

長谷　等
はせがわ　のぶこ

長谷川　信子
ひの　まなみ

桧野　真奈美
ひらの　ゆか

平野　由佳
まつい　ひろよし

松井　裕好
みやした　じゅんいち

宮下　純一
みよし　ともひろ

三好　智弘

平昌（18）

シドニー（00）

シドニー（00）アテネ（04）北京（08）ロンドン（12）

メルボルン（56）

ソウル（88）

ボート

ボート

陸上競技

スケルトン

陸上競技

31

32

26

27

28

29

1

30

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

2

3

4

5

バルセロナ（92）

ボブスレー トリノ（06）バンクーバー（10）

バスケットボール アトランタ（96）アテネ（04）

ラグビーフットボール リオデジャネイロ（16）

柔道

ボート

陸上競技

12

13

ソフトボール アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

陸上競技 アトランタ（96）シドニー（00）

水泳・競泳 バルセロナ（92）

アイスホッケー　 ソチ（14）

ボート バルセロナ（92）

水泳・競泳 北京（08）

アトランタ（96）シドニー（00）

ボート アトランタ（96）シドニー（00）

陸上競技 アトランタ（96）シドニー（00）

バスケットボール アテネ（04）

ウエイトリフティング 北京（08）

陸上競技 アテネ（04）北京（08）リオデジャネイロ（16）

スケート・フィギュアスケート ソチ（14）

アトランタ（96）シドニー（00）

フェンシング 北京（08）ロンドン（12）

ボート モントリオール（76）

水泳・競泳 アトランタ（96）

水泳・競泳 北京（08）ロンドン（12）

リュージュ
ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

バンクーバー（10）

水泳・競泳 ソウル（88）バルセロナ（92）

6

7

スケート・スピードスケート トリノ（06）

水泳・競泳 ロンドン（12）

No. 氏 名 競技・種別 出場オリンピック・パラリンピック

セーリング 北京（08）

2-1. 参加オリンピアン・パラリンピアン
※敬称略◆オリンピアン ※五十音順、（）は旧姓


参加者



		平成30年度第2回JOCオリンピアン研修会(福岡)  参加者一覧
 フクオカ



		◆オリンピアン ※五十音順、（）は現姓 ゴジュウオン ジュン ゲン セイ						43436

		No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



		1		あらき　くみ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		ソウル（88）

				荒木（窪田）　久美 アラキ クボタ クミ

		2		いしの えりこ		スケート・スピードスケート		トリノ（06）

				石野 枝里子

		3		いしばし　あきら		セーリング		北京（08）

				石橋　顕 イシバシ アキラ

		4		いしばし　ちあき		水泳・競泳		ロンドン（12）

				石橋　千彰 イシバシ セン アキラ

		5		いとう　しゅんすけ		水泳・競泳		アトランタ（96）

				伊藤　俊介 イトウ シュンスケ

		6		いとう はなえ		水泳・競泳		北京（08）ロンドン（12）

				伊藤 華英

		7		いわさき ようぞう		ボート		メルボルン（56）

				岩﨑 洋三

		8		いわもと　あきこ		ボート		シドニー（00）アテネ（04）北京（08）ロンドン（12） ペキン

				岩本（片岡）亜希子 イワモト カタオカ アキコ

		9		おおた　ようこ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		シドニー（00）

				太田（ハニカット）　陽子 オオタ ヨウコ

		10		おぐち　たかこ		スケルトン		平昌（18） タイ マサ

				小口　貴子 オグチ タカコ

		11		おぐち たかひさ		リュージュ		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）

				小口 貴久

		12		かとう まさし		水泳・競泳		ソウル（88）バルセロナ（92）

				加藤 真志

		13		かわかみ　ゆうこ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				川上 優子

		14		くすだ　かおり		バスケットボール		アテネ（04）

				楠田　香穂里 クスダ カオリ ホ リ

		15		さいとう　りか		ウエイトリフティング		北京（08） ペキン

				齋藤　里香 サイトウ リカ

		16		さわの　だいち		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04）北京（08）リオデジャネイロ（16） ペキン

				澤野　大地 サワノ ダイチ

		17		たかはし なるみ		スケート・フィギュアスケート		ソチ（14）

				髙橋 成美

		18		たかやま　じゅり		ソフトボール		アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

				髙山　樹里 タカヤマ ジュリ

		19		　　　　たなか（おおしま）		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				田中（大島）　めぐみ タナカ オオシマ

