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２０．主要競技スポーツ成績 【県教育委員会調べ】

順位 順位 順位

67 12位 36位 28位

68 ９位 26位 19位

69 ５位 40位 30位

70 10位 40位 36位

71 ３位 37位 26位

72 11位 36位 31位

24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

年

24年

26年

27年

28年

29年

平成30年

（2018）

ピョンチャン（韓国）

スピードスケート

　加藤 条治：男子500ｍ6位（山形中央高校出身）

　一戸誠太郎：男子5000ｍ9位,TP5位（山形中央高校出身）

　ウイリアムソン師円：男子1500m10位,TP5位,MS11位（山形中央高校出身）

　小田卓朗：男子1000ｍ5位,1500m5位（山形中央高校出身）

スキー

　鈴木　沙織：女子フリースタイルHP14位（山形中央高校出身）

スノーボード

　斯波正樹：男子スノーボードパラレル大回転27位（山形南高校出身）

24回　4位 上山南

平成28年度（2016年） Ｊ２ １４位 １１勝：１７敗：１４分 　J２なし  ３回戦敗退　（9/22）

第36回  44位

28回 28位 山形城北

3 高校野球（甲子園大会）3 高校野球（甲子園大会）3 高校野球（甲子園大会）3 高校野球（甲子園大会）

代　　表　　校 対　　　 　戦　　　 　成　　　 績　（選抜：Ｈ１７・羽黒高校・ベスト４　夏：Ｈ２５・日大山形・ベスト４）

24回 14位 山形一第22回  35位 第35回  38位 67回 28位 酒 田 南

    5  (男 4  ･  女1)   23 (男12・女11)  32 (男23・女 9)

29回 39位 東海山形

　２回戦：酒田南 ２－３ 明徳義塾　　※選抜　本県出場校なし

山形中央 高 校 　１回戦：山形中央９－８小松（愛媛）２回戦山形中２－０東海大四（北海道）３回戦山形中央３－８健大高崎（群馬）（公立高校初のベスト１６）　

1　国民体育大会1　国民体育大会1　国民体育大会1　国民体育大会

回

開催県

（冬季）

年

冬季大会 本 大 会 総　合　成　績

得  点 得  点 得  点

岐阜（岐阜）  Ｈ24 125 758.0 883.0

東京（福島・秋田）  Ｈ25 132 842.5 974.5

長崎（栃木・山形）  Ｈ26 172 698.0 870.0

和歌山（群馬）  Ｈ27 142 659.5 801.5

岩手（岩手）  Ｈ28 191 738.0 929.0

愛媛（長野）  Ｈ29 127 746.5 873.5

2 駅伝競走大会2 駅伝競走大会2 駅伝競走大会2 駅伝競走大会

年度

都道府県対抗駅伝 全国高校駅伝 全国中学駅伝

男子順位

（第１回第23位）

女子順位

（第23回 第３位）

男子順位

（第18回 第４位）

女子順位

（第14回　第11位）

男子順位

（第９回第５位）

女子順位

（第24回　第４位）

第18回  39位 第31回  21位 63回 37位 東海山形 24回 16位 山形城北 20回 ５位 山形十 20回 36位 上山南

第19回  39位 第32回  32位 64回 42位 東海山形 25回 46位 山形城北 21回 17位 山形四 21回 15位 上山南

第20回  36位 第33回  24位 65回 52位 東海山形 26回 31位 山形城北 22回 25位 上山南 22回 22位 上山南

第21回  38位 第34回  31位 66回 44位 東海山形 27回 39位 山形城北 23回 25位 山形十 23回 17位 上山南

第23回  29位 68回 40位 東海山形 25回 14位 山形一 25回 19位 山形四

日大山形 高 校 　１回戦日大山形３－６明徳義塾（高知）　　※選抜　日大山形３－５智辯（奈良）

鶴 岡 東 高 校 　１回戦鶴東３－５いなべ総合（三重）　※選抜　本県出場校なし

25年

山形中央 高 校 　選抜 ２回戦：山形中央６－２岩国商業、３回戦：山形中央１－１１浦和学院　     ※東北絆枠　選抜大会２回目の出場 　

日大山形 高 校

　２回戦：日大山形７－１日大三（西東京代表）、３回戦：日大山形５－２作新学院（栃木代表）、準々決勝：日大山形５－２明徳義塾（高知代表）　

　準決勝：日大山形1－4前橋育英（群馬代表）　※夏の甲子園大会　県勢初のベスト４（日大山形　６年ぶり１７度目の出場）

酒 田 南 高 校

４ サッカー（モンテディオ山形）４ サッカー（モンテディオ山形）４ サッカー（モンテディオ山形）４ サッカー（モンテディオ山形）

シーズン年 リーグ 成         績

ナビスコカップ(平成28年6月20日まで)

ルヴァンカップ(平成28年6月21日から)

天皇杯サッカー

鶴 岡 東 高 校 　２回戦鶴東９－６鳥取城北（鳥取）３回戦鶴東０－１花咲徳栄（埼玉）ベスト１６　※選抜　本県出場校なし

平成25年度（2013年） Ｊ２ １０位 １６勝：１５敗：１１分 　J２なし  ４回戦敗退　（11/20）

平成26年度（2014年） Ｊ２

６位 １８勝：１４敗：１０分

　J２なし

　　　　準優勝

プレーオフ優勝Ｊ１昇格 １－３Ｇ大阪

平成27年度（2015年） Ｊ１ １８位　 ４勝：１８敗：１２分 　予選敗退(２勝２敗２分)  ４回戦敗退　（11/14）

平成29年度（2017年） Ｊ２ １１位 １４勝：１１敗：１７分 　J２なし  ３回戦敗退　（7/12）

５ バスケットボール（パスラボ山形ワイヴァンズ）５ バスケットボール（パスラボ山形ワイヴァンズ）５ バスケットボール（パスラボ山形ワイヴァンズ）５ バスケットボール（パスラボ山形ワイヴァンズ）

   シーズン年

NBDLリーグ(平成27年度2015/16シーズンまで)

B2リーグ(平成28年度2016/17シーズンから)

プレーオフ 全日本総合選手権

平成26年度(2014/15) ７位 　１０勝２２敗 ― ―

平成27年度(2015/16) ４位   ２３勝１３敗 4位（4チーム中） ３回戦敗退（ベスト１６）

平成28年度(2016/17) ５位  ２６勝３４敗（Ｂ２東地区） ―

６ バスケットボール（山形銀行ライヤーズ）６ バスケットボール（山形銀行ライヤーズ）６ バスケットボール（山形銀行ライヤーズ）６ バスケットボール（山形銀行ライヤーズ）

