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自治体用 開催実施要項
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この事業は、競輪の補助により実施しております。
http://hojo.keirin-autorace.or.jp

競輪の補助事業





「オリンピック教室」の実施にあたって

現行の学習指導要領から、中学校「保健体育 体育分野」及び高等学校「科目 体育」に

おける「体育理論」の領域で、文化としてのスポーツやオリンピック・ムーブメントの意義

を学ぶことが示されました。中学校３年生では、「オリンピックや他の国際的なスポーツ大

会などは、国際親善や世界平和に大きな役割を果たしている」現状を通して、オリンピック

の意義を学習することになっています。そこで、ＪＯＣでは、中学校３年生の体育理論の学

習に先がけ、その内容を事前に啓発する目的で中学校２年生を対象に、平成２３年度から「

ハローオリンピズム事業」の一つとして、授業形式で行う「オリンピック教室」を実施して

きました。

近代オリンピックの創始者ピエール・ド・クーベルタンは、人間本来の資質を高めるため

に、スポーツと文化と教育の側面を持つオリンピックの価値を広めることが相応しいと考え

、オリンピック・ムーブメントを推進してきました。ＪＯＣもこの価値を若い世代に語り継

ぐことは、極めて重要で大切な活動と考えております。日本代表としてオリンピックに出場

した選手（オリンピアン）は、その栄誉を自覚し、競技面だけでなく社会生活の上でも、模

範となる行動が求められますが、オリンピアンがその価値を直接生徒に伝えることで、日頃

の授業では味わうことの出来ない感動が生まれることが期待されます。

「オリンピック教室」の授業では、教師役のオリンピアンが、オリンピック大会出場に至

るまで、あるいは、実際にオリンピック大会に出場して得た貴重な経験等を通して、「エク

セレンス」、「フレンドシップ」、「リスペクト」、「努力から得られる喜び」、「フェア

プレー」、「他者への敬意」といったオリンピックの価値（バリュー）等を伝えます。同時

に、この価値がオリンピックに出場した選手だけのものではなく、多くの人々が共有し日常

生活にも活かすことのできるものであること、さらに、こうした考え方があるからこそオリ

ンピックに価値があることを生徒自身が学ぶこともねらいとしております。

平成２９年３月公示の新学習指導要領では、新しい時代に求められる資質や能力を子供た

ちに育むために、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業の工夫や改善が求めら

れています。「オリンピック教室」でのふれあいの中での学びが、教科の枠を越え、これか

らの社会や人生に活かせる資質や能力を育む一助になることを期待しております。また、こ

の授業を通して、生徒の皆さんが、運動やスポーツが好きになり、生涯にわたり豊かなスポ

ーツライフの実現につながることも願っています。

令和元年５月

公益財団法人 日本オリンピック委員会







オリンピック教室 実施概要（予定）

オリンピアン（オリンピック出場経験アスリート）が教師役となり、オリンピアン自身の
様々な経験を通して「オリンピズム」や「オリンピックの価値」等を伝えると同時に、この
価値はオリンピアンだけのものではなく、多くの人々が共有し、日常生活にも活かすこ
との出来るものであることを学習してもらう

JOCオリンピック教室

公益財団法人 日本オリンピック委員会

スポーツ庁

公益財団法人JKA、開催地自治体及び同教育委員会

中学2年生

オリンピアン（オリンピック出場経験アスリート）
※派遣オリンピアンはJOC側にて選定

2019年4月～2020年3月 ※原則、平日開催

80校程度

クラス単位を基本とし、2コマで1セットの授業

実施目的 :

名 称 :

主 催 ：

後 援 ：

協 力 ：

対 象 ：

講 師 ：

期 間 ：

実施校数 ：

実施方法 ：

1時限目
運動の時間 （50分）

２時限目
座学の時間 （50分）

＋

※学校の通常の授業時間をベースに実施
※運動の時間と座学の時間の間に10分の休憩時間があります

＋
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オリンピック教室 授業構成

オリンピアンの専門競技の技術指導（＝スポーツ教室）ではなく、
運動が苦手な生徒も参加できるように工夫されたもの運動の時間

座学の時間
国際オリンピック委員会（IOC）が推進する「オリンピックの価値」等を、
オリンピアンがオリンピック競技大会出場に至るまで、あるいは実際に
オリンピック競技大会に出場した経験等を通して、分かり易く伝えると
同時に、生徒自身が自分ごととして捉え、今後に活かせるような学習内容

