
第72回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 長野県

コメント

※選手団のＰＲなど

目標の13位以内を達成できるよう「チーム長野」で頑張ります。

都道府県で特別に力を入れている競技

競技種目 紹介したい選手名 具体的な内容（理由など）

目標順位
男女総合成績 13 位

女子総合成績 13 位

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

ﾌﾘｶﾞﾅ カワモト　ショウ

陸上競技
成年男子800ｍ

800ｍ日本記録保持者
2013～2017日本選手権800ｍ優勝（5連覇）
2016リオデジャネイロ五輪800ｍ出場川元　奨

特にありません

フリガナ

話題性のある選手・有望選手

ﾌﾘｶﾞﾅ フジサワ　イサム

陸上競技
成年男子

10000ｍW

2012ロンドン五輪20㎞競歩出場
2015世界陸上競技選手権20㎞競歩出場
2016、2017日本選手権20㎞競歩2位
2017世界陸上競技選手権20km競歩11位

藤澤　勇

ﾌﾘｶﾞﾅ イマイ　サオリ

陸上競技
成年女子100m

2016日本選手権200ｍ4位
2017日本選手権200ｍ2位　100ｍ7位今井　沙緒里

ﾌﾘｶﾞﾅ ミヤサカ　カエデ

陸上競技
成年女子三段跳

2015日本選手権三段跳5位
2016、2017日本選手権三段跳優勝
2017アジア選手権三段跳5位入賞宮坂　楓

ﾌﾘｶﾞﾅ デーデー　ブルーノ

陸上競技
少年男子A100

ｍ

高校1年次はサッカー部に所属。2年次より陸上競技を始め、急成長
中。
2017全国高校総体100ｍ5位デーデー　ブルーノ



選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）
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話題性のある選手・有望選手

ﾌﾘｶﾞﾅ ナカヤ　ユウヒ

陸上競技
少年男子A
5000ｍ

2017全国高校総体5000ｍ4位（日本人トップ）
中谷　雄飛

ﾌﾘｶﾞﾅ ワダ　ユナ 陸上競技
少年女子A
3000ｍ

少年女子共通
1500ｍ

2016第71回岩手国体で2種目入賞（少A3000ｍ5位、少共1500
ｍ2位）
2016日本選手権1500ｍ4位
2017日本選手権1500ｍ3位
2017全国高校総体1500ｍ8位、3000ｍ5位

和田　有菜

ﾌﾘｶﾞﾅ キヤタケ　セイヤ

サッカー
成年男子

3年連続得点王及びアシスト王を続ける持続性、レフティーから繰り
出される精度の高いキックが見所です喜屋武　聖矢

ﾌﾘｶﾞﾅ サトウケ　イシロウ

サッカー
成年男子

小柄ではあるが、強靭なフィジカル、メンタルを備えており、所属
チームではキャプテンを務める。ボール奪取から展開に期待です。佐藤　啓志郎

ﾌﾘｶﾞﾅ オカダ　タカノリ

サッカー
成年男子

小柄ではあるが、強靭なジャンプ力をもち、走力においてもチーム1
である岡田　孝徳

ﾌﾘｶﾞﾅ ｲﾐﾅ　ｲﾂｷ

テニス成年男子
昨年度 国体3位入賞メンバー。
昨年度 全日本テニス選手権 ベスト8諱　五貴

ﾌﾘｶﾞﾅ ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾕﾘ

テニス少年女子 インターハイ団体戦 準優勝
小林　彩夕里

ﾌﾘｶﾞﾅ ｶｻﾊﾗ　ｻﾔ

テニス少年女子
インターハイ団体戦 準優勝
インターハイダブルス ベスト4笠原　沙耶
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選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

ﾌﾘｶﾞﾅ ナガノセンバツ

ボート
少年男子舵手つ
きクォドルプル

今年度のインターハイで優勝した、岡谷南高校主体のクルー長野選抜
(少年男子舵手つきクォ

ドルプルのクルー)

ﾌﾘｶﾞﾅ まつむら　あかり

体操競技
少年女子

高校選抜　段違い平行棒優勝
全日本種目別選手権　跳馬　6位松村　朱里

ﾌﾘｶﾞﾅ さかぐち　あやか

体操競技
少年女子

国際ジュニア大会　日本代表メンバー
坂口　彩夏

ﾌﾘｶﾞﾅ ｲｹｳﾁ　ﾕﾘ

バスケットボー
ル

成年女子

・大学4年時にユニバーシアード日本代表選手となった。
・Wリーグで活躍し、引退後国体選手として活躍。
・平成27年度、北信越国体優勝に貢献した主力選手。
(現在海外留学中)

池内　侑里

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾂｼﾞ　ﾉｿﾞﾐ

バスケットボー
ル

成年女子

・大学4年時にユニバーシアード日本代表選手となった。
・Wリーグで活躍し、引退後国体選手として活躍。
・平成27年度、北信越国体優勝に貢献した主力選手。
(結婚しこの五月に出産し復帰)

