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JOCオリンピアン研修会

■開会挨拶・出席者紹介（JOCアスリート委員会委員 千田 健太）

■オリンピックについて（東海大学 大津 克哉 氏)

： JOCオリンピアン研修会(札幌会場)

： 公益財団法人日本オリンピック委員会

： 2019年6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。

: オリンピアン・パラリンピアン 41名

： 北海道札幌市
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【 研 修 会 概 要 】
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JOCオリンピアン研修会

■札幌市が取り組むムーブメント事業について（札幌市スポーツ局 渉外担当部長 奥村 彰大 氏）

■グループディスカッション（コーディネーター：JOCアスリート委員会オブザーバー 小口 貴久 氏）

■JOC実施諸事業について（JOCアスリート委員会オブザーバー 小塚 崇彦 氏）

■東京2020大会について（東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 ）
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JOCオリンピアン研修会

■閉会挨拶（JOCアスリート委員会オブザーバー 小口 貴久 氏）・集合写真

■グループディスカッション発表・講評（東海大学 大津 克哉 氏）
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JOCオリンピアン研修会

参加オリンピアン
No. 氏 名 ヨミガナ 競技/種目 出場オリンピック
1 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）

2 千田 健太 チダ ケンタ フェンシング 北京（08）ロンドン（12）

3 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）

4 小塚 崇彦 コヅカ タカヒコ スケート／フィギュアスケート バンクーバー（10）

5 青木 香奈枝 アオキ カナエ アイスホッケー ソチ（14）

6 石野 枝里子 イシノ エリコ スケート/スピードスケート トリノ（06）

7 伊藤 俊介 イトウ シュンスケ 水泳/競泳 アトランタ（96）

8 伊藤 みき イトウ ミキ スキー/フリースタイル トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

9 内田 翔 ウチダ ショウ 水泳/競泳 北京（08）

10 及川 佑 オイカワ ユウヤ スケート/スピードスケート トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

11 大澤 明美 オオサワ アケミ カーリング 長野（98）

12 近江谷 杏菜 オオミヤ アンナ カーリング バンクーバー（10）

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

14 小口 貴子 オグチ タカコ スケルトン 平昌（18）

15 加藤 大平 カトウ タイヘイ スキー/ノルディック複合 バンクーバー（10）ソチ（14）

16 川崎 努 カワサキ ツトム スケート/ショートトラック アルベールビル（92）

17 北島(川端) 絵美 キタジマ エミ スキー/アルペン カルガリー（88）アルベールビル（92）
リレハンメル（94）

18 黒岩 俊喜 クロイワ トシキ ボブスレー・スケルトン ソチ（14）

19 小舘 操 コダテ ミサオ バイアスロン カルガリー（88）アルベールビル（92）
リレハンメル（94）

20 小室 希 コムロ ノゾミ スケルトン ソチ（14）

21 佐々木 淳吏 ササキ アツシ リュージュ アルベールビル（92）リレハンメル（94）
長野（98）

22 佐々木 雄次 ササキ ユウジ リュージュ アルベールビル（92）リレハンメル（94）

23 佐藤 浩 サトウ ヒロシ カーリング 長野（98）

24 鈴木 靖 スズキ ヤスシ スケート/スピードスケート サラエボ（84）

25 高平 慎士 タカヒラ シンジ 陸上競技 アテネ（04）北京（08）
ロンドン（12）

26 髙山(水野) 樹里 タカヤマ ジュリ ソフトボール アトランタ（96）シドニー（00）アテネ（04）

27 田畑 真紀 タバタ マキ スケート/スピードスケート リレハンメル（94）ソルトレークシティー（02）
トリノ（06）バンクーバー（10）ソチ（14）

28 対馬 文紀 ツシマ フミノリ ボブスレー アルベールビル（92）

29 中峰 寿彰 ナカミネ ヒサアキ カーリング 長野（98）

30 中山 英子 ナカヤマ エイコ スケルトン ソルトレークシティー（02）トリノ（06）

31 夏見 円 ナツミ マドカ スキー/クロスカントリー ソルトレークシティー（02）トリノ（06）
バンクーバー（10）

32 鳴海(安田) 文 ナルミ アヤ リュージュ バンクーバー（10）

33 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）

34 藤本 祐司 フジモト ユウジ スケート/スピードスケート アルベールビル（92）

35 船山 弓枝 フナヤマ ユミエ カーリング ソルトレークシティー（02）

36 逸見 佳代 ヘンミ カヨ スキー/フリースタイル トリノ（06）

37 宮部 保範 ミヤベ ヤスノリ スケート/スピードスケート アルベールビル（92） リレハンメル（94）

38 森 敏 モリ サトシ スキー/ノルディック複合 長野（98）ソルトレークシティー（02）

39 両角 公佑 モロズミ コウスケ カーリング 平昌（18）

40 矢代 直美 ヤシロ ナオミ バスケットボール アテネ（04）

参加パラリンピアン
No. 氏 名 ヨミガナ 競技/種目 出場パラリンピック

1 永瀬 充 ナガセ ミツル アイスホッケー 長野（98）ソルトレークシティー（02）
トリノ（06）バンクーバー（10）
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