挨拶（5分） 準備体操（10分） 主運動（30分） まとめ（5分）

自己紹介
今日の学習内容の確認

準備体操 主運動
（作戦タイム等を設け、

生徒が考える機会を作る）

運動の授業のまとめ

学習内容の確認 写真・映像等を使用
した自己紹介

オリンピアン自身の経験に
基づく「オリンピックの価値」等
を伝える

全体のまとめ/記念撮影グループ（個人）ワークで
話し合った内容を発表

※時間は目安です
※内容はオリンピアンによって多少変動する場合がございます

1時限目

２時限目

挨拶・自己紹介（10分）オリンピックの価値を伝える（10分） グループワーク（20分） まとめ（10分）

※時間は目安です
※内容はオリンピアンによって多少変動する場合がございます



授業実施風景（運動の時間）

④主運動の説明

⑤主運動1

②準備体操1①あいさつ → 学習内容の確認

⑥作戦タイム

⑧授業のまとめ → あいさつ⑦主運動2
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③準備体操2



授業実施風景（座学の時間）

②オリンピアンの自己紹介

④グループワーク

③オリンピアン自身の経験に基づきオリンピックの価値等を伝える → 生徒への発問

⑥授業のまとめ → あいさつ ⑦記念撮影

①あいさつ → 学習内容の確認

⑤グループワーク発表
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実施までの流れ（体制・実施フロー）

●実施フロー

●体制図

実施を希望される場合は、JOCまたは事務局へお問い合わせください。
条件及び詳細について、ご案内いたします。

オリンピアン

日本オリンピック委員会
（JOC）

TEL:03-6910-5953

学校

実施校決定

実施についての相談

当日までの
詳細調整

※1 予算については都度相談させていただきます。（P.8「実施費用」参照）
※2 学校の選定方法は自治体によって異なります。不明点があれば事務局にご相談ください。

学校への案内・決定の際、下記の基本条件について、学校へのご連絡をお願いします。
＊第2学年対象
＊2コマ連続実施 （運動の時間[体育館] + 座学の時間[教室]）
＊クラスごと、男女共修での実施 （2クラス以上の合同授業は、原則行っておりませんが、小規模校の場合は別途ご相談ください）

※3 リリースの発行については、自治体のご判断にお任せしております。内容確認のため、リリースの1週間前までに
事務局までご連絡ください。（P.8「広報活動について」をご参照）

※4 前日事前打ち合わせは、日程の都合により、別途打ち合わせ日程を調整させていただく場合もあります。
※ 急病や怪我等の都合により、実施日やオリンピアンを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

自治体

※住所は資料裏表紙にてご確認ください

ＪＯＣオリンピックデーラン・
オリンピック教室運営事務局

TEL:03-3586-0634

学校

JOCと協議の上、実施可否を決定 ※1

オリンピック教室 当日

学校の選定・決定 ※2

学校と実施日（または候補日）を調整、事務局に連絡

リリース発行 ※3

【事務局よりご連絡】
・事前アンケート記入・返送
（備品・生徒の状況の確認）
・当日必要備品の調整

オリンピアンのプロフィールを
生徒へ事前配布

JOCへオリンピック教室の実施依頼

事後アンケートの記入

前日打ち合わせ ※4

事後アンケートの記入

日程決定後、
事務局がオリンピアンを調整

自治体

オリンピアン派遣
依頼・打ち合わせ
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当日の流れ（体制・実施フロー)

「オリンピック教室」ではチームティーチングを採用しています。
T1＝オリンピアン、T2＝事務局手配スタッフ、の2名で進行します。
また補助として、生徒のことを一番よく理解されている担任の先生（または体育の先生等）にもご協力いただき、
授業を進めます。

※5 学校の立地によって電車でのアクセスが困難な場所もあるため、当日のオリンピアンの送迎は自治体の方に
ご協力いただいております。別途詳細について調整させていただきます。

