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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 愛知 4907 下岡
しもおか

優季
ゆうき

23 第２５回日本ジュニア陸上競技選手権大会　（山梨）

2009年10月 陸上競技 十種競技 １位

適性 大阪 5905 夏山
なつやま

大
だい

軌
き

27 全日本学生拳法個人選手権大会　（名古屋）

2007年10月 日本拳法 男子個人競技 ２位

適性 群馬 5917 石井
いしい

和明
かずあき

29 関西独立リーグ

2011年10月 硬式野球 兵庫ブルーサンダーズ １位

２．技能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

技能 京都 5201 小笹
おざさ

隼人
はやと

23 第９４回陸上競技日本選手権リレー大会　（横浜）

2010年10月 陸上競技 400ｍリレー ２位

2007年7月 陸上競技 100ｍ 出場

氏   名     運     動     歴     等

第５回世界ユース陸上競技選手権大会　（チェコ）

第１０５回生徒  主なる合格者 

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 青森 1109 坂本
さかもと

周作
しゅうさく

20 平成２２年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会　（沖縄）

2010年7月 チームスプリント ２位

２０１0年ＪＯＣジュニアオリンピックカップ自転車競技大会　(岐阜）

2010年5月 １ｋｍＴＴ ５位

技能 宮城 1205 會澤
あいざわ

龍
りゅう

23 全日本学生選手権トラック自転車競技大会　（静岡ＣＳＣ）

2011年5月 ケイリン ２位

技能 静岡 3306 渡邉
わたなべ

雄太
ゆうた

18 ２０１1年ＪＯＣジュニアオリンピックカップ自転車競技大会　(東京）

2011年5月 スプリント ３位

技能 岐阜 4202 堀
ほり

兼
けん

壽
じゅ

18 平成２４年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会　（新潟）

2012年7月 １ｋｍＴＴ ３位

平成２３年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会　（秋田）

2011年8月 ４ｋｍ速度競走 １位

技能 京都 5203 畑
はた

段
だん

嵐
あらし

士 22 第１３回全日本自転車競技選手権大会トラックレース　（宮城）

2010年10月 スクラッチ １位

第６６回国民体育大会　（山口）

2011年10月 成年男子ケイリン ３位

技能 奈良 5301 野口
のぐち

正則
まさのり

22 第２６回ユニバーシアード競技大会　（中国・深圳）

2011年8月 ロードレース ４位

第６６回国民体育大会　（山口）

2011年10月 チームパーシュート １位

第１５回アジアジュニア自転車競技選手権大会　（奈良）

2008年4月 ロードレース １位

技能 山口 6202 清水
しみず

裕
ひろ

友
と

18 第６６回国民体育大会　（山口）

2011年10月 ケイリン ２位

平成２２年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会　（沖縄）

2010年8月 ケイリン １位

技能 徳島 7006 吉川
よしかわ

嘉
よし

斗
と

20 平成２２年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会　（沖縄）

2010年8月 ケイリン ２位

第４５回全国都道府県対抗自転車競技大会　（山口）

2010年8月 ケイリン ２位

技能 熊本 8304 野口
のぐち

大誠
たいせい

23 第８０回全日本アマチュア自転車競技選手権大会　（立川）

2011年5月 ケイリン ２位

文部科学大臣杯第６６回全日本大学対抗選手権自転車競技大会　（八戸）

2010年8月 ケイリン １位

第７９回全日本アマチュア自転車競技選手権大会　（岐阜）

2010年5月 ケイリン １位

氏   名     運     動     歴     等



№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 青森 1109 坂本
さかもと

周作
しゅうさく

20 坂本 典男 （父） ５１期 Ａ２  ［１０５９１］

坂本 昌宏 (兄） ９１期 Ｓ２  ［１４１２５］

坂本 勉 （叔父） ５７期 引退  ［１１３３４］

技能 宮城 1210 竹山
たけやま

慶太
けいた

19 竹山 陵太 （兄） ９１期 Ｓ２  ［１４１３０］

技能 福島 1211 鈴木
すずき

豪
ごう

26 鈴木 謙太郎 （兄） ９０期 Ｓ１  ［１４０５３］

技能 福島 1214 門馬
もんま

琢麿
たくま

28 門馬 秀成 （叔父） ５５期 引退  ［１１０９５］

技能 群馬 2103 中島
なかじま

将
まさ

尊
たか

18 中島 義行 （父） ６０期 Ａ３  ［１１６７６］

技能 茨城 2205 伊
い

早
はや

坂
ざか

駿一
しゅんいち

18 伊早坂 新也 （父） ６７期 引退  ［１２３４２］

技能 和歌山 5502 石塚
いしづか

輪
りん

太郎
たろう

19 石塚 正浩 （父） ５６期 Ａ３  ［１１２８６］

技能 愛媛 7205 吉岡
よしおか

伸太郎
しんたろう

19 松田 大介 （従兄） ８７期 Ａ２  ［１３８９１］

技能 熊本 8304 野口
のぐち

大誠
たいせい

23 野口 悦宏 （父） ５２期 Ａ２  ［１０８３３］

野口 和裕 （叔父） ７９期 引退  ［１３３００］

氏  　　　名 備      　　　 考