		20		たばた　けんじ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				田端　健児 タバタ ケンジ

		21		ちだ けんた		フェンシング		北京（08）ロンドン（12）

				千田 健太

		22		とりば　ひろし		ボート		モントリオール（76）

				鳥羽　博司 トバ ヒロシ

		23		ながた　むつこ		バスケットボール		アトランタ（96）アテネ（04）

				永田　睦子 ナガタ ムツコ

		24		なかむら　ちはる		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

				中村　知春 ナカムラ チハル

		25		ならざき　のりこ		柔道 ジュウドウ		アトランタ（96）シドニー（00）

				楢崎　教子 ナラザキ ノリコ

		26		はせ　ひとし		ボート		アトランタ（96）シドニー（00）

				長谷　等 ハセ ナド

		27		はせがわ　のぶこ		ボート		バルセロナ（92）

				長谷川　信子 ハセガワ ノブコ

		28		ひの　まなみ		ボブスレー		トリノ（06）バンクーバー（10）

				桧野　真奈美 ヒノ マナミ

		29		ひらの　ゆか		アイスホッケー　		ソチ（14）

				平野　由佳 ヒラノ ユカ

		30		まつい　ひろよし		ボート		バルセロナ（92）

				松井　裕好 マツイ ユウ ス

		31		みやした　じゅんいち		水泳・競泳		北京（08） ペキン

				宮下　純一 ミヤシタ ジュンイチ

		32		みよし　ともひろ		水泳・競泳		バルセロナ（92）

				三好　智弘 ミヨシ トモヒロ



		◆パラリンピアン ※五十音順、（）は現姓 ゴジュウオン ジュン ゲン セイ						43436

		No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



		1		はなおか　のぶかず		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04）ロンドン（12）

				花岡　伸和 ハナオカ ノブカズ



		◆NF推薦枠 ※五十音順、（）は現姓 ゴジュウオン ジュン ゲン セイ						43436

		No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



		1		みややま　りょう		フェンシング

				宮山　亮 ミヤヤマ リョウ

































































































































































GD



		平成30年度第2回JOCオリンピアン研修会(福岡) グループ分け一覧
 フクオカ



		◆オリンピアン ※五十音順、（）は現姓 ゴジュウオン ジュン ゲン セイ						43436

		グループ		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



		A		いしばし　あきら		セーリング		北京（08）

				石橋　顕 イシバシ アキラ

				いわもと　あきこ		ボート		シドニー（00）アテネ（04）北京（08）ロンドン（12） ペキン

				岩本（片岡）亜希子 イワモト カタオカ アキコ

				おおた　ようこ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		シドニー（00）

				太田（ハニカット）　陽子 オオタ ヨウコ

				さわの　だいち		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04）北京（08）リオデジャネイロ（16） ペキン

				澤野　大地 サワノ ダイチ

				たかはし なるみ		スケート・フィギュアスケート		ソチ（14）

				髙橋 成美

				みよし　ともひろ		水泳・競泳		バルセロナ（92）

				三好　智弘 ミヨシ トモヒロ

		B		いしの えりこ		スケート・スピードスケート		トリノ（06）

				石野 枝里子

				かとう まさし		水泳・競泳		ソウル（88）バルセロナ（92）

				加藤 真志

				かわかみ　ゆうこ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				川上 優子

				とりば　ひろし		ボート		モントリオール（76）

				鳥羽　博司 トバ ヒロシ

				ひらの　ゆか		アイスホッケー　		ソチ（14）

				平野　由佳 ヒラノ ユカ

				はなおか　のぶかず		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04）ロンドン（12）

				花岡　伸和 ハナオカ ノブカズ

		C		いしばし　ちあき		水泳・競泳		ロンドン（12）

				石橋　千彰 イシバシ セン アキラ

				たばた　けんじ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				田端　健児 タバタ ケンジ

				なかむら　ちはる		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

				中村　知春 ナカムラ チハル

				はせ　ひとし		ボート		アトランタ（96）シドニー（00）

				長谷　等 ハセ ナド

				みやした　じゅんいち		水泳・競泳		北京（08） ペキン

				宮下　純一 ミヤシタ ジュンイチ

		D		いとう はなえ		水泳・競泳		北京（08）ロンドン（12）

				伊藤 華英

				いわさき ようぞう		ボート		メルボルン（56）

				岩﨑 洋三

				おぐち　たかこ		スケルトン		平昌（18） タイ マサ

				小口　貴子 オグチ タカコ

				ながた　むつこ		バスケットボール		アトランタ（96）アテネ（04）

				永田睦子 ナガタ ムツコ

				　　　　たなか（おおしま）		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				田中（大島）　めぐみ タナカ オオシマ