―

シーズン年 全日本実業団競技大会 全日本社会人選手権大会 全日本総合選手権大会

平成29年度(2017/18) ３位  ２５勝３５敗（Ｂ２東地区） ― ３次ラウンド敗退

平成２５年度（2013) 優勝 優勝 ２回戦敗退

平成２６年度（2014) 優勝 優勝 ２回戦敗退

平成２７年度（2015) ２回戦敗退 出場権逃す １回戦敗退

平成２８年度（2016) リーグ戦敗退 出場権逃す ３回戦敗退

平成２９年度（2017) 第３位 優勝 出場権逃す

７ バレーボール（プレステージ・インターナショナル　アランマーレ）７ バレーボール（プレステージ・インターナショナル　アランマーレ）７ バレーボール（プレステージ・インターナショナル　アランマーレ）７ バレーボール（プレステージ・インターナショナル　アランマーレ）

シーズン年 リーグ 成　　　　績

平成27年度（2015/16) Ｖ・チャレンジリーグⅡ ２勝１４敗　５位（リーグ終了）

平成29年度（2017/18) Ｖ・チャレンジリーグⅡ ６勝　９敗　５位（リーグ終了）

平成28年度（2016/17) Ｖ・チャレンジリーグⅡ ８勝　７敗　４位（リーグ終了）

８ 中学校・高等学校関係各種大会入賞数８ 中学校・高等学校関係各種大会入賞数８ 中学校・高等学校関係各種大会入賞数８ 中学校・高等学校関係各種大会入賞数

年度 全国中学体育大会 全国中学選手権大会 全国高校総体 全国高校選手権大会

 33 (男20・女13)    0   (男 0 ・女 0)

平成２６年度     9  (男 5  ･  女4)   32 (男23・女17)  40 (男23・女17)    1   (男 1 ・女 0)

平成２５年度     7  (男 2  ・ 女5)   28 (男17・女11)

    6  (男 2  ･  女4)   26 (男14・女12)  60 (男32・女28)

   1   (男 0 ・女 1)

   0   (男 0 ・女 0)

平成２８年度

平成28年

（2016） （ブラジル）

平成２７年度     9  (男 6  ･  女3)   30 (男15・女15)  35 (男20・女15)

リオデジャネイロ 競泳　小関　也朱篤：男子平泳ぎ100m 6位・200m 5位・メドレーリレー 5位（羽黒高校出身）

   0   (男 0 ・女 0)

平成２９年度

馬術　原田　喜市：男子馬場馬術個人 45位・団体 11位（山形第六中学校出身）

９　オリンピック出場選手・成績９　オリンピック出場選手・成績９　オリンピック出場選手・成績９　オリンピック出場選手・成績

開催年 開催地 本県関係者選手

平成26年

（2014）

ソチ（ロシア）

スピードスケート

　加藤 条治：男子500m 5位（山形中央高校出身）トリノ、バンクーバーに続き３度目の五輪出場

　ウイリアムソン師円：男子5000m 26位（山形中央高校３年）高校生として本県初の冬季五輪出場
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２１．山形県歴代オリンピック出場選手① 【県教育委員会調べ】

氏　　　　名氏　　　　名氏　　　　名氏　　　　名 出身地出身地出身地出身地 競　技　名競　技　名競　技　名競　技　名 開催国：西暦開催国：西暦開催国：西暦開催国：西暦 大　　会　　名大　　会　　名大　　会　　名大　　会　　名 種目名種目名種目名種目名 記録記録記録記録

備　　　　　　　　考備　　　　　　　　考備　　　　　　　　考備　　　　　　　　考

●本県以外の所属で参加●本県以外の所属で参加●本県以外の所属で参加●本県以外の所属で参加

1111 茂　木　善　作茂　木　善　作茂　木　善　作茂　木　善　作 酒田市酒田市酒田市酒田市 陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技 ベルギー：１９２０年ベルギー：１９２０年ベルギー：１９２０年ベルギー：１９２０年 第７回アントワープ大会第７回アントワープ大会第７回アントワープ大会第７回アントワープ大会 マラソンマラソンマラソンマラソン 20位（2時間51分09秒4）20位（2時間51分09秒4）20位（2時間51分09秒4）20位（2時間51分09秒4） 五輪旗初使用五輪旗初使用五輪旗初使用五輪旗初使用

2222 柴　田　タ　カ柴　田　タ　カ柴　田　タ　カ柴　田　タ　カ 山形市山形市山形市山形市 陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技 アメリカ：１９３２年アメリカ：１９３２年アメリカ：１９３２年アメリカ：１９３２年 第１０回ロサンゼルス大会第１０回ロサンゼルス大会第１０回ロサンゼルス大会第１０回ロサンゼルス大会 女子100m女子100m女子100m女子100m 予選で落選　記録なし予選で落選　記録なし予選で落選　記録なし予選で落選　記録なし

3333 笹　原　正　三笹　原　正　三笹　原　正　三笹　原　正　三 山形市山形市山形市山形市 レスリングレスリングレスリングレスリング オーストラリア：１９５６年オーストラリア：１９５６年オーストラリア：１９５６年オーストラリア：１９５６年 第１６回メルボルン大会第１６回メルボルン大会第１６回メルボルン大会第１６回メルボルン大会 フリースタイル・フェザー級フリースタイル・フェザー級フリースタイル・フェザー級フリースタイル・フェザー級 金メダル金メダル金メダル金メダル

オーストラリア：１９５６年オーストラリア：１９５６年オーストラリア：１９５６年オーストラリア：１９５６年 第１６回メルボルン大会第１６回メルボルン大会第１６回メルボルン大会第１６回メルボルン大会 ライト級（67.5kgまで）ライト級（67.5kgまで）ライト級（67.5kgまで）ライト級（67.5kgまで） 4位入賞(367 .5kg)4位入賞(367 .5kg)4位入賞(367 .5kg)4位入賞(367 .5kg)

イタリア：１９６０年イタリア：１９６０年イタリア：１９６０年イタリア：１９６０年 第１７回ローマ大会第１７回ローマ大会第１７回ローマ大会第１７回ローマ大会 ライト級（67.5kgまで）ライト級（67.5kgまで）ライト級（67.5kgまで）ライト級（67.5kgまで） 失格失格失格失格

オーストラリア：１９５６年オーストラリア：１９５６年オーストラリア：１９５６年オーストラリア：１９５６年 第１６回メルボルン大会第１６回メルボルン大会第１６回メルボルン大会第１６回メルボルン大会 10位10位10位10位

イタリア：１９６０年イタリア：１９６０年イタリア：１９６０年イタリア：１９６０年 第１７回ローマ大会第１７回ローマ大会第１７回ローマ大会第１７回ローマ大会 15位15位15位15位

6666 永　井　　　隆永　井　　　隆永　井　　　隆永　井　　　隆 山形市山形市山形市山形市 レスリングレスリングレスリングレスリング イタリア：１９６０年イタリア：１９６０年イタリア：１９６０年イタリア：１９６０年 第１７回ローマ大会第１７回ローマ大会第１７回ローマ大会第１７回ローマ大会 フリースタイル・ミドル級フリースタイル・ミドル級フリースタイル・ミドル級フリースタイル・ミドル級 8位8位8位8位

