
 37 

４．オリンピック日本代表選手団における学生選手に関する資料検討： 

     ―1912 年ストックホルム大会から 1996 年アトランタ大会までを対象に― 

 

                                                                         中澤 篤史 

 

１．はじめに 

 本稿の目的は、1912 年ストックホルム大会から

1996 年アトランタ大会までのオリンピック夏季

大会を対象に、オリンピック日本代表選手団にお

ける学生選手に関する資料を整理し、学生選手の

数や割合の推移を検討することである。 
 学生選手という存在は、日本のスポーツを考え

る上で重要である。なぜなら、欧州ではスポーツ

が地域クラブを中心に発展してきたのに対して、

日本では学校の運動部活動を中心に発展してきた

からである。そのため、学生選手の実態や動向は、

わが国における体育・スポーツの歴史を記述する

上で、きわめて重要な研究対象であり、これまで

多くの史的研究が蓄積されてきた。しかし、管見

の限り、オリンピックと学生選手の関係について、

その基礎的な研究資料が整理されていないように

思われる１）。いったいオリンピックにどれくらい

の学生選手が出場したのか、その数や割合はどの

ように変化してきたのか。これらの問いを念頭に

置きながら、本稿では、学生選手の史的研究を前

進させるために、オリンピックと学生選手に関す

る基礎的な資料を整理・検討する。 
 なお、「学生選手」という言葉は、大学生のスポ

ーツ選手を指して使われる場合が多いが、中高生

や専門学校生のスポーツ選手を指して使われる場

合もある。そのため本稿では、中学生・高校生・

専門学校生・大学生（大学院生・研究生を含み、

研究員を除く、また自衛隊体育学校および警察学

校は除く）のスポーツ選手を、広義の「学生選手」

として定義し、これを扱う。 
 
２．対象と資料 

 本稿の分析対象は、日本が初めて参加したオリ

ンピックである 1912 年ストックホルム大会から

1996 年アトランタ大会までの夏季大会である。

2000 年代以降の大会を分析対象から除外した理

由は、学生でありながら企業にも所属する選手や

プロ契約する選手が増え始め、学生選手というカ

テゴリーの意味が変容したと考えられるからであ

る２）。また、公式競技のみを分析対象とし、公開

競技・デモンストレーション競技は分析対象から

外した。 
 本稿では、大会ごとに大日本体育協会・日本体

育協会・日本オリンピック委員会が編集した『オ

リンピック大会報告書』（各大会でタイトル表記の

ズレはあるが、以下、報告書とする）を基本資料

として用い、日本体育協会がまとめた『日本体育

協会七十五年史』（以下、体協資料とする）を参考

資料として用いた。報告書が最初に編集されたの

は 1924 年パリ大会であるため、それ以前につい

ては体協資料に基づいた。他にも、報告書に記載

が無い情報や誤った情報に関しても体協資料を用

いて追加・修正した。なお、資料の引用にあたっ

ては、漢字をできるだけ当用漢字を使うなどの変

更を行った。 
 
３．学生選手一覧 

 本稿でカウントした、オリンピック日本代表選

手団における学生選手の一覧を表 1（本稿末）に

示す。 
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４．学生選手の数と割合の推移 

 オリンピック日本代表選手団における学生選手

の数と割合の推移を表 2 と図 1 に示した。日本が

初めて参加した 1912年ストックホルム大会には、

三島弥彦と金栗四三の 2 名が参加しているが、こ

の 2 名はどちらも大学生であった。その後の推移

を見ると、学生選手の数は、戦前は 1912 年の 2
名から 1936 年の 111 名まで急激に増加する。戦

中の非開催と不出場を挟んで、戦後は 1952 年の

46 名から 1964 年東京大会の 128 名まで増え、そ

の後 50 名前後に減るが、1990 年代は 70 名程度

で推移している。増減はあるが、一定規模の学生

選手がトップアスリートとして活躍し続けてきた

ことがわかる。 
ただし、全選手に占める学生選手の割合は減少

傾向にある。その割合を見ると、1912 年の 100％
は別として、戦前は、1932 年の 70．2％を頂点と

して、60％〜70％程度で推移している。戦後は、

1952 年の 63．9％から 1976 年の 23．5％まで一

貫して減少し続けている。その後、わずかに高ま

ったものの再び減少傾向を示し、1990 年代では

20％台で推移している。 
 
 
 