		E		いとう　しゅんすけ		水泳・競泳		アトランタ（96）

				伊藤　俊介 イトウ シュンスケ

				おぐち たかひさ		リュージュ		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）

				小口 貴久

				さいとう　りか		ウエイトリフティング		北京（08） ペキン

				齋藤　里香 サイトウ リカ

				たかやま　じゅり		ソフトボール		アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

				髙山　樹里 タカヤマ ジュリ

				はせがわ　のぶこ		ボート		バルセロナ（92）

				長谷川　信子 ハセガワ ノブコ

		F		あらき　くみ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		ソウル（88）

				荒木（窪田）　久美 アラキ クボタ クミ

				くすだ　かおり		バスケットボール		アテネ（04）

				楠田　香穂里 クスダ カオリ ホ リ

				ならざき　のりこ		柔道 ジュウドウ		アトランタ（96）シドニー（00）

				楢崎　教子 ナラザキ ノリコ

				ひの　まなみ		ボブスレー		トリノ（06）バンクーバー（10）

				桧野　真奈美 ヒノ マナミ

				まつい　ひろよし		ボート		バルセロナ（92）

				松井　裕好 マツイ ユウ ス

				みややま　りょう		フェンシング

				宮山　亮 ミヤヤマ リョウ
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JOCオリンピアン研修会2-2. 参加オリンピアン・パラリンピアン

◆加盟団体推薦枠

◆パラリンピアン

はなおか　のぶかず

花岡　伸和

競技・種別 出場オリンピック・パラリンピック

アテネ（04）ロンドン（12）陸上競技1

No. 氏 名

みややま　りょう

宮山　亮
フェンシング1

No. 氏 名 競技・種別 出場オリンピック・パラリンピック


参加者



		平成30年度第2回JOCオリンピアン研修会(福岡)  参加者一覧
 フクオカ



		◆オリンピアン ※五十音順、（）は現姓 ゴジュウオン ジュン ゲン セイ						43436

		No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



		1		あらき　くみ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		ソウル（88）

				荒木（窪田）　久美 アラキ クボタ クミ

		2		いしの えりこ		スケート・スピードスケート		トリノ（06）

				石野 枝里子

		3		いしばし　あきら		セーリング		北京（08）

				石橋　顕 イシバシ アキラ

		4		いしばし　ちあき		水泳・競泳		ロンドン（12）

				石橋　千彰 イシバシ セン アキラ

		5		いとう　しゅんすけ		水泳・競泳		アトランタ（96）

				伊藤　俊介 イトウ シュンスケ

		6		いとう はなえ		水泳・競泳		北京（08）ロンドン（12）

				伊藤 華英

		7		いわさき ようぞう		ボート		メルボルン（56）

				岩﨑 洋三

		8		いわもと　あきこ		ボート		シドニー（00）アテネ（04）北京（08）ロンドン（12） ペキン

				岩本（片岡）亜希子 イワモト カタオカ アキコ

		9		おおた　ようこ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		シドニー（00）

				太田（ハニカット）　陽子 オオタ ヨウコ

		10		おぐち　たかこ		スケルトン		平昌（18） タイ マサ

				小口　貴子 オグチ タカコ

		11		おぐち たかひさ		リュージュ		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）

				小口 貴久

		12		かとう まさし		水泳・競泳		ソウル（88）バルセロナ（92）

				加藤 真志

		13		かわかみ　ゆうこ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				川上 優子

		14		くすだ　かおり		バスケットボール		アテネ（04）

				楠田　香穂里 クスダ カオリ ホ リ

		15		さいとう　りか		ウエイトリフティング		北京（08） ペキン

				齋藤　里香 サイトウ リカ

		16		さわの　だいち		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04）北京（08）リオデジャネイロ（16） ペキン

				澤野　大地 サワノ ダイチ

		17		たかはし なるみ		スケート・フィギュアスケート		ソチ（14）

				髙橋 成美

		18		たかやま　じゅり		ソフトボール		アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

				髙山　樹里 タカヤマ ジュリ

		19		　　　　たなか（おおしま）		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				田中（大島）　めぐみ タナカ オオシマ

