
クラブ名 開催年 開催地 大　会 種　　　　目 記　録 選手名

空手 令和3年（2021年） 東京 オリンピック 空手 男子 組手　 75㎏級 5位 西村　拳

硬式野球 平成4年（1992年） バルセロナ オリンピック 野球 　 男子 　 　 銅メダル 十河　章浩

水上競技 昭和59年（1984年） ロサンゼルス オリンピック 水泳 競泳 女子 バタフライ 100m 14位 伊勢　多恵美

昭和63年（1988年） ソウル オリンピック 水泳 競泳 男子 バタフライ 100m 出場 田中　穂徳

水泳 競泳 男子 背泳ぎ 100m 12位 丸山　繋守

水泳 競泳 男子 背泳ぎ 200m 出場 丸山　繋守

水泳 競泳 男子 自由形 1500m 出場 加藤　真志

平成4年（1992年） バルセロナ オリンピック 水泳 競泳 男子 自由形 400m 出場 加藤　真志

水泳 競泳 男子 自由形 1500m 出場 加藤　真志

平成8年（1996年） アトランタ オリンピック 水泳 競泳 男子 自由形 400m 出場 安井　久登

水泳 競泳 男子 自由形 1500m 出場 安井　久登

水泳 競泳 男子 背泳ぎ 200m 9位 堀井　利有司

平成12年（2000年） シドニー オリンピック 水泳 競泳 男子 バタフライ 100m 5位 山本　貴司

水泳 競泳 男子 バタフライ 200m 9位 山本　貴司

水泳 競泳 女子 背泳ぎ 200m 銅メダル 中尾　美樹

水泳 競泳 女子 バタフライ 200m 7位 中西　悠子

平成16年(2004年） アテネ オリンピック 水泳 競泳 男子 自由形 100m 26位 奥村　幸大

水泳 競泳 男子 自由形 200m 10位 奥村　幸大

水泳 競泳 男子 山本　貴司

水泳 競泳 男子 奥村　幸大

水泳 競泳 男子 バタフライ 200m 銀メダル 山本　貴司

水泳 競泳 男子 バタフライ 100m 9位 山本　貴司

水泳 競泳 女子 背泳ぎ 200m 8位 寺川　　綾

水泳 競泳 女子 バタフライ 200m 銅メダル 中西　悠子

水泳 競泳 女子 バタフライ 100m 13位 中西　悠子

平成20年(2008年） 北京 オリンピック 水泳 競泳 男子 背泳ぎ 200m 5位 入江　陵介

水泳 競泳 男子 自由形 200m 7位 奥村　幸大

水泳 競泳 男子 リレー 4×100m 14位 奥村　幸大

水泳 競泳 男子 フリーリレー 4×200m 7位 奥村　幸大

水泳 競泳 女子 バタフライ 100m 18位 中西　悠子

水泳 競泳 女子 バタフライ 200m 5位 中西　悠子

水泳 競泳 女子 リレー 4×100m 9位 山口　美咲

水泳 競泳 女子 リレー 4×200m 7位 山口　美咲

平成24年(2012年） ロンドン オリンピック 水泳 競泳 男子 背泳ぎ 100m 銅メダル 入江　陵介

水泳 競泳 男子 背泳ぎ 200m 銀メダル 入江　陵介

水泳 競泳 男子 メドレーリレー 4×100m 銀メダル 入江　陵介

水泳 競泳 男子 リレー 4×200m 出場 外舘　　祥

水泳 競泳 女子 背泳ぎ 100m 銅メダル 寺川　　綾

水泳 競泳 女子 メドレーリレー 4×100m 銅メダル 寺川　　綾

平成28年（2016年） リオ オリンピック 水泳 競泳 男子 背泳ぎ 100m 7位 入江　陵介

水泳 競泳 男子 背泳ぎ 200m 8位 入江　陵介

水泳 競泳 男子 メドレーリレー 4×100m 5位 入江　陵介

