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1.適性試験における主な運動競技歴保持者

区分 府 県 受験番号 年令

　 　 　 しむら りゅうき 2007年7月 ２位

適性 山梨 2903 志村 龍己 22 2008年7月

80kg級 ３位

男子団体組手 ２位

駒沢大学卒業見込

　 　 　 いしげ だいぞう 2006年8月

適性 東京 2924 石毛 大蔵 28 総合格闘技 第2代ｷﾝｸﾞ・ｵﾌﾞ・ﾊﾟﾝｸﾗｼｽﾄ

大東文化大学卒業

　 　 　 むかい ゆきひろ 2006年10月 １位

適性 岐阜 4904 向井　 裕紀弘 28 ４００ｍ

日本大学卒業

　 　 　 いちのせ たかまさ 2008年6月

適性 大阪 5911 一ノ瀬 貴将 22 硬式野球 ベスト４

近畿大学卒業見込

　 　 　 はやし しゅうへい 2007年6月

適性 大阪 5914 林　　　 修平 26 パワーリフティング 82.5kg級 ３位

阪南大学卒業

　 　 　 もりやま とものり 2006年9月 ６位

適性 熊本 8903 森山　 智徳 25 平成18年度日本ｶﾇｰﾌﾗｯﾄｳｫｰﾀｰﾚｰｼﾝｸﾞ選手権大会　１位

2007年9月 平成19年度日本ｶﾇｰﾌﾗｯﾄｳｫｰﾀｰﾚｰｼﾝｸﾞ選手権大会　２位

カヌー ｶﾅﾃﾞﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ200ｍ

　 鹿屋体育大学大学院卒業見込

2.技能試験における免除者（指定大会で優秀な成績を収めた者）

　 　 　 はこた ゆうき 2008年5月 2008年JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ自転車競技大会

技能 青森 1114 箱田 優樹 18 １kmＴ・Ｔ　　　　　　 １位

スプリント １位

県立青森商業高校卒業見込

　 　 　 みうら ゆうた 2008年9月 第１１回愛好会全国記録会

技能 宮城 1201 三浦 雄大 22 １kmＴ・Ｔ　　　　　　 １位

私立東北学院大学卒業見込

　 　 　 とどりき ひさなり 2008年8月 第５９回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会

技能 長野 2007 等々力 久就 18 スプリント １位

県立岡谷工業高校卒業見込

ｳｪﾙﾀｰ級ｷﾝｸﾞｵﾌﾞﾊﾟﾝｸﾗｽﾀｲﾄﾙﾏｯﾁ

第６１回国民体育大会

男子個人組手

    第９８生徒  主なる合格者     

FISU第６回世界大学空手道選手権大会

第５１回全日本学生空手道選手権大会

氏   名 出     身     校     ・     運     動     歴     等

第５７回全日本大学野球選手権大会

ﾌﾗｯﾄｳｫｰﾀｰﾚｰｼﾝｸﾞﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ第３戦

第３６回全日本男子パワーリフティング選手権大会



№2

区分 府 県  受験番号 年令
すなが しょうた 須永 優太 （兄） ９４期 A２  ［１４３５８］

技能 福島 1215 須永 勝太 18
吉田 雄二 （伯父） ６４期 A３  ［１２０７３］

とどりき ひさなり 等々力 公英 （父） ４９期 A３  ［１０４０９］
技能 長野 2007 等々力 久就 18

細井 成一 （叔父） ５５期 引退  ［１１１２６］
ふじもと りゅうや 藤本 達也 （父） ４５期 A３  ［９９６１］

技能 長野 2010 藤本 龍也 25
藤本 龍郎 （伯父） ３１期 引退  ［８６２１］

むとう たつお

技能 埼玉 2101 武藤 龍生 18 武藤 嘉伸 （父） ５９期 A１  ［１１５８５］

やまぐち つばさ 戸邉 英雄 （伯父） ５１期 Ｓ１  ［１０６０３］
技能 茨城 2203 山口 翼 19

戸邉 裕将 （又従兄弟） ７２期 Ｓ１  ［１２７１４］
あいかわ たくみ 相川 永悟 （兄） ９５期 A３  ［１４４４８］

技能 埼玉 2402 相川 巧 19
相川 武男 （叔父） ４０期 引退  ［９３８２］

さくらい ひろき 櫻井 勝 （父） ４４期 引退  ［９８５３］
技能 東京 2502 櫻井 宏樹 20

櫻井 久雄 （叔父） ４９期  Ａ３  ［１０４０２］
おおき とおる

技能 東京 2509 大木 透 25 大木 和也 （兄） ６５期 Ａ２  ［１２１７９］

しむら りゅうき

適性 山梨 2903 志村 龍己 22 志村 太賀 （兄） ９０期 Ｓ１  ［１４０７６］

よしだ しげき 吉田 義昭 （祖父） １９期 引退  ［７３３１］
技能 岐阜 4203 吉田 茂生 18

吉田 喜一 （父） ５８期 Ａ２  ［１１５１２］
あきなが たかひと

技能 福岡 8102 秋永 昂人 22 秋永 共之 （兄） ９０期 A１  ［１４１１１］

いのうえ まさし

技能 福岡 8210 井上 将志 22 井上 龍雅 （父） ５２期 A３  ［１０８０９］

まつおか よしたか 松岡 博司 (父） ３３期 Ａ３  ［８８２５］
技能 熊本 8306 松岡 孝高 23 松岡 孔明 （兄） ９１期 Ｓ２  ［１４１９９］

松岡 貴久 （兄） ９０期 Ｓ２  ［１４１２２］
いいづか なおと

技能 佐賀 8406 飯塚 直人 18 飯塚 隼人 （兄） ９５期 A３  ［１４４９２］

3. 合格者における縁故関係者  

氏  　　　名 備      　　　 考


