
ﾌﾘｶﾞﾅ ハヤシダ　ショウタ

ボクシング
成年男子
フライ級

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）1位
林田　翔太

ﾌﾘｶﾞﾅ ナガオ　カツキ

テニス
成年男子

第69回国民体育大会（長崎がんばらんば国体）1位
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）1位（２連覇中）

長尾　克己

ﾌﾘｶﾞﾅ オク　ヒロマサ

テニス
成年男子奥　大賢

ﾌﾘｶﾞﾅ スケナガ　ヒトミ

陸上
成年女子
やり投

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）３位
助永　仁美

ﾌﾘｶﾞﾅ ヒガシヤマ　マユコ

陸上
少年女子共通

棒高跳
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）６位

東山　真悠子

ﾌﾘｶﾞﾅ オサ　マヒロ

陸上
少年女子
やり投げ

平成28年度全国高等学校総合体育大会1位
第17回アジアジュニア陸上競技選手権大会日本代表５位
県ゴールデンキッズ発掘プロジェクト（タレント発掘事業）３期生長　麻尋

ﾌﾘｶﾞﾅ イノウエ　ナナミ

陸上
成年女子
走高跳

第69回国民体育大会（長崎がんばらんば国体）１位
井上　七海

コメント

※選手団のＰＲなど

昨年は第７０回国民体育大会「紀の国わかやま国体」において、本県は天皇杯を獲得することができまし
た。本年は、地元開催の国体のレガシーを引き継ぎ、選手強化を進めてきました。その成果としてリオデ
ジャネイロオリンピック・パラリンピックには本県ゆかりの９名の選手が出場しました。この勢いのま
ま、男女総合成績１０位台を目指して選手団一同全力で戦います。
　オリンピック代表のフェンシング競技西岡詩穂選手とセーリング競技宮川惠子選手・高野芹奈選手、平
成28年度全国高校総合体育大会優勝のレスリング競技三輪優翔選手、フェンシング競技　東　莉央選手、
陸上競技　長　麻尋選手の上位入賞が期待されます。

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

目標順位
男女総合成績 10位台

女子総合成績

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 和歌山県



ﾌﾘｶﾞﾅ ミワ　ユズナ

レスリング
女子

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ53kg級
兄が大珠、優翔　３きょうだい

三輪　柚奈

ﾌﾘｶﾞﾅ ツジ　タイセイ・カイセイ

レスリング
少年男子

双子で出場（兄：大成、弟：開成）
アジアカデット選手権日本代表
　大成：フリースタイル76kg級２位
　開成：グレコローマンスタイル69ｋｇ級３位

辻　大成・開成

ﾌﾘｶﾞﾅ ミワ　ユウト

レスリング
少年男子

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74kg級

平成28年度全国高等学校総合体育大会74kg級1位
平成27年度全国高校選抜大会74kg級１位
兄が大珠、妹が柚奈　３きょうだい三輪　優翔

ﾌﾘｶﾞﾅ ミワ　タイジュ

レスリング
成年男子

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ65kg級
弟が優翔、妹が柚奈　３きょうだい

三輪　大珠

ﾌﾘｶﾞﾅ タニダ　マサヒロ
レスリング
成年男子

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ
130kg級

平成28年度全日本選抜ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ130kg級２位
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ130kg級２位谷田　昇大

ﾌﾘｶﾞﾅ オクイ　マオ

レスリング
成年男子

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74kg級
平成28年度全日本選抜ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会 　ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74kg級１位

奥井　眞生

ﾌﾘｶﾞﾅ サカベ　ソウ
レスリング
成年男子

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ
85kg級

平成28年度全日本選抜ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会　ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ７5kg級１位
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ７5kg級3位

阪部　創

ﾌﾘｶﾞﾅ モリタ　ヤスヒロ
レスリング
成年男子
ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
57kg級

平成28年度全日本選抜ﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権大会 　ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ57kg級３位
守田　泰弘

ﾌﾘｶﾞﾅ ホシ　ダイジロウ
ボクシング
成年男子

ライトウェルター
級

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）2位
星　大二郎

ﾌﾘｶﾞﾅ ミナミデ　ジン

ボクシング
成年男子

バンタム級
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）2位

南出　仁

選手団コメント

都道府県名 和歌山県

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

第71回国民体育大会（本大会）



ﾌﾘｶﾞﾅ ワカヤマセンバツ

ソフトテニス
成年男子

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）１位
桂　拓也・増田　健人　ナショナルメンバー和歌山選抜

ﾌﾘｶﾞﾅ ニシオカ　シホ

フェンシング
成年女子

リオデジャネイロオリンピック　フルーレ個人日本代表
ロンドンオリンピック　フルーレ団体７位西岡　詩穂

ﾌﾘｶﾞﾅ ハシモト　リョウスケ

自転車
成年男子

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）　スプリント1位
第69回国民体育大会（長崎がんばらんば国体）スプリント２位
第68回国民体育大会（スポーツ祭東京）　　　スプリント１位橋本　凌甫