 
 

表 2．オリンピック選手団における学生選手の数と割合 

年 都市 全選手数 学生選手数 割合* 

1912 ストックホルム 2 2 100.0% 

1916  ［非開催］ 

1920 アントワープ 15 10 66.7% 

1924 パリ 19 11 57.9% 

1928 アムステルダム 43 29 67.4% 

1932 ロサンゼルス 131 92 70.2% 

1936 ベルリン 179 111 62.0% 

1940  ［非開催］ 

1944  ［非開催］ 

1948 ロンドン ［不出場］ 

1952 ヘルシンキ 72 46 63.9% 

1956 メルボルン 119 62 52.1% 

1960 ローマ 167 76 45.5% 

1964 東京 357 128 35.9% 

1968 メキシコシティ 185 56 30.3% 

1972 ミュンヘン 182 43 23.6% 

1976 モントリオール 213 50 23.5% 

1980 モスクワ ［不出場］ 

1984 ロサンゼルス 231 76 32.9% 

1988 ソウル 259 69 26.6% 

1992 バルセロナ 263 70 26.6% 

1996 アトランタ 310 75 24.2% 

 ＊全選手数に対する学生選手数の割合  
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図 1．オリンピック日本代表選手団における学生選手の数と割合の推移（中高生・専門学校生など含む） 
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５．おわりに 

 本稿では、オリンピックと学生選手に関する資

料の整理・検討を行った。ここでの基礎的な分析

結果から得られる示唆を 2 点述べておきたい。第

1 に、戦前において、わが国のトップアスリート

は、大学生を中心としたエリートたちに占められ

ていたという点である。この点は先行研究におい

ても指摘されてきたが、本稿はそれを資料的に裏

付けている。戦前はオリンピック選手団に占める

学生選手の割合が 6〜7 割にのぼっており、その

多くが帝国大学・早稲田大学・慶応義塾大学など

の有名大学の学生たちであった。当時の高等教育

進学率は今と比べて格段に低かったことを踏まえ

ると、選りすぐりのエリートたちが日本のスポー

ツを牽引していたことがわかる。その背景には、

スポーツをする場所が学校施設に限られていたこ

と、スポーツをする時間的・金銭的余裕を持つ者

が学生に限られていたことなどが考えられるだろ

う。 
 しかし第 2 に、戦後において、そうした学生選

手のプレゼンスは減少し続けている。オリンピッ

ク選手団に占める学生選手の割合は、戦後、一貫

して減少し続けていた。戦前と比較すれば、わが

国のトップアスリートは、もはや学生が中心では

ない。その背景には、企業スポーツやプロスポー

ツが盛んになってきたことが考えられる。わが国

のトップアスリートにおける学生選手の位置、ト

ップアスリート養成機関における大学の位置が、

時代とともに変化してきたことがうかがえる。 
 
［付記］本稿で用いた資料の収集過程では、佐藤

純子氏（日本体育協会・資料室）による助言と支

援をいただくことができた。記して謝意を表した

い。なお、本稿で行った分析の一部は、中澤篤史

（近刊）「学生スポーツ」井上俊・菊幸一編『よく

わかるスポーツ文化』ミネルヴァ書房、でも公刊

される予定である。 
 
 