		20		たばた　けんじ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				田端　健児 タバタ ケンジ

		21		ちだ けんた		フェンシング		北京（08）ロンドン（12）

				千田 健太

		22		とりば　ひろし		ボート		モントリオール（76）

				鳥羽　博司 トバ ヒロシ

		23		ながた　むつこ		バスケットボール		アトランタ（96）アテネ（04）

				永田　睦子 ナガタ ムツコ

		24		なかむら　ちはる		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

				中村　知春 ナカムラ チハル

		25		ならざき　のりこ		柔道 ジュウドウ		アトランタ（96）シドニー（00）

				楢崎　教子 ナラザキ ノリコ

		26		はせ　ひとし		ボート		アトランタ（96）シドニー（00）

				長谷　等 ハセ ナド

		27		はせがわ　のぶこ		ボート		バルセロナ（92）

				長谷川　信子 ハセガワ ノブコ

		28		ひの　まなみ		ボブスレー		トリノ（06）バンクーバー（10）

				桧野　真奈美 ヒノ マナミ

		29		ひらの　ゆか		アイスホッケー　		ソチ（14）

				平野　由佳 ヒラノ ユカ

		30		まつい　ひろよし		ボート		バルセロナ（92）

				松井　裕好 マツイ ユウ ス

		31		みやした　じゅんいち		水泳・競泳		北京（08） ペキン

				宮下　純一 ミヤシタ ジュンイチ

		32		みよし　ともひろ		水泳・競泳		バルセロナ（92）

				三好　智弘 ミヨシ トモヒロ



		◆パラリンピアン ※五十音順、（）は現姓 ゴジュウオン ジュン ゲン セイ						43436

		No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



		1		はなおか　のぶかず		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04）ロンドン（12）

				花岡　伸和 ハナオカ ノブカズ



		◆NF推薦枠 ※五十音順、（）は現姓 ゴジュウオン ジュン ゲン セイ						43436

		No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



		1		みややま　りょう		フェンシング

				宮山　亮 ミヤヤマ リョウ
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		平成30年度第2回JOCオリンピアン研修会(福岡) グループ分け一覧
 フクオカ



		◆オリンピアン ※五十音順、（）は現姓 ゴジュウオン ジュン ゲン セイ						43436

		グループ		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



		A		いしばし　あきら		セーリング		北京（08）

				石橋　顕 イシバシ アキラ

				いわもと　あきこ		ボート		シドニー（00）アテネ（04）北京（08）ロンドン（12） ペキン

				岩本（片岡）亜希子 イワモト カタオカ アキコ

				おおた　ようこ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		シドニー（00）

				太田（ハニカット）　陽子 オオタ ヨウコ

				さわの　だいち		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04）北京（08）リオデジャネイロ（16） ペキン

				澤野　大地 サワノ ダイチ

				たかはし なるみ		スケート・フィギュアスケート		ソチ（14）

				髙橋 成美

				みよし　ともひろ		水泳・競泳		バルセロナ（92）

				三好　智弘 ミヨシ トモヒロ

		B		いしの えりこ		スケート・スピードスケート		トリノ（06）

				石野 枝里子

				かとう まさし		水泳・競泳		ソウル（88）バルセロナ（92）

				加藤 真志

				かわかみ　ゆうこ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				川上 優子

				とりば　ひろし		ボート		モントリオール（76）

				鳥羽　博司 トバ ヒロシ

				ひらの　ゆか		アイスホッケー　		ソチ（14）

				平野　由佳 ヒラノ ユカ

				はなおか　のぶかず		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04）ロンドン（12）

				花岡　伸和 ハナオカ ノブカズ

		C		いしばし　ちあき		水泳・競泳		ロンドン（12）

				石橋　千彰 イシバシ セン アキラ

				たばた　けんじ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				田端　健児 タバタ ケンジ

				なかむら　ちはる		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

				中村　知春 ナカムラ チハル

				はせ　ひとし		ボート		アトランタ（96）シドニー（00）

				長谷　等 ハセ ナド

				みやした　じゅんいち		水泳・競泳		北京（08） ペキン

				宮下　純一 ミヤシタ ジュンイチ

		D		いとう はなえ		水泳・競泳		北京（08）ロンドン（12）

				伊藤 華英

				いわさき ようぞう		ボート		メルボルン（56）

				岩﨑 洋三

				おぐち　たかこ		スケルトン		平昌（18） タイ マサ

				小口　貴子 オグチ タカコ

				ながた　むつこ		バスケットボール		アトランタ（96）アテネ（04）

				永田睦子 ナガタ ムツコ

				　　　　たなか（おおしま）		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				田中（大島）　めぐみ タナカ オオシマ

