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JOCオリンピアン研修会

： JOCオリンピアン研修会(大阪会場)

： 公益財団法人日本オリンピック委員会

： 2019年11月30日（土）

： 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。

： オリンピアン 38名

： 大阪府大阪市
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■開催概要

事 業 名

主 催

日 程

目 的

参 加 人 数

会 場

■開会挨拶（JOCアスリート委員会 澤野大地 委員長）

■オリンピックについて（JOCアスリート委員会 小口貴久 委員、中京大学 來田 享子氏)

■自己紹介、アイスブレイク
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JOCオリンピアン研修会

■JOC事業紹介・オリンピックバリューの伝え方（JOCアスリート委員会 小口貴久 委員、髙橋成美 委員）

■東京2020大会準備状況について（東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会）

■グループディスカッション（コーディネーター：JOCアスリート委員会 澤野大地 委員長）
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JOCオリンピアン研修会

■各グループ発表 ■閉会挨拶（JOCアスリート委員会 澤野大地 委員長）
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JOCオリンピアン研修会■参加オリンピアン
敬称略、（旧姓）

◆オリンピアン

氏 名 ヨミガナ 競技/種目 出場オリンピック
1 澤野 大地 サワノ ダイチ 陸上競技 アテネ（04）北京（08）リオデジャネイロ（16）

2 小口 貴久 オグチ タカヒサ 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）

3 髙橋 成美 タカハシ ナルミ スケート／フィギュアスケート ソチ（14）

4 松田 丈志 マツダ タケシ 水泳／競泳 北京（08）ロンドン（12）リオデジャネイロ（16）

5 三井 梨紗子 ミツイ リサコ 水泳／シンクロナイズドスイミング※ ロンドン（12）リオデジャネイロ（16）

6 浅田 雅子 アサダ マサコ 水泳／飛込 ソウル（88）

7 新井 祐子 アライ ユウコ フェンシング アトランタ（96）シドニー（00）

8 荒瀬 洋太 アラセ ヨウタ 水泳／競泳 シドニー（00）

9 石田 大介 イシダ ダイスケ 陸上競技 アトランタ（96）シドニー（00）

10 石橋 顕 イシバシ アキラ セーリング 北京（08）

11 伊勢田 愛 イセダ メグミ セーリング リオデジャネイロ（16）

12 江原 政光 エハラ マサミツ 自転車 バルセロナ（92）

13 江里口 匡史 エリグチ マサシ 陸上競技 ロンドン（12）

14 遠藤(丸山) 小百合 マルヤマ サユリ カヌー アトランタ（96）シドニー（00）

15 沖 美穂 オキ ミホ 自転車 シドニー（00）アテネ（04）北京（08）

16 海渕 萌 カイフチ モエ カヌー／スラローム ロンドン（12）

17 海堀 あゆみ カイホリ アユミ サッカー 北京（08）ロンドン（12）

18 金村(鈴木) 祐美子 カネムラ（スズキ） ユミコ カヌー／スプリント アテネ（04）北京（08）

19 木村 隆 キムラ タカシ 水泳／水球 ミュンヘン（72）

20 楠田 香穂里 クスダ カオリ バスケットボール アテネ（04）

21 窪田(荒木) 久美 クボタ（アラキ） クミ 陸上競技 ソウル（88）

22 子安 英八 コヤス ヒデハチ フェンシング ロサンゼルス（84）

23 齋藤 里香 サイトウ リカ ウエイトリフティング 北京（08）

24 坂本 清美 サカモト キヨミ バレーボール アトランタ（96）

25 佐々木(中尾) 美樹 ナカオ（ササキ） ミキ 水泳／競泳 アトランタ（96）シドニー（00）

26 笹原 友希 ササハラ ユウキ スケルトン ソチ（14）

27 平良 真理 タイラ マリ ウエイトリフティング シドニー（00）

28 田中 穂徳 タナカ ユキノリ 水泳／競泳 ソウル（88）

29 長岡 千里 ナガオカ チサト ボブスレー トリノ（06）

30 野村(大野木) 智子 ノムラ（オオノギ） トモコ 水泳／競泳 ソウル（88）

31 桧野 真奈美 ヒノ マナミ ボブスレー トリノ（06）バンクーバー（10）

32 福井(佐伯) 美香 フクイ（サイキ） ミカ バレーボール、ビーチバレーボール アトランタ（96）シドニー（00）北京（08）

33 宝亀 大輔 ホウキ ダイスケ 水泳／水球 ロサンゼルス（84）

34 堀内 俊介 ホリウチ シュンスケ ボート ロサンゼルス（84）

35 松谷(簾内) 望 マツタニ（スノウチ）ノゾミ 水泳／競泳 ロサンゼルス（84）

36 水野 剣 ミズノ ケン スキー／フリースタイル トリノ（06）

37 目黒 宏直 メグロ ヒロナオ バイアスロン 長野（98）ソルトレークシティー（02）

38 保田 賢也 ヤスダ ケンヤ 水泳／水球 リオデジャネイロ（16）

※現 アーティスティックスイミング


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5