注 
1）たとえば、向井（2008）は、1952 年ヘルシン

キ大会から 2004 年アテネ大会までのオリンピ

ック日本代表選手団の内訳を調べ、中学生・高

校生・大学生（短期大学と大学院を含む）の数

と割合を算出している。しかし、本稿の分析結

果から見れば、この向井の分析には誤りがある。

具体的にいくつか例示すると、1952 年大会の大

学生数（短期大学と大学院を含む）を向井は 38
と報告しているが、本稿によれば 37 である。

1956 年大会の高校生数を向井は 6 と報告して

いるが、本稿によれば 7 である。また向井では、

1956 年大会の総人数を 117（正しくは 119）と

報告するなど、選手団の全選手数にも誤りが複

数あるため、割合の計算にも誤りが多い。向井

が依拠した資料の詳細と算出手続きが不明瞭で

あるため、本稿の分析結果との厳密な比較検討

ができないが、付記しておく。 
2）たとえば、2000 年シドニー大会では、中京大

学大学院生でありミズノにも所属する室伏広治

選手（陸上競技）、筑波大学大学院生でありミキ

ハウスにも所属する杉林孝法選手（陸上競技）

などがいる。こうした複数の所属先を持つ選手

は、これ以降も増え続けており、トップアスリ

ートの現代的特徴の一つといえるかもしれない。 
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参考資料 
 参考として、オリンピック日本代表選手団（役

員含む）における一橋大学関係者の一覧を表 3 に

まとめた。1912 年ストックホルム大会から 2008
年北京大会までのオリンピック夏季大会を対象と

している。一橋大学とオリンピックの関係を探求

する基礎資料として提供したい。 
 
表 3．オリンピック選手団における一橋大学関係者一覧 

年 立場 氏名 関係 

1932 陸上競技 嘱託〈補助員） 大川宏三 在学生 

 ホッケー 選手 宇佐美敏夫 卒業生 

 ホッケー 選手 柴田勝巳 卒業生 

1936 水泳 選手 清川正二 卒業生 

 ホッケー 選手 脇坂貞夫 卒業生 

 ホッケー 選手 田中昇 卒業生 

 ホッケー 選手 伊藤赴夫 在学生 

 ホッケー 選手 菊地信 卒業生 

 ホッケー 選手 倉内大次 在学生 

 ホッケー 選手 武知治 在学生 

1952 水泳 ヘッドコーチ 清川正二 卒業生 

 水泳 マネージャー 安部輝太郎 卒業生 

1956 本部役員 渉外 清川正二 卒業生 

 水泳 国際審判員 安部輝太郎 卒業生 

 馬術 監督 相川泰吉 卒業生 

1960 水泳 マネージャー 志村文一郎 卒業生 

1964 バスケットボール 監督 吉井四郎 講師 

 馬術 監督 相川泰吉 卒業生 

  漕艇 選手 長谷川辰 在学生 
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表1．オリンピック日本代表選手団における学生選手一覧 1ページ目／全8ページ