		E		いとう　しゅんすけ		水泳・競泳		アトランタ（96）

				伊藤　俊介 イトウ シュンスケ

				おぐち たかひさ		リュージュ		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）

				小口 貴久

				さいとう　りか		ウエイトリフティング		北京（08） ペキン

				齋藤　里香 サイトウ リカ

				たかやま　じゅり		ソフトボール		アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

				髙山　樹里 タカヤマ ジュリ

				はせがわ　のぶこ		ボート		バルセロナ（92）

				長谷川　信子 ハセガワ ノブコ

		F		あらき　くみ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		ソウル（88）

				荒木（窪田）　久美 アラキ クボタ クミ

				くすだ　かおり		バスケットボール		アテネ（04）

				楠田　香穂里 クスダ カオリ ホ リ

				ならざき　のりこ		柔道 ジュウドウ		アトランタ（96）シドニー（00）

				楢崎　教子 ナラザキ ノリコ

				ひの　まなみ		ボブスレー		トリノ（06）バンクーバー（10）

				桧野　真奈美 ヒノ マナミ

				まつい　ひろよし		ボート		バルセロナ（92）

				松井　裕好 マツイ ユウ ス

				みややま　りょう		フェンシング

				宮山　亮 ミヤヤマ リョウ










































































































































































参加者



		平成30年度第2回JOCオリンピアン研修会(福岡)  参加者一覧
 フクオカ



		◆オリンピアン ※五十音順、（）は現姓 ゴジュウオン ジュン ゲン セイ						43436

		No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



		1		あらき　くみ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		ソウル（88）

				荒木（窪田）　久美 アラキ クボタ クミ

		2		いしの えりこ		スケート・スピードスケート		トリノ（06）

				石野 枝里子

		3		いしばし　あきら		セーリング		北京（08）

				石橋　顕 イシバシ アキラ

		4		いしばし　ちあき		水泳・競泳		ロンドン（12）

				石橋　千彰 イシバシ セン アキラ

		5		いとう　しゅんすけ		水泳・競泳		アトランタ（96）

				伊藤　俊介 イトウ シュンスケ

		6		いとう はなえ		水泳・競泳		北京（08）ロンドン（12）

				伊藤 華英

		7		いわさき ようぞう		ボート		メルボルン（56）

				岩﨑 洋三

		8		いわもと　あきこ		ボート		シドニー（00）アテネ（04）北京（08）ロンドン（12） ペキン

				岩本（片岡）亜希子 イワモト カタオカ アキコ

		9		おおた　ようこ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		シドニー（00）

				太田（ハニカット）　陽子 オオタ ヨウコ

		10		おぐち　たかこ		スケルトン		平昌（18） タイ マサ

				小口　貴子 オグチ タカコ

		11		おぐち たかひさ		リュージュ		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）

				小口 貴久

		12		かとう まさし		水泳・競泳		ソウル（88）バルセロナ（92）

				加藤 真志

		13		かわかみ　ゆうこ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				川上 優子

		14		くすだ　かおり		バスケットボール		アテネ（04）

				楠田　香穂里 クスダ カオリ ホ リ

		15		さいとう　りか		ウエイトリフティング		北京（08） ペキン

				齋藤　里香 サイトウ リカ

		16		さわの　だいち		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04）北京（08）リオデジャネイロ（16） ペキン

				澤野　大地 サワノ ダイチ

		17		たかはし なるみ		スケート・フィギュアスケート		ソチ（14）

				髙橋 成美

		18		たかやま　じゅり		ソフトボール		アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

				髙山　樹里 タカヤマ ジュリ

		19		　　　　たなか（おおしま）		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				田中（大島）　めぐみ タナカ オオシマ

		20		たばた　けんじ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				田端　健児 タバタ ケンジ