7777 伊　沢　まき子伊　沢　まき子伊　沢　まき子伊　沢　まき子 高畠町高畠町高畠町高畠町 陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技 日　本：１９６４年日　本：１９６４年日　本：１９６４年日　本：１９６４年 第１８回東京大会第１８回東京大会第１８回東京大会第１８回東京大会 女子200m女子200m女子200m女子200m 予選で落選(25秒4）予選で落選(25秒4）予選で落選(25秒4）予選で落選(25秒4）

8888 大　江　英　雄大　江　英　雄大　江　英　雄大　江　英　雄 山形市山形市山形市山形市 漕　　　艇漕　　　艇漕　　　艇漕　　　艇 日　本：１９６４年日　本：１９６４年日　本：１９６４年日　本：１９６４年 第１８回東京大会第１８回東京大会第１８回東京大会第１８回東京大会 かじ付きフォアかじ付きフォアかじ付きフォアかじ付きフォア 敗者復活戦敗退（７分31秒60）敗者復活戦敗退（７分31秒60）敗者復活戦敗退（７分31秒60）敗者復活戦敗退（７分31秒60）

9999 宮　崎　欣　也宮　崎　欣　也宮　崎　欣　也宮　崎　欣　也 鶴岡市鶴岡市鶴岡市鶴岡市 陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技 日　本：１９６４年日　本：１９６４年日　本：１９６４年日　本：１９６４年 第１８回東京大会第１８回東京大会第１８回東京大会第１８回東京大会 走り高跳び走り高跳び走り高跳び走り高跳び 予選で落選(1.95m)予選で落選(1.95m)予選で落選(1.95m)予選で落選(1.95m)

10101010 林　崎　昭　裕林　崎　昭　裕林　崎　昭　裕林　崎　昭　裕 米沢市米沢市米沢市米沢市 ライフル射撃ライフル射撃ライフル射撃ライフル射撃 日　本：１９６４年日　本：１９６４年日　本：１９６４年日　本：１９６４年 第１８回東京大会第１８回東京大会第１８回東京大会第１８回東京大会 ライフル射撃、スモール・ボア・ライフル伏射ライフル射撃、スモール・ボア・ライフル伏射ライフル射撃、スモール・ボア・ライフル伏射ライフル射撃、スモール・ボア・ライフル伏射 6位入賞(594）6位入賞(594）6位入賞(594）6位入賞(594）

日　本：１９６４年日　本：１９６４年日　本：１９６４年日　本：１９６４年 第１８回東京大会第１８回東京大会第１８回東京大会第１８回東京大会 出場せず出場せず出場せず出場せず

メキシコ：１９６８年メキシコ：１９６８年メキシコ：１９６８年メキシコ：１９６８年 第１９回メキシコ大会第１９回メキシコ大会第１９回メキシコ大会第１９回メキシコ大会 出場せず出場せず出場せず出場せず

西ドイツ：１９７２年西ドイツ：１９７２年西ドイツ：１９７２年西ドイツ：１９７２年 第２０回ミュンヘン大会第２０回ミュンヘン大会第２０回ミュンヘン大会第２０回ミュンヘン大会 14位14位14位14位

カナダ：１９７６年カナダ：１９７６年カナダ：１９７６年カナダ：１９７６年 第２１回モントリオール大会第２１回モントリオール大会第２１回モントリオール大会第２１回モントリオール大会 11位11位11位11位

13131313 宗　田　研　二宗　田　研　二宗　田　研　二宗　田　研　二 新庄市新庄市新庄市新庄市 バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール 西ドイツ：１９７２年西ドイツ：１９７２年西ドイツ：１９７２年西ドイツ：１９７２年 第２０回ミュンヘン大会第２０回ミュンヘン大会第２０回ミュンヘン大会第２０回ミュンヘン大会 14位14位14位14位

14141414 島　影　せい子島　影　せい子島　影　せい子島　影　せい子 酒田市酒田市酒田市酒田市 バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール 西ドイツ：１９７２年西ドイツ：１９７２年西ドイツ：１９７２年西ドイツ：１９７２年 第２０回ミュンヘン大会第２０回ミュンヘン大会第２０回ミュンヘン大会第２０回ミュンヘン大会 銀メダル銀メダル銀メダル銀メダル

15151515 斎　藤　　　真斎　藤　　　真斎　藤　　　真斎　藤　　　真 酒田市酒田市酒田市酒田市 レスリングレスリングレスリングレスリング 西ドイツ：１９７２年西ドイツ：１９７２年西ドイツ：１９７２年西ドイツ：１９７２年 第２０回ミュンヘン大会第２０回ミュンヘン大会第２０回ミュンヘン大会第２０回ミュンヘン大会 グレコローマン(100kg級）グレコローマン(100kg級）グレコローマン(100kg級）グレコローマン(100kg級） 2回戦敗退2回戦敗退2回戦敗退2回戦敗退

16161616 齋　藤　　　隆齋　藤　　　隆齋　藤　　　隆齋　藤　　　隆 酒田市酒田市酒田市酒田市 ウェイトリフティングウェイトリフティングウェイトリフティングウェイトリフティング カナダ：１９７６年カナダ：１９７６年カナダ：１９７６年カナダ：１９７６年 第２１回モントリオール大会第２１回モントリオール大会第２１回モントリオール大会第２１回モントリオール大会 フェザー級フェザー級フェザー級フェザー級 4位入賞(262 .5kg）4位入賞(262 .5kg）4位入賞(262 .5kg）4位入賞(262 .5kg）

17171717 石　垣　　　仁石　垣　　　仁石　垣　　　仁石　垣　　　仁 遊佐町遊佐町遊佐町遊佐町 ボクシングボクシングボクシングボクシング カナダ：１９７６年カナダ：１９７６年カナダ：１９７６年カナダ：１９７６年 第２１回モントリオール大会第２１回モントリオール大会第２１回モントリオール大会第２１回モントリオール大会 バンタム級バンタム級バンタム級バンタム級 3回戦敗退3回戦敗退3回戦敗退3回戦敗退

18181818 菅　藤　　　弘菅　藤　　　弘菅　藤　　　弘菅　藤　　　弘 尾花沢市尾花沢市尾花沢市尾花沢市 ボクシングボクシングボクシングボクシング ソ　連：１９８０年ソ　連：１９８０年ソ　連：１９８０年ソ　連：１９８０年 第２２回モスクワ大会第２２回モスクワ大会第２２回モスクワ大会第２２回モスクワ大会 日本不参加日本不参加日本不参加日本不参加 代表選手に選考されたが日本選手団不参加代表選手に選考されたが日本選手団不参加代表選手に選考されたが日本選手団不参加代表選手に選考されたが日本選手団不参加