水泳 競泳 女子 リレー 4×100m 8位 山口　美咲

パラリンピック 水泳 競泳 女子 平泳ぎSB9 100m 出場 一ノ瀬　メイ

水泳 競泳 女子 個人メドレーSM9 200m 出場 一ノ瀬　メイ

水泳 競泳 女子 自由形S9 100m 出場 一ノ瀬　メイ

水泳 競泳 女子 自由形S9 50m 出場 一ノ瀬　メイ

水泳 競泳 女子 バタフライS9 100m 出場 一ノ瀬　メイ

水泳 競泳 女子 自由形リレー34ポイント 4×100m 7位 一ノ瀬　メイ

水泳 競泳 女子 背泳ぎS9 100m 出場 一ノ瀬　メイ

水泳 競泳 女子 メドレーリレー34ポイント 4×100m 8位 一ノ瀬　メイ

令和3年（2021年） 東京 水泳 アーティスティックスイミング 福村　寿華

水泳 アーティスティックスイミング 木島　萌香

水泳 アーティスティックスイミング 安永　真白

水泳 アーティスティックスイミング 京極　おきな

水泳 アーティスティックスイミング 福村　寿華

水泳 アーティスティックスイミング 木島　萌香

水泳 アーティスティックスイミング 安永　真白

水泳 アーティスティックスイミング 京極　おきな

水泳 競泳 男子 背泳ぎ 100m 9位 入江　陵介

水泳 競泳 男子 背泳ぎ 200m 7位 入江　陵介

水泳 競泳 男子 メドレーリレー 4×100m 6位 入江　陵介

水泳 競泳 女子 フリーリレー 4×200m 9位 増田　葵

水泳 競泳 男子 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 400m 11位 井狩　裕貴

水泳 競泳 女子 自由形 400m 20位 難波　実夢

水泳 競泳 女子 自由形 800m 17位 難波　実夢

水泳 飛込 男子 高飛込 10m 25位 西田　玲雄

水泳 飛込 女子 板飛込 3m 5位 宮本　葉月

水泳 競泳 男子 自由形(運動機能障害S10) 100m 17位 南井　瑛翔

水泳 競泳 男子 バタフライ(運動機能障害S10) 100m 10位 南井　瑛翔

水泳 競泳 男子 メドレーリレー(運動機能障害) 400m 7位 南井　瑛翔

スキー競技 昭和63年（1988年） カルガリー オリンピック スキー アルペンスキー 男子 複合 21位 熊谷　克仁

スキー アルペンスキー 男子 滑降 34位 熊谷　克仁

スキー アルペンスキー 男子 スーパー大回転 出場 熊谷　克仁

スキー アルペンスキー 男子 大回転 出場 熊谷　克仁

スキー クロスカントリー 男子 30ｋｍ 31位 江川　　淳

スキー クロスカントリー 男子 50ｋｍ 42位 江川　　淳

スキー クロスカントリー 男子 リレー 4×10㎞ 14位 江川　　淳

平成4年（1992年） アルベールビル オリンピック スキー アルペンスキー 男子 複合 15位 木村　公宣

スキー アルペンスキー 男子 回転 出場 木村　公宣

スキー アルペンスキー 男子 スーパー大回転 33位 木村　公宣

スキー アルペンスキー 男子 大回転 21位 木村　公宣

平成6年（1994年） リレハンメル オリンピック スキー アルペンスキー 男子 複合 出場 木村　公宣

スキー アルペンスキー 男子 スーパー大回転 33位 木村　公宣
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フリールーティン 4位チーム女子