T2 担任の先生

オリンピアン

●体制図

●実施フロー ※1校2クラスの実施想定スケジュール

オリンピック教室 授業

事後アンケート（自治体用）に記入・事務局へ発送

事後アンケート（先生及び生徒用）を配布

オリンピアン送迎 ※5

事後アンケートを回収・事務局へ発送

事務局と体育館等の準備
学校

朝の会で当日の出欠状況を確認

オリンピアン送迎 ※5

自治体
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開催前～開催後の流れ

自治体 JOC・事務局

●運営関連
・スケジュール・学校との調整状況・オリンピアンの
送迎等の確認

●広報関連
・報道各社へのリリース配信
※本資料P8「広報活動について」をご確認ください
※リリースの内容を事前に確認いたしますので、

配信予定日の1週間前までに事務局へお送りください

●運営関連
・スケジュール・学校との調整状況・オリンピアンの
送迎等の確認

・運営マニュアル作成
※スケジュール、学校図面等を取りまとめます

●オリンピアン関連
・オリンピアン決定後、プロフィールを作成

●運営関連
・運営マニュアルの共有
・スケジュールの最終確認

開催 前年度 ～ 3ヶ月前 迄

●実施に向けて
・実施に向けて予算・内容の確認
・学校の選定

開催 2 ～ 1ヶ月前 迄

●実施に向けて
・自治体用資料送付

※本資料に基づき、概要についてご説明します
・内容について自治体と調整・確認

開催 1週間前 迄

●運営関連
・運営マニュアルの共有
・スケジュールの最終確認

時期

実施までの主な調整内容や役割分担等について、参考までにご覧ください。
※不明点や詳細については随時事務局までお問い合わせください。

開催後

●運営関連
・事後アンケート（自治体用）の返送
※当日お渡しする着払伝票つきの封筒で返送してください

●広報関連
※報道各社の取材を受け入れた場合、後日新聞等に

掲載された記事のコピーやニュース映像等を事務局まで
お送りください

●運営関連
・学校へ記念撮影シート及び実施報告書を送付
・ＪＯＣ公式HPへ実施報告書及び学校公式ＨＰ
のリンク掲載

（https://www.joc.or.jp/event/class.html）

開催 前日 ～ 当日

●運営関連
・前日：学校での打合せ・詳細確認
・当日：オリンピアンの送迎等

●運営関連
・前日：学校での打合せ・詳細確認
・当日：オリンピック教室運営
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実施費用

「オリンピック教室」を実施するにあたり、各自治体には一部費用の負担をお願いしております。
予算を確保いただく際の目安として、下記負担金（例）をご確認ください。実施条件（学校数や
他JOCイベントとの連日開催等）によって内容が増減する場合もあります。
精算手続きについては、原則JOCが発行する請求書に基づく支払いとなっております。

広報活動について

自治体の要望に応じて、授業に関する取材の受け入れが可能です。
リリースの発行や当日の受け入れについては、下記をご確認ください。

＜事前準備＞
●リリースを発行する場合、必ず事前に学校へご確認ください。

なお、生徒の肖像権等に関しては、学校の規則を遵守してください。
●リリース内容を事前に事務局にて確認いたしますので、発行の1週間前までに事務局へお送りください。
●その他下記内容を事務局まで、ご連絡ください。
＊取材日時
＊媒体名（新聞、テレビ、雑誌等）

※最終的な取材実施可否については、事務局よりご連絡いたします。

＜当日＞
●当日の受け入れを含む報道関係者の対応は、自治体の責任にてお願いします。
●運動の時間は授業に支障のない範囲であれば、自由に取材していただいて構いませんが、オリンピアンと生徒の間を

移動することはご遠慮ください。
●座学の時間は、取材エリアは教室後方出入口付近でカメラ撮影は授業冒頭のみとさせていただきます。

教室内を移動しての撮影はご遠慮ください。
※スタッフは取材エリア以外での撮影を行う場合がありますので、予めご了承ください。

●通常授業時と変わらない環境を保つため、運動の時間、座学の時間ともにフラッシュを使用しての撮影はご遠慮ください。
●生徒への取材依頼は学校と調整してください。

オリンピアンへの取材要望がある場合には、事務局へご連絡ください。

＜実施後＞
●記録として保存いたしますので、発行された記事・映像等を事務局までお送りください。

※1 当日万が一の交通トラブル等を避けるため、基本前日に現地入り（前泊）しております。(実施場所に応じて例外あり)
1日に3クラス実施する場合は、オリンピアンへの負担軽減を考慮し、オリンピアンを2名手配します。(スタッフも1名追加)

※2 日当は自宅最寄り駅→学校最寄り駅までの距離で決定いたします。
（往復 50km未満…日当なし、50km以上100km未満…1,500円/1日、100km以上…3,000円/1日）