種目 学生名 学校名 種目 学生名 学校名
1912年大会 （陸上競技） 佐々木吉蔵 東京高等師範学校

陸上競技 三島弥彦 東京帝国大学 大木正幹 法政大学

金栗四三 東京高等師範学校 西貞一 同志社大学

1920年大会 中島亥太郎 早稲田大学

陸上競技 加賀一郎 明治大学 張星賢 早稲田大学

山岡慎一 東京帝国大学 北本正路 慶應義塾大学

蓮見三郎 日本歯科大学 竹中正一郎 慶應義塾大学

大浦留市 東京高等師範学校 金恩培 養正高等普通学校

三浦弥平 早稲田大学 藤田辰三 東京文理科大学

茂木善作 東京高等師範学校 大島鎌吉 関西大学

八島健三 小樽中学校 田島直人 専修大学

益田弘 慶應義塾大学 小野操 慶應義塾大学

斎藤兼吉 東京高等師範学校 木村一夫 早稲田大学

水泳 内田正練 北海道帝国大学 西田修平 早稲田大学

1924年大会 望月倭夫 東京高等師範学校

陸上競技 納戸徳重 東京高等師範学校 住吉耕作 早稲田大学

田代菊之助 中央大学 長尾三郎 関西大学

上田精一 東京高等師範学校 落合正義 明治大学

レスリング 内藤克俊 ペンシルバニア大学 長尾雄治 明治大学

水泳 高石勝男 早稲田高等学院 渡邊すみ子 名古屋高等女学校

小野田一雄 明治大学 土倉麻 京都府立第一高等女学校高等科

宮畑虎彦 東京高等師範学校 柴田タカ 山形高等女学校

野田一雄 浜松商業学校 中西みち 京都二條高等女学校高等科

石田恒信 関西学院 相良八重 日本体育会体操学校

庭球 斎藤巍洋 立教大学 廣橋百合子 羽咋高等女学校

原田武一 ハーバード大学 宮崎康二 浜松一中

1928年大会 水泳 遊佐正憲 日本大学

陸上競技 相澤巌夫 京都帝国大学 豊田久吉 日本大学

津田晴一郎 慶應義塾大学 片山兼吉 明治大学

織田幹雄 早稲田大学 高橋善次郎 早稲田高等学院

中澤米太郎 東京高等師範学校 河石達吾 慶應義塾大学

南部忠平 早稲田大学 大横田勉 明治大学

木村一夫 早稲田大学 横山隆志 早稲田大学

住吉耕住 早稲田大学 石原田愿 明治大学

沖田芳夫 早稲田大学 杉本盛 日本大学

古山一郎 早稲田大学 牧野正蔵 見付中学校

井沼清七 早稲田大学 武村寅雄 明治大学

大澤重憲 早稲田大学 北村久寿雄 高知商業学校

山口直三 早稲田大学 武村清 明治大学

水泳 高石勝男 早稲田大学 小池礼三 沼津商業学校

新井信男 早稲田大学 清川正二 名古屋高等商業学校

米山弘 早稲田大学 入江稔夫 早稲田大学

入江稔夫 茨木中学校 河津憲太郎 明治大学

竹林隆二 早稲田大学 鈴木政雄 明治大学

佐田徳平 明治大学 松澤初穂 日本女子体育専門学校

木村象雷 早稲田大学 横田みさを 同志社高等女学校

馬渡勇喜 明治大学 小島一枝 椙山高等女学校

野田一雄 慶應義塾大学 荒田雪江 京都二條高等女学校高等科

高階富士夫 茨木中学校 前畑秀子 椙山女子専門学校

漕艇 園部司 東京帝国大学 生江哲太郎 明治大学

能勢一男 明治大学 阪上安太郎 早稲田第二高等学校

土田信 東京帝国大学 木村清兵衛 慶應義塾大学

高島勇 早稲田大学 澤海東助 慶應義塾大学

佐藤八郎 日本大学 土井修爾 早稲田大学

濱田義明 東京高等師範学校 松本隆重 早稲田大学

菅原兵衞 東京高等工業学校 竹林隆二 早稲田大学

1932年大会 漕艇 池田啓造 早稲田大学

陸上競技 吉岡隆徳 東京高等師範学校 佐野敏 早稲田大学

阿武巌夫 慶應義塾大学 田中節治 早稲田大学  
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種目 学生名 学校名 種目 学生名 学校名
（漕艇） 西殿太郎 早稲田大学 （水泳） 田中一男 早稲田大学

松浦説雄 早稲田大学 新間六柄 早稲田大学
田中英光 早稲田大学 児島泰彦 慶應義塾大学
藤原重男 早稲田大学 吉田喜一 早稲田大学
榎本吉夫 早稲田大学 葉室鉄夫 日本大学
原三郎 早稲田大学 小池礼三 慶應義塾大学
鴨下義雄 早稲田大学 伊藤三郎 明治大学
斎藤盈夫 早稲田大学 柴原恒雄 日本大学
南波正吉 慶應義塾大学 小柳富男 早稲田大学
高橋六郎 慶應義塾大学 高木茂雄 早稲田大学（注1）
伴紀雄 慶應義塾商工学校 田野耕清 立教大学
柴田梅太郎 慶應義塾大学 和田幸一 慶應義塾大学
鈴木大吉 慶應義塾大学 若山瀧美 早稲田大学
村山又芳 慶應義塾大学 前田倍三 早稲田大学
河野四郎 慶應義塾大学 古荘次平 早稲田大学