ﾌﾘｶﾞﾅ ワカヤマセンバツ

ソフトテニス
少年女子

平成28年度全国高校総合体育大会２位
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）1位
平成27年度全国高校総合体育大会1位

和歌山選抜
(和歌山信愛高校)

ﾌﾘｶﾞﾅ シラクサ　リュウタ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
成年男子
７７kg級

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）　スナッチ1位
元　日本代表白草　竜太

ﾌﾘｶﾞﾅ タケイチ　イツキ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
成年男子
８５kg級

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）
　　　　　　　　　　　スナッチ2位・クリーン＆ジャーク3位武市　樹

ﾌﾘｶﾞﾅ オガワ　ジュン
セーリング
成年男子

国体ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ
級

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）２位
尾川　 潤

ﾌﾘｶﾞﾅ タダ　モモコ

セーリング
成年女子

ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）1位

多田　桃子

ﾌﾘｶﾞﾅ ミヤガワ　ケイコ

セーリング
成年女子

ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級
リオデジャネイロオリンピック日本代表（49erFX級）

宮川　惠子

ﾌﾘｶﾞﾅ タカノ　セナ

髙野　芹奈

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 和歌山県

話題性のある選手・有望選手
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 ニシヤマ　ヒトミ
カヌー

成年女子
ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ
ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）カヌースプリント
　　　　　　　　　カヤックシングル５００ｍ2位・２００ｍ3位西山　史扇

ﾌﾘｶﾞﾅ ヤマモト　チヨ

なぎなた
成年女子

演技・試合

出場1８回目、姉妹出場、（山内綾選手は妹）
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）　演技２位・試合１位
平成27年度全日本なぎなた選手権大会優勝山本　千代

ﾌﾘｶﾞﾅ サカモト　ナオヤ
カヌー

成年男子
ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ

ロンドンオリンピック　カナディアンシングル２００ｍ　８位
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）カヌースプリント
　　　　　　　カナディアンシングル５００ｍ1位・２００ｍ1位阪本　直也

ﾌﾘｶﾞﾅ オオト　ブンゴ
カヌー

成年男子
ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

平成28年度カヌーワイルドウォーター　日本代表
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）
　　　カヌーワイルドウォータ-カヤックシングル１５００ｍ４位大戸　文吾

ﾌﾘｶﾞﾅ トミタ　ユウキ・ゲンキ

相撲
成年男子

兄弟で出場
冨田　有輝・元輝

ﾌﾘｶﾞﾅ カンノ　ヨウタ

相撲
少年男子

平成２７年度全国高等学校相撲選抜大会個人の部１位
菅野　陽太

ﾌﾘｶﾞﾅ ミズヤマ　ナオノリ

ラグビーフット
ボール

成年男子

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）３位
元　日本代表水山　尚範

ﾌﾘｶﾞﾅ ヨシダ　ヒロキ

ラグビーフット
ボール

成年男子

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）３位
元　日本代表吉田　大樹

ﾌﾘｶﾞﾅ アズマ　リオ

フェンシング
少年女子

平成２８年度全国高校総合体育大会フルーレ個人１位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体１位
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）1位（２連覇中）東　莉央

ﾌﾘｶﾞﾅ アズマ　セラ

フェンシング
少年女子

平成２８年度全国高校総合体育大会フルーレ個人２位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体１位
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）1位（２連覇中）東　　晟良

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 和歌山県

話題性のある選手・有望選手
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 カツラギ　マサエ・ナナセ

体操
少年女子

親子で出場（監督・選手）
七星：県ゴールデンキッズ発掘プロジェクト（タレント発掘事業）
４期生葛城　雅恵・七星

ﾌﾘｶﾞﾅ ニシダ　カズヨシ

ボウリング
成年男子

本県出場選手のうち最年長（66歳11ヶ月）
第47回全日本シニアボウリング選手権大会２人チーム戦１位
第３７回ＮＨＫ杯争奪全日本選抜ボウリング選手権大会で大会史上
５３歳（当時）の最高齢での初優勝

西田　一善

ﾌﾘｶﾞﾅ ヨネザワ　ユウマ・ヒロム

バレーボール
成年男子

兄弟で出場
米澤　裕真・寛武

ﾌﾘｶﾞﾅ ワダ　ショウゴ

ボウリング
成年男子

第１７回アジア競技大会トリオ戦１位
ナショナルメンバー和田　翔吾

ﾌﾘｶﾞﾅ カワグチ　マキ・サキ

ボウリング
成年女子

姉妹で出場
川口　茉紀・紗希

ﾌﾘｶﾞﾅ ヤマウチ　アヤ

なぎなた
成年女子

演技・試合

出場１４回目、姉妹出場、（山本千代選手は姉）
第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）　演技２位・試合１位山内　綾

ﾌﾘｶﾞﾅ カミムラ　ヤスケ

ボウリング
少年男子

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）　個人戦２位
上村　弥奨

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 和歌山県

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