※3 前泊及び教室実施日数分の日当が発生します。

◆オリンピアン謝金
◆T2人件費
◆交通費（オリンピアン・T2・スタッフ2名）
◆宿泊費（オリンピアン・T2・スタッフ2名）
◆昼食代（オリンピアン・T2・スタッフ2名）
◆日当（オリンピアン）

・・・¥30,000
・・・¥30,000～50,000 ／1日※実施クラス数に応じて
・・・ 実費 × 4名
・・・ 実費 × 4名 × 宿泊日数分※1
・・・実費(最大￥1,000) × 4名 × 教室実施日数分
・・・¥ 3,000※2 × 前泊及び教室実施日数分※3

× クラス数

＜自治体負担金（オリンピアン1名手配の例）＞ ※税別（日当のみ税込）
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参考資料



授業を終えて

タグラグビーを始めて知りました。今回の授業でオリンピックを身近に感じることが出来まし
た。「諦めない大切さ」や「挑戦することの大切さ」「協力することの大切さ」を学びました。
オリンピックの歴史が知れて良かったです。

実際に使っていたシューズを見て「すごいなぁ」と思った
し、親近感が湧いた。オリンピックバリューが日常にも
あることがわかった。東京2020について興味が持てた。

自分は水泳部に所属しているので今日の話はとても参考に
なりました。
特に印象に残ったのは「フレンドシップ」です。
世界で戦えるようになると、皆が仲間になるという話を聞き、
胸が熱くなりました。自分も先生のように活躍できるように
なりたいです。

＜生徒＞

オリンピックは1位を競うだけではなく選手同士で助け合う
チームワークがとても大事であることを学びました。オリン
ピック競技やオリンピックの歴史についても学びました。

「全力を出す」・「支え合う」・「工夫する」は、とても
印象に残った。スポーツだけでなく、他のことにも応用して
いきたい。

スポーツをする時や普段の生活の中でもエクセレンスとフレンド
シップ、リスペクトを大切にすることが大事なんだなと思いました。

オリンピックは今までの積み重ねや一生懸命やることが大切だと感じました。オリンピックに
出場しないと分からないこと等も話してもらい、とてもためになりました。自分たちで考えた
それぞれの言葉を忘れないようにします。

普段会うことのできない先生の話は、とても
分かりやすく運動も楽しくできました。
協力することの重要さ、相手をリスペクトする
等、当たり前のことも先生からの話でさらに良
く分かりました。世界のトップで戦っていた人
は言葉の重みがありました。
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オリンピアンと直接触れ合えることは大きな機会となりました。
2020年に生徒がオリンピックを自国で開催することに胸を
張れるようにしていきたいです。

先生が行っていたじゃんけんのウォーミングアップを授業後
クラスや他学年の授業にも取り入れています。
今回の授業は生徒達も凄く楽しんでいました。
ありがとうございました。

＜自治体関係者＞

授業を終えて

＜先生＞

オリンピアンの子供たちへの対応、接し方がとても良かったです。子供たちの考えを引き出すや
り方に私たちも勉強させられる部分がありました。生徒たちの人生に役立ち、夢や目標について
考える機会になったと思います。

生徒達がいつのまにか夢中に取り組んでいる姿を見て嬉しく思いました。全力で、笑顔で声を
かけあうことの大切さは生徒たちに届いたと思います。

ライン上を動いての整列作りは大変興味深い運動でした。体育と数学的な思考を組み合わせた
クロスカリキュラムのようで、これからの体育に参考となりました。だるまさんが転んだ等も
クラスの緊張をほぐす、とても良い運動でした。

座学でのオリンピアンの話は、どれも心を打つものがあり、目標を持つことや、その目標に
向かって頑張ることの大切さを気付かせてくれ、青少年の健全育成に大いに影響があるもの
だと思う。また、オリンピアンと触れ合えることは、生徒たちとって良い刺激になり、区として
もオリンピック・パラリンピック教育の推進のため「オリンピック教室」を今後も実施していけ
たらと思います。

多くの支えを感じて高みに立った人の言葉は重みがあると感じました。「ありがとう」の
気持ちをたくさん持つことの意味も伝わりました。
本校生徒の良さと可能性を引き出すスタートになったと感じています。