		21		ちだ けんた		フェンシング		北京（08）ロンドン（12）

				千田 健太

		22		とりば　ひろし		ボート		モントリオール（76）

				鳥羽　博司 トバ ヒロシ

		23		ながた　むつこ		バスケットボール		アトランタ（96）アテネ（04）

				永田　睦子 ナガタ ムツコ

		24		なかむら　ちはる		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

				中村　知春 ナカムラ チハル

		25		ならざき　のりこ		柔道 ジュウドウ		アトランタ（96）シドニー（00）

				楢崎　教子 ナラザキ ノリコ

		26		はせ　ひとし		ボート		アトランタ（96）シドニー（00）

				長谷　等 ハセ ナド

		27		はせがわ　のぶこ		ボート		バルセロナ（92）

				長谷川　信子 ハセガワ ノブコ

		28		ひの　まなみ		ボブスレー		トリノ（06）バンクーバー（10）

				桧野　真奈美 ヒノ マナミ

		29		ひらの　ゆか		アイスホッケー　		ソチ（14）

				平野　由佳 ヒラノ ユカ

		30		まつい　ひろよし		ボート		バルセロナ（92）

				松井　裕好 マツイ ユウ ス

		31		みやした　じゅんいち		水泳・競泳		北京（08） ペキン

				宮下　純一 ミヤシタ ジュンイチ

		32		みよし　ともひろ		水泳・競泳		バルセロナ（92）

				三好　智弘 ミヨシ トモヒロ



		◆パラリンピアン ※五十音順、（）は現姓 ゴジュウオン ジュン ゲン セイ						43436

		No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



		1		はなおか　のぶかず		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04）ロンドン（12）

				花岡　伸和 ハナオカ ノブカズ



		◆NF推薦枠 ※五十音順、（）は現姓 ゴジュウオン ジュン ゲン セイ						43436

		No.		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



		1		みややま　りょう		フェンシング

				宮山　亮 ミヤヤマ リョウ
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		平成30年度第2回JOCオリンピアン研修会(福岡) グループ分け一覧
 フクオカ



		◆オリンピアン ※五十音順、（）は現姓 ゴジュウオン ジュン ゲン セイ						43436

		グループ		氏 名 シ メイ		競技・種別 キョウギ		出場オリンピック・パラリンピック シュツジョウ



		A		いしばし　あきら		セーリング		北京（08）

				石橋　顕 イシバシ アキラ

				いわもと　あきこ		ボート		シドニー（00）アテネ（04）北京（08）ロンドン（12） ペキン

				岩本（片岡）亜希子 イワモト カタオカ アキコ

				おおた　ようこ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		シドニー（00）

				太田（ハニカット）　陽子 オオタ ヨウコ

				さわの　だいち		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04）北京（08）リオデジャネイロ（16） ペキン