アメリカ：１９８４年アメリカ：１９８４年アメリカ：１９８４年アメリカ：１９８４年 第２３回ロサンゼルス大会第２３回ロサンゼルス大会第２３回ロサンゼルス大会第２３回ロサンゼルス大会 67.5kg級67.5kg級67.5kg級67.5kg級 6位入賞(302 .5kg）6位入賞(302 .5kg）6位入賞(302 .5kg）6位入賞(302 .5kg）

韓　国：１９８８年韓　国：１９８８年韓　国：１９８８年韓　国：１９８８年 第２４回ソウル大会第２４回ソウル大会第２４回ソウル大会第２４回ソウル大会 67.5kg級67.5kg級67.5kg級67.5kg級 失格失格失格失格

20202020 我孫子　　薫我孫子　　薫我孫子　　薫我孫子　　薫 藤島町藤島町藤島町藤島町 ウェイトリフティングウェイトリフティングウェイトリフティングウェイトリフティング アメリカ：１９８４年アメリカ：１９８４年アメリカ：１９８４年アメリカ：１９８４年 第２３回ロサンゼルス大会第２３回ロサンゼルス大会第２３回ロサンゼルス大会第２３回ロサンゼルス大会 60kg級60kg級60kg級60kg級 4位入賞(270 .0kg）4位入賞(270 .0kg）4位入賞(270 .0kg）4位入賞(270 .0kg）

21212121 武　田　　　聡武　田　　　聡武　田　　　聡武　田　　　聡 山形市山形市山形市山形市 水　　　泳水　　　泳水　　　泳水　　　泳 韓　国：１９８８年韓　国：１９８８年韓　国：１９８８年韓　国：１９８８年 第２４回ソウル大会第２４回ソウル大会第２４回ソウル大会第２４回ソウル大会

200mバタフライ200mバタフライ200mバタフライ200mバタフライ

200m個人メドレー200m個人メドレー200m個人メドレー200m個人メドレー

15位(2分02秒18）15位(2分02秒18）15位(2分02秒18）15位(2分02秒18）

予選落ち(2分08秒11）予選落ち(2分08秒11）予選落ち(2分08秒11）予選落ち(2分08秒11）

22222222 斎　藤　　　清斎　藤　　　清斎　藤　　　清斎　藤　　　清 立川町立川町立川町立川町 卓　　　球卓　　　球卓　　　球卓　　　球 韓　国：１９８８年韓　国：１９８８年韓　国：１９８８年韓　国：１９８８年 第２４回ソウル大会第２４回ソウル大会第２４回ソウル大会第２４回ソウル大会

シングルスシングルスシングルスシングルス

ダブルスダブルスダブルスダブルス

予選リーグ敗退予選リーグ敗退予選リーグ敗退予選リーグ敗退

予選敗退予選敗退予選敗退予選敗退

23232323 奥　山　恵　二奥　山　恵　二奥　山　恵　二奥　山　恵　二 （山形市）（山形市）（山形市）（山形市） レスリングレスリングレスリングレスリング スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年 第２５回バルセロナ大会第２５回バルセロナ大会第２５回バルセロナ大会第２５回バルセロナ大会 フリースタイル(57kg級）フリースタイル(57kg級）フリースタイル(57kg級）フリースタイル(57kg級） 3回戦敗退3回戦敗退3回戦敗退3回戦敗退

24242424 赤　石　光　生赤　石　光　生赤　石　光　生赤　石　光　生 （山形市）（山形市）（山形市）（山形市） レスリングレスリングレスリングレスリング スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年 第２５回バルセロナ大会第２５回バルセロナ大会第２５回バルセロナ大会第２５回バルセロナ大会 フリースタイル(68kg級）フリースタイル(68kg級）フリースタイル(68kg級）フリースタイル(68kg級） 銅メダル銅メダル銅メダル銅メダル

●第23回ロサンゼルス大会　フリース●第23回ロサンゼルス大会　フリース●第23回ロサンゼルス大会　フリース●第23回ロサンゼルス大会　フリース

タイル(62kg級）銀メダルタイル(62kg級）銀メダルタイル(62kg級）銀メダルタイル(62kg級）銀メダル

●第24回ソウル大会　フリースタイル●第24回ソウル大会　フリースタイル●第24回ソウル大会　フリースタイル●第24回ソウル大会　フリースタイル

（68kg級）4位入賞（68kg級）4位入賞（68kg級）4位入賞（68kg級）4位入賞

25252525 坂　上　洋　子坂　上　洋　子坂　上　洋　子坂　上　洋　子 （南陽市）（南陽市）（南陽市）（南陽市） 柔　　　道柔　　　道柔　　　道柔　　　道 スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年 第２５回バルセロナ大会第２５回バルセロナ大会第２５回バルセロナ大会第２５回バルセロナ大会 72kg超級72kg超級72kg超級72kg超級 銅メダル銅メダル銅メダル銅メダル

12121212 阿　部　成　章阿　部　成　章阿　部　成　章阿　部　成　章 鶴岡市鶴岡市鶴岡市鶴岡市 バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール

19191919 佐々木　保　重佐々木　保　重佐々木　保　重佐々木　保　重 鶴岡市鶴岡市鶴岡市鶴岡市 ウェイトリフティングウェイトリフティングウェイトリフティングウェイトリフティング

5555 東海林　周太郎東海林　周太郎東海林　周太郎東海林　周太郎 山形市山形市山形市山形市 バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール

11111111 渋　谷　多　喜渋　谷　多　喜渋　谷　多　喜渋　谷　多　喜 酒田市酒田市酒田市酒田市 体　　　操体　　　操体　　　操体　　　操

夏季大会：４２名夏季大会：４２名夏季大会：４２名夏季大会：４２名 メダル数　　金：１　　銀：１　　銅：４メダル数　　金：１　　銀：１　　銅：４メダル数　　金：１　　銀：１　　銅：４メダル数　　金：１　　銀：１　　銅：４

4444 大　沼　賢　治大　沼　賢　治大　沼　賢　治大　沼　賢　治 藤島町藤島町藤島町藤島町 ウェイトリフティングウェイトリフティングウェイトリフティングウェイトリフティング
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２１．山形県歴代オリンピック出場選手②
【県教育委員会調べ】

氏　　　　名氏　　　　名氏　　　　名氏　　　　名 出身地出身地出身地出身地 競　技　名競　技　名競　技　名競　技　名 開催国：西暦開催国：西暦開催国：西暦開催国：西暦 大　　会　　名大　　会　　名大　　会　　名大　　会　　名 種目名種目名種目名種目名 記録記録記録記録

備　　　　　　　　考備　　　　　　　　考備　　　　　　　　考備　　　　　　　　考

●本県以外の所属で参加●本県以外の所属で参加●本県以外の所属で参加●本県以外の所属で参加

26262626 松　永　政　行松　永　政　行松　永　政　行松　永　政　行 （山形市）（山形市）（山形市）（山形市） 体　　　操体　　　操体　　　操体　　　操 スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年 第２５回バルセロナ大会第２５回バルセロナ大会第２５回バルセロナ大会第２５回バルセロナ大会