－12－

オリンピックを目指し失敗した経験、そこから再びチャレンジし
夢をつかんだ経験、諦めない姿勢や折れない心は今の中学生に
とって、とても大切なことだと思います。同年代の中学生でオリ
ンピック落選を経験し、そこから強くなっていった先生の経験談
は、生徒達にの心に届いたと思います。
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※複数回実施している学校を含んだのべ学校数になります

【地域別受講人数】

過去実施エリア ※平成31年3月現在

北海道
9校:561名

秋田県
29校:1,576名

宮城県
3校:111名

群馬県
18校:1,481名

茨城県
6校:800名

埼玉県
35校:4,658名

千葉県
19校:2,435名

東京都
17校:2,158名

神奈川県
24校:3,483名

新潟県
4校:264名

長野県
8校:732名

山梨県
8校:696名

兵庫県
14校:1,737名

広島県
16校:771名

福岡県
6校:416名

大分県
6校:396名

【平成23年度-平成30年度 実施学校数/クラス数】

都道府県 学校数/クラス数/人数
1 北海道 9 校 17 クラス 561 名
2 宮城県 3 校 3 クラス 111 名
3 秋田県 29 校 56 クラス 1,576 名
4 茨城県 6 校 23 クラス 800 名
5 群馬県 18 校 47 クラス 1,481 名
6 埼玉県 35 校 134 クラス 4,658 名
7 千葉県 19 校 71 クラス 2,435 名
8 東京都 17 校 63 クラス 2,158 名
9 神奈川県 24 校 87 クラス 3,483 名
10 新潟県 4 校 8 クラス 264 名
11 山梨県 8 校 22 クラス 696 名
12 長野県 8 校 24 クラス 732 名
13 兵庫県 14 校 49 クラス 1,737 名
14 広島県 16 校 27 クラス 771 名
15 福岡県 6 校 14 クラス 416 名
16 大分県 6 校 13 クラス 396 名

合計 222 校 658 クラス 22,275 名



市立吉井西中学校（15,16,17,18）
市立入野中学校（15,16,17,18）
市立箕郷中学校（16）
市立寺尾中学校（17,18）
市立八幡中学校（17,18）
市立大類中学校（18）
市立太田中学校（15）
市立旭中学校（16）
市立強戸中学校（17）
市立木崎中学校（18）

市立南が丘中学校（13）
市立士別南中学校（14,17,18）
市立士別中学校（15,17,18）
市立上士別中学校（16）
市立多寄中学校（16）

北海道（5校）

市立水海道中学校（12）
市立筑波東中学校（12）
市立吾妻中学校（12,13）
市立手代木中学校（12,13）

過去実施学校

－14－

※平成31年3月現在

※市区町村の総務省自治体市町村コード順、市区町村以降は実施年度順。
※（）内は実施年度の西暦下2桁を記載。

市立下北手中学校（12）
市立御野場中学校（17）
市立能代東中学校（14）
市立横手北中学校（15）
市立比内中学校（15）
市立男鹿北中学校（16）
市立皆瀬中学校（16）
市立山田中学校（16）
市立尾去沢中学校（13）
市立東由利中学校（14）
市立由利中学校（14）
市立大内中学校（18）
市立天王中学校（16）
市立協和中学校（13）
市立大曲西中学校（14）
市立平和中学校（14）
市立合川中学校（16）
市立仁賀保中学校（17）
市立神代中学校（15）
市立桧木内中学校（15）
町立小坂中学校（13）
町立藤里中学校（17）
町立琴丘中学校（14）
町立五城目第一中学校（15）
町立井川中学校（13）
村立上子阿仁中学校（18）
町立八郎潟中学校（18）
村立大潟中学校（18）
町立羽後中学校（18）

市立磯辺中学校（16）
市立轟町中学校（17）
市立大椎中学校（18）
市立第三中学校（16）
市立海神中学校（15）
市立木更津第三中学校（17）
市立木間ヶ瀬中学校（17）
市立茂原中学校（16）
市立根郷中学校（18）
市立東中学校（18）
市立第一中学校（18）
市立土中学校（16）
市立国分寺台西中学校（16）
市立常盤松中学校（18）
市立村上中学校（17）
市立浦安中学校（16）
市立富山中学校（18）
市立佐原第五中学校（17）
市立大原中学校（17）