				澤野　大地 サワノ ダイチ

				たかはし なるみ		スケート・フィギュアスケート		ソチ（14）

				髙橋 成美

				みよし　ともひろ		水泳・競泳		バルセロナ（92）

				三好　智弘 ミヨシ トモヒロ

		B		いしの えりこ		スケート・スピードスケート		トリノ（06）

				石野 枝里子

				かとう まさし		水泳・競泳		ソウル（88）バルセロナ（92）

				加藤 真志

				かわかみ　ゆうこ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				川上 優子

				とりば　ひろし		ボート		モントリオール（76）

				鳥羽　博司 トバ ヒロシ

				ひらの　ゆか		アイスホッケー　		ソチ（14）

				平野　由佳 ヒラノ ユカ

				はなおか　のぶかず		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アテネ（04）ロンドン（12）

				花岡　伸和 ハナオカ ノブカズ

		C		いしばし　ちあき		水泳・競泳		ロンドン（12）

				石橋　千彰 イシバシ セン アキラ

				たばた　けんじ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				田端　健児 タバタ ケンジ

				なかむら　ちはる		ラグビーフットボール		リオデジャネイロ（16）

				中村　知春 ナカムラ チハル

				はせ　ひとし		ボート		アトランタ（96）シドニー（00）

				長谷　等 ハセ ナド

				みやした　じゅんいち		水泳・競泳		北京（08） ペキン

				宮下　純一 ミヤシタ ジュンイチ

		D		いとう はなえ		水泳・競泳		北京（08）ロンドン（12）

				伊藤 華英

				いわさき ようぞう		ボート		メルボルン（56）

				岩﨑 洋三

				おぐち　たかこ		スケルトン		平昌（18） タイ マサ

				小口　貴子 オグチ タカコ

				ながた　むつこ		バスケットボール		アトランタ（96）アテネ（04）

				永田睦子 ナガタ ムツコ

				　　　　たなか（おおしま）		陸上競技 リクジョウ キョウギ		アトランタ（96）シドニー（00）

				田中（大島）　めぐみ タナカ オオシマ

		E		いとう　しゅんすけ		水泳・競泳		アトランタ（96）

				伊藤　俊介 イトウ シュンスケ

				おぐち たかひさ		リュージュ		ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）

				小口 貴久

				さいとう　りか		ウエイトリフティング		北京（08） ペキン

				齋藤　里香 サイトウ リカ

				たかやま　じゅり		ソフトボール		アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

				髙山　樹里 タカヤマ ジュリ

				はせがわ　のぶこ		ボート		バルセロナ（92）

				長谷川　信子 ハセガワ ノブコ

		F		あらき　くみ		陸上競技 リクジョウ キョウギ		ソウル（88）

				荒木（窪田）　久美 アラキ クボタ クミ

				くすだ　かおり		バスケットボール		アテネ（04）

				楠田　香穂里 クスダ カオリ ホ リ

				ならざき　のりこ		柔道 ジュウドウ		アトランタ（96）シドニー（00）

				楢崎　教子 ナラザキ ノリコ

				ひの　まなみ		ボブスレー		トリノ（06）バンクーバー（10）

				桧野　真奈美 ヒノ マナミ

				まつい　ひろよし		ボート		バルセロナ（92）

				松井　裕好 マツイ ユウ ス

				みややま　りょう		フェンシング

				宮山　亮 ミヤヤマ リョウ
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JOCオリンピアン研修会3-1. オリンピアン・パラリンピアン記録写真

澤野 大地 氏
（陸上競技）

髙橋 成美 氏
（スケート・フィギュアスケート）

千田 健太 氏
（フェンシング）

中村 知春 氏
（ラグビーフットボール）

伊藤 華英 氏
（水泳・競泳）

小口 貴久 氏
（リュージュ）

宮下 純一 氏
（水泳・競泳）

石野 枝里子 氏
（スケート・スピードスケート）

石橋 顕 氏
（セーリング）

石橋 千彰 氏
（水泳・競泳）

伊藤 俊介 氏
（水泳・競泳）

岩本 亜希子 氏
（ボート）

太田 陽子 氏
（陸上競技）

加藤 真志 氏
（水泳・競泳）

川上 優子 氏
（陸上競技）

楠田 香穂里 氏
（バスケットボール）

齋藤 里香 氏
（ウエイトリフティング）

荒木 久美 氏
（陸上競技）

岩崎 洋三 氏
（ボート）

小口 貴子 氏
（スケルトン）
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JOCオリンピアン研修会3-2. オリンピアン・パラリンピアン記録写真

髙山 樹里 氏
（ソフトボール）

田中 めぐみ 氏
（陸上競技）

田端 健児 氏
（陸上競技）

鳥羽 博司 氏
（ボート）

永田 睦子 氏
（バスケットボール）

楢崎 教子 氏
（柔道）

長谷 等 氏
（ボート）

長谷川 信子 氏
（ボート）

桧野 真奈美 氏
（ボブスレー）

平野 由佳 氏
（アイスホッケー）

松井 裕好 氏
（ボート）

三好 智弘 氏
（水泳・競泳）

花岡 伸和 氏
（陸上競技）

宮山 亮 氏
（フェンシング）
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JOCオリンピアン研修会4-1. プログラム記録写真

■代表者挨拶（JOCアスリート委員会委員 委員長 澤野 大地）

■出席者紹介（JOCアスリート委員会 委員 中村 知春) 

■オリンピックの原点から未来に向けて（国士舘大学 田原 淳子 氏)

■パラリンピックについて（JOCアスリート委員会オブザーバー 花岡 伸和 氏）
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JOCオリンピアン研修会4-2. プログラム記録写真

■ JOC実施諸事業について
（JOCアスリート委員会 委員 髙橋 成美、JOCアスリート委員会オブザーバー 小口 貴久 氏）

■東京2020組織委員会の取り組み
（東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 伊藤 華英 氏）

■グループディスカッション
（JOCアスリート委員会委員 委員長 澤野 大地）
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JOCオリンピアン研修会4-3. プログラム記録写真

■閉会挨拶（JOCアスリート委員会委員 委員長 澤野 大地）
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