ボクシング 亀岡勝雄 日本大学 高橋三郎 慶應義塾大学
黄乙秀 明治大学 小島一枝 椙山女学園専攻科
平林愛國 明治大学 古田つね子 中泉高等女学校

レスリング 加瀬清 立教大学 竹村令 京都府立第一高等女学校
河野芳男 明治大学 松村昶子 山口高等女学校

ホッケー 今治彦 早稲田大学 前畑秀子 椙山女学園専攻科
小西健一 早稲田大学 壺井宇乃子 日本女子体育専門学校
猪原淳三 早稲田大学 蹴球 加茂健 早稲田大学
中村英一 慶應義塾大学 川本泰三 早稲田大学
酒井義雄 明治大学 西邑昌一 早稲田大学
左右田秋雄 早稲田大学 高橋豊二 東京帝国大学
三浦四郎 明治大学 松永行 東京高等師範学校
濱田駿吉 慶應義塾大学 加茂正五 早稲田大学

体操 本間茂雄 東京文理科大学 種田孝一 東京帝国大学
佐々野利彦 日本体育会体操学校選科 金容植 京城普成専門学校
芳賀眞人 早稲田大学 笹野積次 早稲田大学

1936年大会 堀江忠男 早稲田大学
陸上競技 鈴木聞多 慶應義塾大学 佐野理平 早稲田大学

谷口睦生 関西大学 不破整 第一早稲田高等学院
矢澤正雄 専修大学 ホッケー 伊藤赴夫 東京商科大学
相原豊次 中央大学 柳武彦 慶應義塾大学
今井慶二 慶應義塾大学 上野安夫 慶應義塾大学
青地球磨男 立教大学 倉内大次 東京商科大学
村社講平 中央大学 村岡敏 明治大学
孫基禎 養正高等普通学校 武知治 東京商科大学
鈴木房重 日本大学 伊藤通弘 慶應義塾大学
南昇龍 明治大学 漕艇 霜島正 東京帝国大学
村上正 早稲田大学 根岸正 東京帝国大学
福田時雄 関西大学 柏原勝 東京帝国大学
市原正雄 立命館大学 關川主水 東京帝国大学
田中秀雄 中央大学 北村修 東京帝国大学
戸上研之 関西大学 中村春好 東京帝国大学
大江季雄 慶應義塾大学 堀武男 東京帝国大学
安達清 早稲田大学 手島太郎 早稲田大学
朝隈善郎 明治大学 遠藤與一（注2） 早稲田大学
山中弘 早稲田大学 畠山孝 早稲田大学
矢田喜美雄 早稲田大学 山田太一 早稲田大学
阿部功 中央大学 白坂力 早稲田大学
松野栄一郎 京都帝国大学 安部収 早稲田大学
植野登 早稲田大学 満留勉 早稲田大学
三井美代子 日本女子体育専門学校 体操 野坂浩 慶應義塾大学
中村コウ 北海高等女学校 松延博 東京高等師範学校
児島ふみ 中京高等女学校 バスケットボール 中江孝男 東京帝国大学

水泳 遊佐正憲 日本大学 横山堅七 早稲田大学
田口正治 立教大学 鹿子木健日子 東京帝国大学
宮崎康二 慶應義塾大学 廉殷鉉 延禧専門学校（注3）
鶴岡栄 立教大学 松井聰 京都帝国大学
鵜藤俊平 立教大学 宗像卯一 早稲田大学
寺田登 慶應義塾大学 張利鎭 延禧専門学校
石原田愿 明治大学 吉井精三郎 東京高等師範学校
牧野正蔵 早稲田大学 ヨット 龍野一彦 九州帝国大学
永見達明 早稲田大学 藤村紀雄 早稲田大学
本田惣一郎 立教大学 吉本善多 同志社大学  
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種目 学生名 学校名 種目 学生名 学校名
レスリング 水谷光三 明治大学 （水泳） 古川勝 日本大学