スキー アルペンスキー 男子 回転 18位 木村　公宣

スキー アルペンスキー 男子 大回転 26位 木村　公宣

スキー ノルディック複合 男子 19位 古川　純一

平成10年（1998年） 長野 オリンピック スキー アルペンスキー 男子 回転 13位 木村　公宣

スキー アルペンスキー 男子 大回転 25位 木村　公宣

スキー ノルディック複合 男子 23位 古川　純一

平成14年（2002年） ソルトレイクシティ オリンピック スキー アルペンスキー 男子 回転 19位 木村　公宣

スキー アルペンスキー 男子 大回転 37位 木村　公宣

平成18年（2006年） トリノ オリンピック スキー クロスカントリー 男子 スプリント 26位 恩田　祐一

スキー クロスカントリー 男子 チームスプリント 12位 恩田　祐一

スキー クロスカントリー 男子 スプリント 43位 駒村　俊介

スキー クロスカントリー 男子 50ｋｍ 59位 駒村　俊介

スキー クロスカントリー 男子 パシュート 出場 駒村　俊介

スキー ノルディック複合 男子 ノーマルヒル ジャンプ+クロスカントリー15㎞ 43位 北村　　隆

スキー ノルディック複合 男子 ラージヒル団体 ジャンプ+クロスカントリー（4×5㎞） 6位 北村　　隆

スキー バイアスロン 男子 10㎞ 64位 蛯沢　大輔

スキー バイアスロン 男子 スプリント 10㎞ 49位 笠原　辰己

スキー バイアスロン 男子 20㎞ 68位 笠原　辰己

スキー バイアスロン 男子 パシュート 12.5㎞ 52位 笠原　辰己

スキー バイアスロン 男子 リレー 4×7.5m 12位 笠原　辰己

平成22年（2010年） バンクーバー オリンピック スキー クロスカントリー 男子 スプリント 17位 恩田　祐一

スキー クロスカントリー 男子 チームスプリント 13位 恩田　祐一
フリースタイルスキー スキークロス 男子 29位 瀧澤　宏臣

平成26年（2014年） ソチ オリンピック スキー クロスカントリー 男子 スプリント 45位 恩田　祐一

スキー クロスカントリー 男子 チームスプリント 7位 恩田　祐一

卓球 昭和63年（1988年） ソウル オリンピック 卓球 男子 シングルス 出場 宮崎　義仁

卓球 男子 シングルス 出場 小野　誠治

卓球 宮崎　義仁

卓球 小野　誠治

フェンシング昭和47年（1972年） ミュンヘン オリンピック フェンシング フルーレ 男子 団体 6位 圓山　詩郎

ボクシング 昭和39年(1964年） 東京 オリンピック ボクシング 男子 ウエルター級 準々決勝敗退 浜田　吉次郎

昭和43年1968年） メキシコシティ オリンピック ボクシング 男子 バンタム級 銅メダル 森岡　栄治

ボクシング 男子 ライトフライ級 出場 渡部　惇二

昭和47年(1972年） ミュンヘン オリンピック ボクシング 男子 ライトウエルター級 出場 篠原　恭二

洋  弓 平成4年（1992年） バルセロナ オリンピック アーチェリー 男子 個人 47位 於久　直人

アーチェリー 男子 個人 61位 西川　清一

アーチェリー 於久　直人

アーチェリー 西川　清一

アーチェリー 女子 個人 48位 藤田　玲子

アーチェリー 女子 団体 15位 藤田　玲子

平成12年（2000年） シドニー オリンピック アーチェリー 男子 個人 42位 濱野　裕二

アーチェリー 男子 個人 15位 牧山　雅文

アーチェリー 濱野　裕二

アーチェリー 牧山　雅文

アーチェリー 女子 個人 40位 浅野　真弓

アーチェリー 女子 個人 5位 川内　紗代子

平成16年(2004年） アテネ オリンピック アーチェリー 男子 個人 37位 濱野　裕二

アーチェリー 男子 個人 22位 古川　高晴

アーチェリー 古川　高晴

アーチェリー 濱野　裕二

アーチェリー 女子 個人 26位 川内　紗代子

アーチェリー 女子 個人 63位 河﨑　由加里

アーチェリー 女子 個人 28位 松下　紗耶未

アーチェリー 川内　紗代子

アーチェリー 河﨑　由加里

アーチェリー 松下　紗耶未

平成20年(2008年） 北京 オリンピック アーチェリー 男子 個人 33位 古川　高晴

アーチェリー 男子 個人 6位 守屋　龍一

アーチェリー 女子 個人 29位 川内（北畠）紗代子

アーチェリー 女子 団体 準々決勝敗退 川内（北畠）紗代子

平成24年(2012年） ロンドン オリンピック アーチェリー 男子 個人 銀メダル 古川　高晴

アーチェリー 男子 個人 出場 菊地　栄樹

アーチェリー 菊地　栄樹

アーチェリー 古川　高晴

アーチェリー 蟹江　美貴

アーチェリー 川中　香緒里　　

アーチェリー 女子 個人 出場 蟹江　美貴

アーチェリー 女子 個人 出場 川中　香緒里　　

平成28年（2016年） リオ オリンピック アーチェリー 男子 個人 8位 古川　高晴

アーチェリー 女子 団体 8位 川中　香緒里　　

アーチェリー 女子 個人 　ベスト32 川中　香緒里　　

令和3年（2021年） 東京 オリンピック アーチェリー 男子 個人 銅メダル 古川　高晴

アーチェリー 男子 団体 銅メダル 古川　高晴

アーチェリー 女子 個人 17位 山内　梓

アーチェリー 女子 団体 5位 山内　梓

アーチェリー 女子 混合団体 9位 山内　梓

ヨット 平成4年（1992年） バルセロナ オリンピック セーリング 男子 国際470級 12位 大津　真二

金メダル 0

銀メダル 4

銅メダル 13

実人数　　60名　　　のべ人数　161名

男子 団体 6位

女子 団体 銅メダル

男子 団体 8位

女子 団体 14位

男子 団体 15位

男子 団体 14位

男子 ダブルス 出場