団体総合団体総合団体総合団体総合

平行棒平行棒平行棒平行棒

銅メダル(578.250）銅メダル(578.250）銅メダル(578.250）銅メダル(578.250）

銅メダル(9.800）銅メダル(9.800）銅メダル(9.800）銅メダル(9.800）

27272727 元　木　康　年元　木　康　年元　木　康　年元　木　康　年 酒田市酒田市酒田市酒田市 レスリングレスリングレスリングレスリング オーストラリア：２０００年オーストラリア：２０００年オーストラリア：２０００年オーストラリア：２０００年 第２７回シドニー大会第２７回シドニー大会第２７回シドニー大会第２７回シドニー大会 グレコローマンスタイル(63kg級）グレコローマンスタイル(63kg級）グレコローマンスタイル(63kg級）グレコローマンスタイル(63kg級） 9位、予選リーグ敗退9位、予選リーグ敗退9位、予選リーグ敗退9位、予選リーグ敗退

ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年 第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会 レーシング、カヤックフォア500mレーシング、カヤックフォア500mレーシング、カヤックフォア500mレーシング、カヤックフォア500m 9位(1分36秒873）9位(1分36秒873）9位(1分36秒873）9位(1分36秒873）

中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年 第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会

フラットウォーター、カヤックペア500mフラットウォーター、カヤックペア500mフラットウォーター、カヤックペア500mフラットウォーター、カヤックペア500m

フラットウォーター、カヤックフォア500mフラットウォーター、カヤックフォア500mフラットウォーター、カヤックフォア500mフラットウォーター、カヤックフォア500m

5位5位5位5位

6位6位6位6位

29292929 白　田　美由希白　田　美由希白　田　美由希白　田　美由希 西川町西川町西川町西川町 カ　ヌ　ーカ　ヌ　ーカ　ヌ　ーカ　ヌ　ー ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年 第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会 スプリント、カヤックシングル500mスプリント、カヤックシングル500mスプリント、カヤックシングル500mスプリント、カヤックシングル500m 準決勝敗退(2分03秒076）準決勝敗退(2分03秒076）準決勝敗退(2分03秒076）準決勝敗退(2分03秒076）

ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年 第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会 5位入賞5位入賞5位入賞5位入賞

中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年 第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会 5位5位5位5位

31313131 吉　原　知　子吉　原　知　子吉　原　知　子吉　原　知　子 （天童市）（天童市）（天童市）（天童市） バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年 第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会 5位入賞　主将5位入賞　主将5位入賞　主将5位入賞　主将

●第25回バルセロナ大会　5位入賞●第25回バルセロナ大会　5位入賞●第25回バルセロナ大会　5位入賞●第25回バルセロナ大会　5位入賞

●第26回アトランタ大会　予選リーグ●第26回アトランタ大会　予選リーグ●第26回アトランタ大会　予選リーグ●第26回アトランタ大会　予選リーグ

敗退敗退敗退敗退

32323232 佐々木　み　き佐々木　み　き佐々木　み　き佐々木　み　き （天童市）（天童市）（天童市）（天童市） バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年 第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会 5位入賞5位入賞5位入賞5位入賞

33333333 大　神　雄　子大　神　雄　子大　神　雄　子大　神　雄　子 山形市山形市山形市山形市 バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年 第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会 10位10位10位10位

ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年ギリシャ：２００４年 第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会第２８回アテネ大会 エペ個人エペ個人エペ個人エペ個人 28位、2回戦敗退28位、2回戦敗退28位、2回戦敗退28位、2回戦敗退

中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年 第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会 エペ個人エペ個人エペ個人エペ個人 15位、2回戦敗退15位、2回戦敗退15位、2回戦敗退15位、2回戦敗退

35353535 栗　原　　　恵栗　原　　　恵栗　原　　　恵栗　原　　　恵 （天童市）（天童市）（天童市）（天童市） バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール 中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年 第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会 5位5位5位5位 ●第28回アテネ大会　5位入賞●第28回アテネ大会　5位入賞●第28回アテネ大会　5位入賞●第28回アテネ大会　5位入賞

36363636 多治見　麻　子多治見　麻　子多治見　麻　子多治見　麻　子 （天童市）（天童市）（天童市）（天童市） バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール 中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年 第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会 5位5位5位5位

●第25回バルセロナ大会　5位入賞●第25回バルセロナ大会　5位入賞●第25回バルセロナ大会　5位入賞●第25回バルセロナ大会　5位入賞

●第26回アトランタ大会　予選リーグ●第26回アトランタ大会　予選リーグ●第26回アトランタ大会　予選リーグ●第26回アトランタ大会　予選リーグ

敗退敗退敗退敗退

37373737 三　澤　樹　知三　澤　樹　知三　澤　樹　知三　澤　樹　知 天童市天童市天童市天童市 新体操新体操新体操新体操 中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年 第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会 女子団体女子団体女子団体女子団体 10位(30.85）、予選敗退10位(30.85）、予選敗退10位(30.85）、予選敗退10位(30.85）、予選敗退

38383838 安孫子　充　裕安孫子　充　裕安孫子　充　裕安孫子　充　裕 山形市山形市山形市山形市 陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技 中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年 第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会 4×400mリレー4×400mリレー4×400mリレー4×400mリレー 14位（3分04秒18）、予選敗退14位（3分04秒18）、予選敗退14位（3分04秒18）、予選敗退14位（3分04秒18）、予選敗退

39393939 池　田　久美子池　田　久美子池　田　久美子池　田　久美子 酒田市酒田市酒田市酒田市 陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技 中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年 第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会 20位(6.47m）、予選敗退20位(6.47m）、予選敗退20位(6.47m）、予選敗退20位(6.47m）、予選敗退

40404040 豊　田　陽　平豊　田　陽　平豊　田　陽　平豊　田　陽　平 （天童市）（天童市）（天童市）（天童市） サッカーサッカーサッカーサッカー 中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年中華人民共和国：２００８年 第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会第２９回北京大会 15位、0勝3敗　予選グループ敗退15位、0勝3敗　予選グループ敗退15位、0勝3敗　予選グループ敗退15位、0勝3敗　予選グループ敗退 モンテディオ山形モンテディオ山形モンテディオ山形モンテディオ山形

41414141 小関　也朱篤小関　也朱篤小関　也朱篤小関　也朱篤 鶴岡市鶴岡市鶴岡市鶴岡市 水　　　泳水　　　泳水　　　泳水　　　泳 ブラジル：2016年ブラジル：2016年ブラジル：2016年ブラジル：2016年 第３１回リオデジャネイロ大会第３１回リオデジャネイロ大会第３１回リオデジャネイロ大会第３１回リオデジャネイロ大会