市立山田中学校（12）
市立霞ヶ関中学校（18）
市立霞ヶ関西中学校（15）
市立霞ヶ関東中学校（16）
市立川越西中学校（16）
市立大東西中学校（17）
市立野田中学校（17）
市立富士見中学校（18）
市立鯨井中学校（18）
市立在家中学校（12）
市立谷原中学校（18）
市立狭山台中学校（18）
市立入間川中学校（18）
市立入間野中学校（18）
市立吹上中学校（18）
市立南中学校（18）
市立西中学校（18）
市立朝霞第四中学校（17）
市立朝霞第一中学校（18）
市立朝霞第五中学校（18）
市立新座中学校（18）
市立北中学校（12,13,14,15,17）
市立彦成中学校（16,17）
市立栄中学校（16,18）
市立瑞穂中学校（16）
市立早稲田中学校（17）
市立南中学校（18）
市立前川中学校（18）
町立東中学校（17）

札幌市
士別市

秋田県（29校）
秋田市

能代市
横手市
大館市
男鹿市
湯沢市

鹿角市
由利本荘市

潟上市
大仙市

北秋田市
にかほ市
仙北市

小坂町
藤里町
三種町
五城目町
井川町
上小阿仁村
八郎潟町
大潟村
羽後町

群馬県（10校）
高崎市

太田市

茨城県（4校）
常総市
つくば市

埼玉県（29校）
川越市

川口市
春日部市
狭山市

鴻巣市
上尾市
越谷市
朝霞市

新座市
三郷市

小川町

千葉県（19校）
千葉市

銚子市
船橋市
木更津市
野田市
茂原市
佐倉市
東金市
習志野市
柏市
市原市
流山市
八千代市
浦安市
南房総市
香取市
いすみ市

町立円田中学校（18）
町立宮中学校（18）
町立遠刈田中学校（18）

宮城県（3校）
蔵王町

【実施自治体】
北海道札幌市、北海道士別市、宮城県蔵王町、秋田県、群
馬県高崎市、群馬県太田市、埼玉県、埼玉県川越市、埼玉
県川口市、埼玉県朝霞市、埼玉県朝霞市、埼玉県三郷市、
千葉県、東京都板橋区、神奈川県、神奈川県横浜市、神奈
川県川崎市、新潟県新潟市、長野県長野市、長野県下諏
訪町、山梨県富士吉田市、山梨県道志村、山梨県西桂町、
兵庫県神戸市、広島県、広島県福山市、広島県東広島市、
福岡県、大分県中津市



市立大江山中学校（15）
市立白新中学校（16）
市立新潟柳都中学校（17）
市立濁川中学校（18）

新潟県（4校）

過去実施学校

－15－

【JOCパートナー都市】
大阪市・長野市・福岡県・福岡市・広島市・熊本県・熊本市・
東京都・北海道・札幌市・横浜市・広島県・兵庫県神戸市・
帯広市・秋田県・秋田市・川崎市・高崎市・千葉県・太田市・
福山市・北九州市・加賀市・神奈川県・埼玉県
※JOCパートナー都市協定締結日順

計 26都市（平成29年6月16日現在）

※平成31年3月現在

市立熊西中学校（18）
市立後藤寺中学校（17）
市立仲津中学校（13）
市立今元中学校（16）
市立玄海中学校（15）
市立南陵中学校（14）

市立耶馬溪中学校（15）
市立本耶馬渓中学校（15）
市立今津中学校（16）
市立東中津中学校（16）
市立豊陽中学校（17）
市立中津中学校（18）

※市区町村の総務省自治体市町村コード順、市区町村以降は実施年度順。
※（）内は実施年度の西暦下2桁を記載。

市立豊野中学校（13）
市立西部中学校（14）
市立若穂中学校（15）
市立戸隠中学校（16）
市立鬼無里中学校（16）
市立三陽中学校（17）
市立松代中学校（18）
町立下諏訪社中学校（17）

市立明見中学校（16）
市立富士見台中学校（17）
市立下吉田中学校（17）
市立吉田中学校（18）
村立道志中学校（17）
町立西桂中学校（17）
村立忍野中学校（18）
村立山中湖中学校（18）

市立吉田中学校（13,15）
市立星和台中学校（14）
市立小部中学校（15）
市立広陵中学校（15）
市立多聞東中学校（16）
市立飛松中学校（16）
市立淡河中学校（16）
市立塩屋中学校（17）
市立太田中学校（17）
市立神戸生田中学校（18）
市立横尾中学校（18）
市立桜の宮中学校（18）
市立大原中学校（18）