辻(旧姓松澤)　希美

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾐﾔｼﾞﾏ　ﾌﾌﾞｷ

バスケットボー
ル

成年女子

・関東女子学生連盟で日本体育大学の一部復帰に貢献した。本年度
学生選抜大会では、関東代表選手として活躍。宮島　芙舞姫

ﾌﾘｶﾞﾅ シオカワ　カンタ

レスリング
成年

グレコ98kg級
全日本選抜レスリング大会　優勝（85kg級）

塩川　貫太

ﾌﾘｶﾞﾅ オオハシ　カンスケ

レスリング
少年

フリー55kg級
アジアカデット選手権大会フリー５４ｋｇ級　3位

大橋　寛介
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選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

ﾌﾘｶﾞﾅ ハラ　ケイシロウ

ウエイト
リフティング

少年男子

インターハイ7位入賞、国体ではさらに上位を目指す。
スキーアルペンでもインターハイに出場し、高校2年から本格的にウ
エイトリフティングに取り組む原　圭史郎

ﾌﾘｶﾞﾅ オオタ　イタル

ウエイト
リフティング

少年男子

全国高校選抜で7位、インターハイでは優勝争いが期待できる記録を
持っていたが、予選で失格となり出場できなかった。
国体では、ダークホースとなり優勝を目指す。太田　至

ﾌﾘｶﾞﾅ ナカタ　タクヤ
自転車競技

成年
個人ロードレー

ス

今春から意欲的に海外遠征（ヨーロッパなど）をこなし経験を積ん
だ。中田　拓也

ﾌﾘｶﾞﾅ タキザワ　タクマ

卓球
成年男子

昨年秋に行われた全日本学生卓球選手権大会で、準優勝を果たした
選手が、今年度より地元岡谷市役所に就職し、仕事と練習の両立を
図りながら本国体で入賞を目指す。（長野商業高校→明治大学）滝澤　拓真

ﾌﾘｶﾞﾅ ワタナベ　リョウ

相撲
成年男子

近畿大学4年生主将として活躍
本年度「第77回西日本選抜学生相撲大会」にて個人優勝
「第42回西日本学生相撲個人体重別選手権大会・無差別級」にて準
優勝

渡辺　亮

ﾌﾘｶﾞﾅ コバヤシ　ヨシヒコ

馬術・成年男子
標準障害飛越／
六段飛越競技

一昨年の和歌山国体で六段障害飛越競技１位、昨年の岩手国体で
は、六段障害飛越競技６位。
H2８年度オリンピアン育成支援事業指定選手。小林　義彦

ﾌﾘｶﾞﾅ サトウ　ケンキ 馬術・成年男子
スピードアンド
ハンディネス競
技／トップスコ

ア競技

ロンドン五輪の総合馬術出場、アジア大会出場経験あり。昨年の岩
手国体では、国体総合馬術競技とダービー競技の二種目ともに３
位。佐藤　賢希

ﾌﾘｶﾞﾅ サトウ　タエ

馬術・成年女子
標準障害飛越／
トップスコアー

Ｈ２６アジア大会出場、佐藤賢希と兄弟で活躍。
H２８年度オリンピアン育成支援事業指定選手。
一昨年の和歌山国体では、標準障害飛越競技とトップスコアー競技
でどちらも１位。
昨年の岩手国体では、トップスコア競技で2位。

佐藤　泰
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ﾌﾘｶﾞﾅ マスダ　マナミ

馬術・成年女子
二段階飛越競技/

ダービー競技

国体出場１０回目、H25年末に県の選手育成支援で海外経験を積
み、その後の県予選やブロック大会で佐藤泰選手に引けを取らない
ほどに成長してきた。
H2８年度オリンピアン育成支援事業指定選手。
昨年の岩手国体では、ダービー競技で優勝。

増田　真七海

ﾌﾘｶﾞﾅ サイトウ　トシヤ

フェンシング
成年男子

７月に開催された世界選手権男子フルーレで準優勝。
８月に開催されたユニバーシアード男子フルーレ団体で優勝。西藤　俊哉

ﾌﾘｶﾞﾅ トイシ　マイ
ライフル射撃

成年女子
５０ｍ３＊２０
W５０ｍP60W

・長崎国体　２位入賞
・和歌山国体　優勝
・岩手国体　優勝
・３連覇を目指している。

砥石　真衣

ﾌﾘｶﾞﾅ ワリタ　ヨシノリ
ライフル射撃

成年男子
５０ｍP60M
５０ｍK20M

・今回、愛媛国体は国体出場３年目である。結果を出す意気込みで
ある。割田　好則

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾓﾘｶｸ　ﾄﾓｼﾞ

剣道
成年男子

県警の主力メンバーとして、最も充実している。ポイントゲッター
としての役割を担う。森角　智慈

ﾌﾘｶﾞﾅ ウガイ　ミズキ

空手道
成年女子

形

・ナショナルチーム日本代表
・2017年アジア大会3位
・2017年大学生選手権優勝
・東京五輪有力候補

宇海　水稀

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾕｳﾀ

銃剣道
成年男子

初出場ではあるが、年齢も若く勢いもあり、今大会、今後の活躍に
期待できる選手栁澤　祐太