10 0m平泳ぎ10 0m平泳ぎ10 0m平泳ぎ10 0m平泳ぎ

20 0m平泳ぎ20 0m平泳ぎ20 0m平泳ぎ20 0m平泳ぎ

４×100 ｍメドレーリレー４×100 ｍメドレーリレー４×100 ｍメドレーリレー４×100 ｍメドレーリレー

6位入賞6位入賞6位入賞6位入賞

5位入賞5位入賞5位入賞5位入賞

5位入賞5位入賞5位入賞5位入賞

42424242 原　田　喜　市原　田　喜　市原　田　喜　市原　田　喜　市 山形市山形市山形市山形市 馬術馬術馬術馬術 ブラジル：2016年ブラジル：2016年ブラジル：2016年ブラジル：2016年 第３１回リオデジャネイロ大会第３１回リオデジャネイロ大会第３１回リオデジャネイロ大会第３１回リオデジャネイロ大会 馬場馬術馬場馬術馬場馬術馬場馬術 一次予選敗退（45位）一次予選敗退（45位）一次予選敗退（45位）一次予選敗退（45位）

34343434 原　田　めぐみ原　田　めぐみ原　田　めぐみ原　田　めぐみ 南陽市南陽市南陽市南陽市 フェンシングフェンシングフェンシングフェンシング

28282828 竹　屋　美紀子竹　屋　美紀子竹　屋　美紀子竹　屋　美紀子 河北町河北町河北町河北町 カ　ヌ　ーカ　ヌ　ーカ　ヌ　ーカ　ヌ　ー

30303030 高　橋　みゆき高　橋　みゆき高　橋　みゆき高　橋　みゆき 山形市山形市山形市山形市 バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール
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２１．山形県歴代オリンピック出場選手③ 【県教育委員会調べ】

氏　　　　名 出身地 競　技　名 国・西暦 大　　会　　名 種目名 記録
備　　　　　　　　考

1 本　間　悌　次 酒田市 アイスホッケー ドイツ１９３６年 第４回ガルミッシュ大会

2 栗　田　栄　治 金山町 スキー アメリカ１９６０年 第８回スコーヴァレー大会

クロスカントリー15km

クロスカントリー30km

クロスカントリー50km

クロスカントリー40kmリレー

45位（58分57秒0）

39位(2時間11分25秒8）

27位(3時間38分40秒6）

10位(2時間36分44秒9）

3 柴　田　国　男 最上町 スキー 日　本１９７２年 第１１回札幌大会

クロスカントリー15km

クロスカントリー30km

クロスカントリー4×10km距離競走

41位(49分38秒95）

23位（1時間42分30秒83）

10位(2時間13分59秒14)

4 早　坂　毅代司 最上町 スキー オーストリア１９７６年 第１２回インスブルク大会

クロスカントリー15km

クロスカントリー30km

50位(48分46秒93）

55位(1時間41分33秒76）

アメリカ１９８０年 第１３回レークプラシッド大会

アルペンスキー、男子回転

アルペンスキー、男子大回転

2回目途中棄権

29位(2分48秒78）

ユーゴスラビア１９８４年 第１４回サラエボ大会

アルペンスキー、男子回転

アルペンスキー、男子大回転

12位(1分43秒87）

26位(2分49秒87）

6 佐　藤　志　郎 米沢市 スキー アメリカ１９８０年 第１３回レークプラシッド大会

クロスカントリー15kmクラシック

クロスカントリー30km

クロスカントリー50km

43位(46分15秒29）

39位(1時間35秒77）

37位(2時間48分33秒02)

7 佐　藤　　　智 最上町 スキー ユーゴスラビア１９８４年 第１４回サラエボ大会

クロスカントリー15km

クロスカントリー50km

クロスカントリー4×10kmリレー

50位(46分25秒5）

47位(2時間39分43秒1)

13位(2時間06分42秒50)

8 結　城　谷　行 最上町 スキー カナダ１９８８年 第１５回カルガリー大会

クロスカントリー15km

クロスカントリー30km

クロスカントリー50km

クロスカントリー4×10km距離競走

52位(47分08秒4）

57位(1時間37分11秒9）

39位(2時間16分24秒7）

14位（1時間51分10秒7）

フランス１９９２年 第１６回アルベールビル大会

クロスカントリー5kmクラシカル

クロスカントリー15kmクラシカル

クロスカントリー30kmフリー

クロスカントリーリレー

クロスカントリー複合

30位(15分33秒0）

37位(48分30秒2)（スキー

44:31.5)

44位(1時間36分21秒9)

12位(1時間04分09秒3)

19位(28分44秒4)

ノルウェー１９９４年 第１７回リレハンメル大会

クロスカントリー5kmクラシカル

クロスカントリー15kmクラシカル

クロスカントリー30kmフリー

クロスカントリー複合

26位(15分41秒9)

11位(43分01秒4）

26位(1時間32分22秒3）

16位(44分08秒4)

日　本１９９８年 第１８回長野大会

クロスカントリー5kmクラシカル

クロスカントリー15kmクラシカル

クロスカントリー4×5kmリレー

クロスカントリー複合

31位(19分04秒8)

37位(51分53秒7)

10位(58分22秒8)

29位(49分27秒1)

10 星　川　直　美 尾花沢市 スキー フランス１９９２年 第１６回アルベールビル大会

クロスカントリー5kmクラシカル

クロスカントリー15kmクラシカル

クロスカントリー30kmフリー

クロスカントリーリレー

クロスカントリー複合

48位(16分13秒2)

42位(49分46秒2)

42位(1時間35分29秒4)

12位(1時間04分09秒3)

34位(30分10秒8)

11 西　田　　　崇 山形市 スノーボード 日　本１９９８年 第１８回長野大会 ハーフパイプ 28位(33.4)、予選敗退

日　本１９９８年 第１８回長野大会

7.5km

15km

4×7．5kmリレー

55位(26分34秒2)

6位入賞(56分17秒4)

14位(1時間46分23秒0)

アメリカ２００２年 第１９回ソルトレイクシティー大会

7.5kmスプリント

15km

4×7．5kmリレー

10kmパシュート

28位(22分58秒3)

50位(54分18秒0)

14位(1時間35分09秒8)

36位(35分20秒6)

本　間　真　美 日　本１９９８年 第１８回長野大会

15km

4×7.5kmリレー

29位(59分59秒3)

14位(1時間46分23秒0)

（進藤真美）　 アメリカ２００２年 第１９回ソルトレイクシティー大会

7.5kmスプリント

15km

4×7．5kmリレー

10kmパシュート

45位(23分36秒8)

64位(59分38秒6)

14位(1時間35分09秒8)

41位(36分28秒6)

イタリア２００６年 第２０回トリノ大会 500m

カナダ２０１０年 第２１回バンクーバー大会 500m

銅メダル

３位入賞（70秒01）

34.937/35.076

ロシア２０１４年 第２２回ソチ大会 500m

韓国２０１８年 第２３回平昌大会 500m ６位入賞（34秒831）

15 生　田　康　宏 尾花沢市 スキー イタリア２００６年 第２０回トリノ大会 アルペン、男子回転

16 曽根田　千　鶴 最上町 スキー イタリア２００６年 第２０回トリノ大会

クロスカントリー30kmフリー

クロスカントリーパシュート7.5km＋

7.5km

25位(1時間27分25秒8)

