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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

適性 石川 4905 泉
いず

谷
たに

元
げんき

樹 22 2009年第２７回世界ジュニアパワーリフティング選手権大会 （ブラジル）

2009年9月 ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 82.5kg ９位

2010年第２９回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会 （岡山）

2010年6月 ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 82.5kg １位

2010年第３９回全日本パワーリフティング選手権大会 （東京）

2010年7月 ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 82.5kg ２位

適性 大阪 5905 平尾
ひらお

徹也
てつや

26 第２８回　全日本実業団パワーリフティング選手権大会 （栃木）

2009年9月 ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 75kg ３位

適性 兵庫 5910 伊代
いよの

野 貴
たかてる

照 30 2003年プロ野球

～2008年12月 阪神タイガーズ 在籍

～2010年1月 高知ファイティングドッグス 在籍

２．技能試験における主な運動競技暦保持者

区分 府 県 受験番号 年令

技能 茨城 2201 小林
こばやし

申
しん

太
た

27

2009年2月 ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ 1,500ｍ １位

技能 茨城 2211 小原
おばら

唯
ただ

志
し

27

2010年2月 ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ 1,000ｍ 17位

技能 茨城 2212 吉澤
よしざわ

純平
じゅんぺい

26

2010年2月 ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 500ｍ 14位

技能 高知 7311 山本
やまもと

伸一
しんいち

28 2006年4月～2009年11月

高知ファイティングドッグス 在籍

第２１回オリンピック冬季競技大会（バンクーバー）

第４３回全日本選抜スピードスケート競技会（岩手）

ｽｸﾜｯﾄ・ﾍﾞﾝﾁﾌﾟﾚｽ・ﾃﾞｯﾄﾘﾌﾄ

ｽｸﾜｯﾄ・ﾍﾞﾝﾁﾌﾟﾚｽ・ﾃﾞｯﾄﾘﾌﾄ

ｽｸﾜｯﾄ・ﾍﾞﾝﾁﾌﾟﾚｽ・ﾃﾞｯﾄﾘﾌﾄ

ｽｸﾜｯﾄ・ﾍﾞﾝﾁﾌﾟﾚｽ・ﾃﾞｯﾄﾘﾌﾄ

第２１回オリンピック冬季競技大会（バンクーバー）

    第１０１回生徒  主なる合格者 

氏   名     運     動     歴     等

氏   名     運     動     歴     等



№2

３．技能試験における主な成績優秀者

区分 府 県 受験番号 年令

技能 栃木 2310 坂本
さかもと

将太郎
しょうたろう

18

2010年3月 スプリント １位

2010年5月 スプリント １位

平成２２年度全国高等学校総合体育大会(沖縄）

2010年7月 スプリント １位

チームスプリント １位

技能 神奈川 3108 巴
ともえ

直也
なおや

22

2009年8月 ﾀﾝﾃﾞﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ １位

技能 滋賀 5101 三谷
みたに

竜
りゅうき

生 23

2010年8月 成年男子１kmＴ・Ｔ １位

技能 香川 7101 戸田
とだ

康平
こうへい

18

2010年3月 １kmＴ・Ｔ １位

2010年5月 １kmＴ・Ｔ ２位

平成２２年度全国高等学校総合体育大会(沖縄）

2010年7月 １kmＴ・Ｔ ２位

技能 大分 8002 大西
おおにし

貴晃
たかあき

18

2010年3月 １kmＴ・Ｔ ２位

2010年5月 １kmＴ・Ｔ １位

2010年6月 男子ｼﾞｭﾆｱ１kmＴ・Ｔ １位

平成２２年度全国高等学校総合体育大会(沖縄）

2010年7月 １kmＴ・Ｔ １位

技能 大分 8006 中堀
なかぼり

光昭
みつあき

26

2010年8月 ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ １位

成年男子１kmＴ・Ｔ ３位

第４５回全国都道府県対抗自転車競技大会（山口）

2010年ＪＯＣジュニアオリンピックカップ(岐阜）

第４５回全国都道府県対抗自転車競技大会(山口）

第６５回全日本大学対抗選手権自転車競技大会（静岡）

平成２１年度全国高等学校選抜自転車競技大会（福岡）

2010年ＪＯＣジュニアオリンピックカップ(岐阜）

氏   名     運     動     歴     等

2010年ＪＯＣジュニアオリンピックカップ(岐阜）

2010 ＡＣＣトラックアジアカップ日本ラウンド（北海道）

平成２１年度全国高等学校選抜自転車競技大会（福岡）

平成２１年度全国高等学校選抜自転車競技大会（福岡）



№3

４．合格者における縁故関係者

区分 府 県 受験番号 年令

技能 栃木 2310 坂本
さかもと

将太郎
しょうたろう

18 坂本 英一 （父） ５９期 Ｓ１  ［１１５７４］

淳 （叔父） ６３期 引退  ［１１９７５］

技能 愛知 4301 近藤
こんどう

龍
たつのり

徳 20 近藤 幸徳 （父） ５２期 Ｓ２  ［１０７６１］

良太 （兄） ９３期 Ａ１  ［１４３０６］

幸男 （祖父） ９期 引退  ［６５２８］

技能 滋賀 5101 三谷
みたに

竜
りゅうき

生 23 三谷 典正 （父） ４９期 Ａ２  ［１０４４５］

政史 （兄） ９３期 Ｓ２  ［１４３１０］

将太 （兄） ９２期 Ｓ１  ［１４２５２］

技能 岡山 6009 山本
やまもと

直
なお

18 山本 奨 （兄） ９４期 Ａ２  ［１４４０９］

技能 岡山 6010 月
つき

森
もり

亮輔
りょうすけ

19 月森 光彦 （父） ５４期 引退  ［１１０４２］

技能 岡山 6012 野見
のうみ

泰
ひろもと

要 28 守谷 陽介 （義兄） ８７期 Ｓ１  ［１３８８４］

技能 広島 6109 才
さい

迫
さこ

開
かい

19 才迫 実 （父） ５５期 引退  ［１１１７６］

勇馬 （兄） ９５期 Ｓ１  ［１４４８７］

技能 大分 8006 中堀
なかぼり

光昭
みつあき

26 佐藤 力彦 （義兄） ９０期 Ａ３  ［１４１１８］

技能 大分 8007 小岩
こいわ

哲也
てつや

25 小岩 大介 （兄） ９０期 Ｓ１  ［１４１１７］

氏  　　　名 備      　　　 考