市立栗原中学校（13）
市立因来中学校（13）
市立内海中学校（16,18）
市立福山中学校（17）
市立城西中学校（18）
私立英数学館中学校（18）
私立盈進中学校（18）
市立府中明郷中学校（16）
市立三良坂中学校（15）
市立高野中学校（15）
市立豊栄中学校（14）
市立磯松中学校（17）
市立江田島中学校（14）
市立大柿中学校（14）
町立坂中学校（14）

新潟市

長野県（8校）
長野市

下諏訪町

山梨県（8校）
富士吉田市

道志村
西桂町
忍野村
山中湖村

兵庫県（13校）
神戸市

広島県（15校）
尾道市

福山市

府中市
三次市
庄原市
東広島市

江田島市

坂町

福岡県（6校）
北九州市
田川市
行橋市

宗像市
朝倉市

大分県（6校）
中津市

区立麹町中学校（12）
区立中高一貫校 伊藤学園（12）
区立中野中学校（12）
区立稲付中学校（11~18）
区立板橋第二中学校（15）
区立志村第一中学校（16）
区立志村第四中学校（17）
区立向原中学校（17）
区立高島第二中学校（18）
区立上板橋第一中学校（18）

横浜国立大学教育学部附属横浜中学校
（11~18）
（旧：横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校）
市立義務教育学校 西金沢学園中学部
（旧：横浜市立西金沢中学校）
（13,17）
市立西中学校（14）
市立中川西中学校（15）
市立西柴中学校（16）
市立奈良中学校（17）
浦島丘中学校（18）
市立東永谷中学校（18）
市立柿生中学校（16）
市立田島中学校（17）
市立玉川中学校（18）
市立高津中学校（18）
市立京町中学校（17）
神奈川県立相模原中等教育学校（17）
神奈川県立平塚中等教育学校（17）
町立葉山中学校（18）
町立山北中学校（18）

東京都（10校）
千代田区
品川区
中野区
北区
板橋区

神奈川県（17校）
横浜市

川崎市

相模原市
平塚市

葉山町
山北町



※平成31年3月現在
※敬称略過去実施オリンピアン一覧
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青木 香奈枝
(アイスホッケー)

池田 信太郎
（バドミントン）

石黒 由美子
（水泳／シンクロナイズドスイミング）

池松 和彦
（レスリング）

石野 枝里子
（スケート／スピードスケート）

伊藤 華英
（水泳／競泳）

荻原 健司
（スキー／ノルディック複合）

上田 藍
（トライアスロン）

内田 翔
（水泳／競泳）

大林 素子
（バレーボール）

大山 加奈
（バレーボール）

荻原 次晴
（スキー／ノルディック複合）

小口 貴久
（リュージュ）

鹿島 丈博
（体操）

兼松 由香
(ラグビーフットボール)

小原 悠里
（スケート／スピードスケート）

加藤 友里恵
(トライアスロン)

岡里 明美
（バスケットボール）

加藤 ゆか
（水泳／競泳）

朝日 健太郎
（ビーチバレーボール）

太田 陽子
(陸上競技)

伊藤 俊介
(水泳／競泳)

海渕 萌
(カヌー／スラローム)

足立 夢実
（水泳／シンクロナイズドスイミング）

岩崎 恭子
(水泳／競泳)

小口 貴子
（スケルトン）

狩野 舞子
(バレーボール)

大黑田裕芽
(ラグビーフットボール)

石橋 千彰
(水泳／競泳)

岩本 亜希子
（ボート）



過去実施オリンピアン一覧
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※平成31年3月現在
※敬称略

多治見 麻子
（バレーボール）

橘 雅子
（水泳／シンクロナイズドスイミング）

阪本 章史
（自転車）

佐藤 久佳
(水泳／競泳)

柴田 隆一
（水泳／競泳）

髙平 慎士
（陸上競技）

鈴木 靖
（スケート／スピードスケート）

澤野 大地
（陸上競技）

佐藤 真太郎
（ボブスレー）

酒井 友之
（サッカー）

佐藤 光浩
（陸上競技）

三宮 恵利子
(スケート／スピードスケート)

高尾 千穂
(スキー／フリースタイル)