38位(46分45秒5)

17 瀧　澤 宏　臣 米沢市 スキー カナダ２０１０年 第２１回バンクーバー大会 フリースタイル男子スキークロス

予選26位通過

（1分15秒03）

決勝１回戦敗退

最終順位29位

ロシア２０１４年 第２２回ソチ大会 5000ｍ 26位（6分42秒88）

韓国２０１８年 第２３回平昌大会

1500m

チームパシュート

マススタート

10位（1分46秒21）

5位入賞

11位

19 一　戸　誠太郎 （山形市） スピードスケート 韓国２０１８年 第２３回平昌大会

5000ｍ

チームパシュート

9位（6分16秒55）

5位入賞

20 小　田　卓　朗 （山形市） スピードスケート 韓国２０１８年 第２３回平昌大会

1000ｍ

1500ｍ

5位入賞（1分08秒568）

5位入賞（1分45秒44）

21 鈴　木　沙　織 長井市 スキ－ 韓国２０１８年 第２３回平昌大会 フリースタイル・ハーフパイプ 14位

22 斯　波　正　樹 山形市 スノーボード 韓国２０１８年 第２３回平昌大会 パラレル大回転 27位

18 ウイリアムソン師円 （山形市） スピードスケート

冬季大会：２２名冬季大会：２２名冬季大会：２２名冬季大会：２２名 メダル数　　金：０　　銀：０　　銅：１メダル数　　金：０　　銀：０　　銅：１メダル数　　金：０　　銀：０　　銅：１メダル数　　金：０　　銀：０　　銅：１

5 海　和　俊　宏 最上町 スキー

9 青　木　富美子 真室川町 スキー

12

５位入賞（69秒74）34.966/34.77

6位入賞(70秒78)、35.59/35.19

47位(2分23秒28)、1:15.19/1:08:09

1次リーグ3位（１次リーグ敗退）

14 加　藤　条　治 山形市 スピードスケート

高　橋　涼　子 真室川町 バイアスロン

13 尾花沢市 バイアスロン
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２２．山形県歴代パラリンピック出場選手 【県健康福祉部調べ】

メダル数　　金：０　　銀：１　　銅：１メダル数　　金：０　　銀：１　　銅：１メダル数　　金：０　　銀：１　　銅：１メダル数　　金：０　　銀：１　　銅：１

氏　　　　名氏　　　　名氏　　　　名氏　　　　名 出身地出身地出身地出身地 競　技　名競　技　名競　技　名競　技　名 開催国：西暦開催国：西暦開催国：西暦開催国：西暦 大　　会　　名大　　会　　名大　　会　　名大　　会　　名 種目名・記録種目名・記録種目名・記録種目名・記録

1111 杉　浦　文　明杉　浦　文　明杉　浦　文　明杉　浦　文　明 山形市山形市山形市山形市 陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技 日　本：１９６４年日　本：１９６４年日　本：１９６４年日　本：１９６４年 第２回東京大会第２回東京大会第２回東京大会第２回東京大会

・円盤投　記録なし・円盤投　記録なし・円盤投　記録なし・円盤投　記録なし

・槍投　記録なし・槍投　記録なし・槍投　記録なし・槍投　記録なし

2222 阿　部　健　治阿　部　健　治阿　部　健　治阿　部　健　治 鶴岡市鶴岡市鶴岡市鶴岡市 陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技 アメリカ：１９８４年アメリカ：１９８４年アメリカ：１９８４年アメリカ：１９８４年 第７回ニューヨーク大会第７回ニューヨーク大会第７回ニューヨーク大会第７回ニューヨーク大会

・100m 第12位・100m 第12位・100m 第12位・100m 第12位

・400m 予選敗退・400m 予選敗退・400m 予選敗退・400m 予選敗退

・5000m 第11位・5000m 第11位・5000m 第11位・5000m 第11位

・立三段跳 第9位・立三段跳 第9位・立三段跳 第9位・立三段跳 第9位

・走幅跳　記録なし・走幅跳　記録なし・走幅跳　記録なし・走幅跳　記録なし

3333 加　藤　則　夫加　藤　則　夫加　藤　則　夫加　藤　則　夫 上山市上山市上山市上山市 柔道柔道柔道柔道 韓　国：１９８８年韓　国：１９８８年韓　国：１９８８年韓　国：１９８８年 第８回ソウル大会第８回ソウル大会第８回ソウル大会第８回ソウル大会 71㎏級　第2位71㎏級　第2位71㎏級　第2位71㎏級　第2位

陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技 スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年スペイン：１９９２年 第９回バルセロナ大会第９回バルセロナ大会第９回バルセロナ大会第９回バルセロナ大会

・走高跳　第3位・走高跳　第3位・走高跳　第3位・走高跳　第3位

・マラソン第8位・マラソン第8位・マラソン第8位・マラソン第8位

陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技 アメリカ：１９９６年アメリカ：１９９６年アメリカ：１９９６年アメリカ：１９９６年 第１０回アトランタ大会第１０回アトランタ大会第１０回アトランタ大会第１０回アトランタ大会 マラソン　第6位マラソン　第6位マラソン　第6位マラソン　第6位

自転車自転車自転車自転車 オーストラリア：２０００年オーストラリア：２０００年オーストラリア：２０００年オーストラリア：２０００年 第１１回シドニー大会第１１回シドニー大会第１１回シドニー大会第１１回シドニー大会

・タンデム個人追い抜き 予選敗退・タンデム個人追い抜き 予選敗退・タンデム個人追い抜き 予選敗退・タンデム個人追い抜き 予選敗退

・タンデムスプリント　第7位・タンデムスプリント　第7位・タンデムスプリント　第7位・タンデムスプリント　第7位

・タンデムタイムトライアル　第12位・タンデムタイムトライアル　第12位・タンデムタイムトライアル　第12位・タンデムタイムトライアル　第12位

・タンデムロードレース 第15位・タンデムロードレース 第15位・タンデムロードレース 第15位・タンデムロードレース 第15位

5555 菊　地　富　蔵菊　地　富　蔵菊　地　富　蔵菊　地　富　蔵 米沢市米沢市米沢市米沢市 馬術馬術馬術馬術 オーストラリア：２０００年オーストラリア：２０００年オーストラリア：２０００年オーストラリア：２０００年 第１１回シドニー大会第１１回シドニー大会第１１回シドニー大会第１１回シドニー大会

・個人規定 13位・個人規定 13位・個人規定 13位・個人規定 13位

・個人自由演技 19位・個人自由演技 19位・個人自由演技 19位・個人自由演技 19位

シッティングバレーボールシッティングバレーボールシッティングバレーボールシッティングバレーボール 中　国：2008年中　国：2008年中　国：2008年中　国：2008年 第１３回北京大会第１３回北京大会第１３回北京大会第１３回北京大会 シッティングバレーボール　第８位シッティングバレーボール　第８位シッティングバレーボール　第８位シッティングバレーボール　第８位

