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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

　 　 　 はなだ まさし 2009年2月

適性 北海道 1901 花田　 将司 22 アルペンスキー ｽｰﾊﾟｰ大回転・滑降等 出場

　 　 　 こまつざき たいち 2005年 ０８年リーグ優秀選手

適性 福島 1910 小松﨑　 大地 26 ～2008年 野球 徳島インディゴソックス 在籍

　 　 　 いまむら としお 2007年9月 ２３位

適性 山梨 2902 今村　 俊雄 29 2008年4月 １位

2008年4月 ９位

ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 62kg級

2000,01年 ＮＦＬヨーロッパ

　 　 　 さとみ こうへい 04,05年 ＮＦＬヨーロッパ

適性 千葉 3902 里見 恒平 32 ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 在籍

2008年3月

～9月 ｱﾘｰﾅﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 在籍

　 　 　 こうの じゅんご 2007年2月

適性 神奈川 3909 河野 淳吾 26 ～2009年1月 サッカー 徳島ヴォルティス 在籍

　 　 　 かしむら しんぺい 2008年12月

適性 兵庫 5912 樫村 伸平 21 ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ　 ジュニアの部82.5ｋg級 １位

2000年

　 　 　 みやざき かずあき ～2003年 読売ジャイアンツ 在籍

適性 高知 7905 宮﨑 一彰 33 2004年 プロ野球

～2006年 西武ライオンズ 在籍

　 　 　 かやじま だいすけ 2003年

適性 大分 8901 萱島 大介 29 ～2006年 　 阪神タイガース 在籍

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）

　 　 　 わだ まくる 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 神奈川 3202 和田 真久留　 18 1ｋｍＴ・Ｔ １位

　 　 　 うおや ちかよし 2008年8月 第４３回全国都道府県対抗自転車競技大会

技能 大分 8001 魚屋　 周成 18 １kmＴ・Ｔ １位

第３９回アジア選手権大会

Jリーグ（Ｊ２）

第24回ユニバーシアード冬季競技大会

プロ野球

プロ野球

arenafootball2（アメリカのプロリーグ）

    第９９回生徒  主なる合格者 

氏   名     運     動     歴     等

四国・九州アイランドリーグ

第７６回世界選手権大会

2008年アジアベンチプレス選手権大会

第６８回全日本選手権大会



№２

3．合格者における縁故関係者

区分 府 県 受験番号 年令

あいざわ まさひろ

技能 宮城 1202 相澤 政宏 30 相澤 恵一 （弟） ９５期 A３ [１４４３２]

いずみ けいすけ 泉 豊 （父） ２６期 引退  ［８１２２］

技能 宮城 1204 泉 慶輔 18 泉 有範 （叔父） ３５期 引退  ［８８９５］

細川 陽介 （従兄弟） ８４期 A１  ［１３６０６］

ふるかわ たかし 古川 雅和 （父） ４６期 引退 [１００４５]

技能 福島 1210 古川 喬 25

古川 功二 （弟） ９２期  Ａ１ [１４２１７]

みよし けいいちろう

技能 群馬 2105 三好 恵一郎 21 三好 恵三 （父） ３７期 A３  ［９１５３］

なかだ けんた

技能 埼玉 2402 中田 健太 18 中田 健二 （父） ５６期 Ｓ２  ［１１２３６］

わだ よしつぐ

技能 埼玉 2601 和田 禎嗣 23 藤田 竜矢 （従兄弟） ８８期 S１  ［１３９３３］

すどう さとる

技能 千葉 3003 須藤 悟 19 須藤 誠 （兄） ９２期 Ｓ２  ［１４２４０］

ぐんじ こうへい

技能 神奈川 3103 郡司 浩平 18 郡司 盛夫 （父） ５０期 Ｓ２  ［１０５１３］

やまだ じゅんや

技能 愛知 4203 山田 純也 20 山田 裕哉 （兄） ９８回生 在学中

なかの ともき

技能 和歌山 5501 中野 智公 19 中野 彰人 （兄） ９３期 Ｓ２  ［１４３１９］

ふじい えいじ

技能 兵庫 5603 藤井 栄二 18 藤井 須恵夫 （父） ４４期 引退  ［９８９６］

あべ ひろし

技能 高知 7303 阿部 弘 27 阿部 功 （弟） ９３期 Ａ２  ［１４３２９］

ながわ ゆたか

技能 福岡 8103 名川 豊 18 名川 秀樹 （父） ６０期 A２  ［１１７４３］

かみふきごし しゅんいち 上吹越 直樹 (弟） ８６期 Ｓ２  ［１３８２４］

技能 鹿児島 8608 上吹越 俊一 32

堀内 福成 （従兄弟） ８０期 Ａ３  ［１３３７７］

氏  　　　名 備      　　　 考