田島 寧子
(水泳／競泳)

佐伯 美香
(バレーボール／ビーチバレーボール)

齋藤 里香
（ウエイトリフティング）

小谷 実可子
（水泳／シンクロナイズドスイミング）

小塚 崇彦
(スケート／フィギュアスケート)

小菅 寧子
（セーリング）

小林 祐梨子
(陸上競技)

須佐 勝明
（ボクシング）

桑井 亜乃
(ラグビーフットボール)

坂井 克行
(ラグビーフットボール)

鈴木 彩香
(ラグビーフットボール)

髙橋 成美
(スケート／フィギュアスケート)

黒須 成美
（近代五種）

新谷 志保美
（スケート／スピードスケート）

田頭 弘毅
(ウエイトリフティング)

楠田 香穂里
（バスケットボール）

木田 知宏
（射撃／ライフル射撃）



過去実施オリンピアン一覧 ※平成31年3月現在
※敬称略

中野 弘幸
（陸上競技）

中村 真衣
（水泳／競泳）

夏見 円
（スキー／クロスカントリー）

萩原 智子
（水泳／競泳）

中村 礼子
（水泳／競泳）

長谷 等
（ボート）

長塚 智広
（自転車）

永田 睦子
（バスケットボール）

中西 悠子
（水泳／競泳）

中野 大輔
（体操）

野村 智宏
（陸上競技）

出島 茂幸
（スケート／スピードスケート）

長岡 千里
（ボブスレー）

勅使川原 郁恵
（スケート／ショートトラック）

中川 真依
(水泳／飛込み)

中尾 美樹
（水泳／競泳）

千葉 真子
（陸上競技）

鶴岡 剣太郎
（スキー／スノーボード）

千田 健太
(フェンシング)

坪井 保菜美
(体操／新体操)

畑中 みゆき
（スキー／フリースタイル）

田端 健児
（陸上競技）

田中 光
（体操）

田辺 陽子
（柔道）

田中 めぐみ
（陸上競技）
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中村 知春
（ラグビーフットボール）

中村 麻衣
（水泳／シンクロナイズドスイミング）

中山 英子
（スケルトン）

田中 和仁
（体操）

田中 琴乃
（体操／新体操）



過去実施オリンピアン一覧 ※平成31年3月現在
※敬称略

山本 隆弘
（バレーボール）

室伏 由佳
（陸上競技）

湯元 健一
（レスリング）

湯元 進一
（レスリング）

村上 佳宏
(近代五種)

山口 美咲
(水泳／競泳)

村上 睦子
（バスケットボール）

源 純夏
（水泳／競泳）

三宅 諒
（フェンシング）

宮下 純一
（水泳／競泳）

三好 智弘
（水泳／競泳）

三科 真澄
（ソフトボール）

溝口 紀子
（柔道）

松岡 修造
（テニス）

松村 亜矢子
（水泳／シンクロナイズドスイミング）

松本 弥生
(水泳／競泳)

馬渕 智子
(ソフトボール)

三井 梨紗子
（水泳／シンクロナイズドスイミング）

山根 朋恵
（アイスホッケー）

星 瑞枝
（スキー／アルペン）

－19－

逸見 佳代
（スキー／フリースタイル）

藤丸 真世
（水泳／シンクロナイズドスイミング）

福見 友子
（柔道）

星 奈津美
(水泳／競泳)

伏見 知何子
(スキー／スノーボード)

廣瀬 栄理子
(バドミントン)

松島 美菜
（水泳／競泳）

両角 公佑
（カーリング）

平野 早矢香
(卓球)

桧野 真奈美
（ボブスレー）



過去実施オリンピアン一覧 ※平成31年3月現在
※敬称略

脇田 寿雄
（ボブスレー）

－20－

米田 功
（体操）

米倉 加奈子
（バドミントン）



過去実施オリンピアン一覧

－21－

※平成31年3月現在
※敬称略

写真：アフロスポーツ／フォート・キシモト 他





公益財団法人 日本オリンピック委員会
オリンピック・ムーブメント推進部

Japan Sport Olympic Square13階
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4-2

TEL：03-6910-5953 FAX：03-6910-5960

ＪＯＣオリンピックデーラン・オリンピック教室運営事務局
株式会社サンコミュニケーションズ内

〒107-0052 東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル4F
TEL: 03-3586-0634 FAX: 03-3585-6671
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