シッティングバレーボールシッティングバレーボールシッティングバレーボールシッティングバレーボール イギリス：2012年イギリス：2012年イギリス：2012年イギリス：2012年 第１４回ロンドン大会第１４回ロンドン大会第１４回ロンドン大会第１４回ロンドン大会 シッティングバレーボール　第７位シッティングバレーボール　第７位シッティングバレーボール　第７位シッティングバレーボール　第７位

7777 東海林　和　幸東海林　和　幸東海林　和　幸東海林　和　幸 山形市山形市山形市山形市 車椅子バスケットボール車椅子バスケットボール車椅子バスケットボール車椅子バスケットボール イギリス：2012年イギリス：2012年イギリス：2012年イギリス：2012年 第１４回ロンドン大会第１４回ロンドン大会第１４回ロンドン大会第１４回ロンドン大会 車椅子バスケットボール　第9位車椅子バスケットボール　第9位車椅子バスケットボール　第9位車椅子バスケットボール　第9位

8888 斎　藤　紳　一斎　藤　紳　一斎　藤　紳　一斎　藤　紳　一 鶴岡市鶴岡市鶴岡市鶴岡市 アーチェリーアーチェリーアーチェリーアーチェリー イギリス：2012年イギリス：2012年イギリス：2012年イギリス：2012年 第１４回ロンドン大会第１４回ロンドン大会第１４回ロンドン大会第１４回ロンドン大会 アーチェリー　第9位アーチェリー　第9位アーチェリー　第9位アーチェリー　第9位

メダル数　　金：０　　銀：３　　銅：３メダル数　　金：０　　銀：３　　銅：３メダル数　　金：０　　銀：３　　銅：３メダル数　　金：０　　銀：３　　銅：３

氏　　　　名氏　　　　名氏　　　　名氏　　　　名 出身地出身地出身地出身地 競　技　名競　技　名競　技　名競　技　名 開催国：西暦開催国：西暦開催国：西暦開催国：西暦 大　　会　　名大　　会　　名大　　会　　名大　　会　　名 種目名・記録種目名・記録種目名・記録種目名・記録

1111 奥　山　京　子奥　山　京　子奥　山　京　子奥　山　京　子 天童市天童市天童市天童市
アイススレッジスピードレースアイススレッジスピードレースアイススレッジスピードレースアイススレッジスピードレース

日　本：１９９８年日　本：１９９８年日　本：１９９８年日　本：１９９８年 第７回長野大会第７回長野大会第７回長野大会第７回長野大会

・100m 第3位・100m 第3位・100m 第3位・100m 第3位

・500m 第3位・500m 第3位・500m 第3位・500m 第3位

・1,000m 第2位・1,000m 第2位・1,000m 第2位・1,000m 第2位

・1,500m 第2位・1,500m 第2位・1,500m 第2位・1,500m 第2位

ノルディックスキーノルディックスキーノルディックスキーノルディックスキー イタリア：２００６年イタリア：２００６年イタリア：２００６年イタリア：２００６年 第９回トリノ大会第９回トリノ大会第９回トリノ大会第９回トリノ大会

・バイアスロン　12.5km　第3位・バイアスロン　12.5km　第3位・バイアスロン　12.5km　第3位・バイアスロン　12.5km　第3位

・バイアスロン　7.5km　第6位・バイアスロン　7.5km　第6位・バイアスロン　7.5km　第6位・バイアスロン　7.5km　第6位

・クラシカル　10.0km　第9位・クラシカル　10.0km　第9位・クラシカル　10.0km　第9位・クラシカル　10.0km　第9位

・リレー　3×2.5km 　第5位・リレー　3×2.5km 　第5位・リレー　3×2.5km 　第5位・リレー　3×2.5km 　第5位

バイアスロンバイアスロンバイアスロンバイアスロン カナダ：２０１０年カナダ：２０１０年カナダ：２０１０年カナダ：２０１０年 第１０回バンクーバー大会第１０回バンクーバー大会第１０回バンクーバー大会第１０回バンクーバー大会

・パシュート ３km　第7位・パシュート ３km　第7位・パシュート ３km　第7位・パシュート ３km　第7位

・12.5km　第11位・12.5km　第11位・12.5km　第11位・12.5km　第11位

クロスカントリースキークロスカントリースキークロスカントリースキークロスカントリースキー カナダ：２０１０年カナダ：２０１０年カナダ：２０１０年カナダ：２０１０年 第１０回バンクーバー大会第１０回バンクーバー大会第１０回バンクーバー大会第１０回バンクーバー大会

・スプリントクラシカル １km  第2位・スプリントクラシカル １km  第2位・スプリントクラシカル １km  第2位・スプリントクラシカル １km  第2位

・クラシカル 5km　第11位・クラシカル 5km　第11位・クラシカル 5km　第11位・クラシカル 5km　第11位

・リレー 3×2.5km　第5位・リレー 3×2.5km　第5位・リレー 3×2.5km　第5位・リレー 3×2.5km　第5位

バイアスロンバイアスロンバイアスロンバイアスロン ロシア：２０１４年ロシア：２０１４年ロシア：２０１４年ロシア：２０１４年 第１１回ソチ大会第１１回ソチ大会第１１回ソチ大会第１１回ソチ大会 6km　第6位6km　第6位6km　第6位6km　第6位

クロスカントリースキークロスカントリースキークロスカントリースキークロスカントリースキー ロシア：２０１４年ロシア：２０１４年ロシア：２０１４年ロシア：２０１４年 第１１回ソチ大会第１１回ソチ大会第１１回ソチ大会第１１回ソチ大会

・スプリントフリー　第8位・スプリントフリー　第8位・スプリントフリー　第8位・スプリントフリー　第8位

・フリー5km　第10位・フリー5km　第10位・フリー5km　第10位・フリー5km　第10位

・ミックスリレー4×2.5km　第7位・ミックスリレー4×2.5km　第7位・ミックスリレー4×2.5km　第7位・ミックスリレー4×2.5km　第7位

4444 本　橋　昭　人本　橋　昭　人本　橋　昭　人本　橋　昭　人 河北町河北町河北町河北町

夏季大会：８名夏季大会：８名夏季大会：８名夏季大会：８名

2222 太　田　渉　子太　田　渉　子太　田　渉　子太　田　渉　子 尾花沢市尾花沢市尾花沢市尾花沢市

6666 粟　野　幸智恵粟　野　幸智恵粟　野　幸智恵粟　野　幸智恵 山形市山形市山形市山形市

冬季大会：２名冬季大会：２名冬季大会：２名冬季大会：２名
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山形県 

教育庁スポーツ保健課 

〒990-8570 山形県山形市松波 2-8-1  

電話：023-630-2561（直通） FAX：023-630-2893 