吉岡秀市 明治大学 吉村昌弘 日本大学
風間栄一 早稲田大学 石本隆 日本大学
増富省一 早稲田大学 長谷景治 早稲田大学

ボクシング 中野千代人 専修大学 富田一雄 三潴高等学校
永松英吉 明治大学 二宮英雄 慶應義塾大学
李奎煥 京城中東学校 弘世初子 相愛女子短期大学

1952年大会 津谷鹿乃子 松蔭女子短期大学
陸上競技 西田勝男 中央大学 島田節子 五条高等学校

室矢芳隆 中央大学 神野眸 天理大学
井上治 中央大学 佐藤喜子 天理大学
的場淳吉 同志社大学 和田映子 五条高等学校
山本弘一 京都大学 大高幸子 伊都高等学校
岡野栄太郎 中央大学 レスリング 浅井正 中央大学
田島政次 中央大学 池田三男 中央大学
宮下美代 光華短期大学 桂本和夫 中央大学
吉川綾子 帝塚山学院大学 大平光洋 早稲田大学

水泳 鈴木弘 日本大学 中尾三郎 慶應義塾大学
後藤暢 浮羽高等学校 漕艇 須永定博 慶應義塾大学
田中寧夫 早稲田大学 江田利児 慶應義塾大学
西拡 明治大学 加藤順一 慶應義塾大学
倉橋範彦 日本大学 原正雄 慶應義塾大学
青木行義 熊本県立鹿本高等学校 武田泰彦 慶應義塾大学
梶川孝義 早稲田高等学校 今村孝 慶應義塾大学
平山綽保 日本大学 比企能樹 慶應義塾大学
谷川禎次郎 日本大学 渡辺靖国 慶應義塾大学
田中純夫 早稲田大学 岩崎洋三 慶應義塾大学
浅野満 早稲田大学 佐々木亨 慶應義塾大学
北村康雄 早稲田大学 体操 小野喬 慶應義塾大学
田中守 早稲田大学 相原信行 日本体育大学
長沢二郎 早稲田大学 田中敬子 日本体育大学
毛利勝一 日本大学 曾我部和子 東京教育大学
坂本和子 五条高等学校 関鈴子 東京教育大学
田村美佐子 和歌山県立伊都高等学校 蹴球 古川好男 関西大学
大石康子 天理短期大学 高森泰男 立命館大学
青木政代 和歌山県立伊都高等学校 平木隆三 関西学院大学
坂口文子 五条高等学校 八重樫茂生 早稲田大学
宮部シズエ 奈良県宇智郡野原町野原中学校 内野正雄 中央大学
宮本まさみ 金沢桜丘高等学校 北口晃 関西学院大学

レスリング 北野?秀 慶應義塾大学 バスケットボール 東海林周太郎 立命館大学
石井庄八 中央大学 登坂哲朗 慶應義塾大学
富永利三郎 明治大学 大平礼三 明治大学
霜鳥武雄 明治大学 奈良節雄 立命館大学
山崎次男 関西学院大学 ウェイトリフティング 古山征男 平工業高等学校

漕艇 松尾浩介 慶應義塾大学 白鳥博義 明治大学
五藤隆二 慶應義塾大学 山口隆弘 明治大学
神田和夫 慶應義塾大学 ボクシング 石丸利人 ハワイ大学
武内利弥 慶應義塾大学 米倉健治 明治大学
木暮保 慶應義塾大学 鈴木信一朗 明治大学

体操 小野喬 東京教育大学 1960年大会
鍋谷鉄巳 慶應義塾大学 陸上競技 早瀬公忠 中京大学

自転車競技 田島正純 法政大学 杉岡邦由 日本大学
ボクシング 永田吉太郎 日本大学 岡崎高之 中央大学

石丸利人 早稲田大学 蝦名純 関西学院大学
1956年大会 太田富夫 早稲田大学
陸上競技 川島義明 日本大学 柴田宏 中央大学

潮喬平 中央大学 菅原武男 日本大学
大串啓二 東京教育大学 水泳 石原勝記 日本大学
桜井孝治 早稲田大学 清水啓吾 慶應義塾大学
志田順子 中央大学 山中毅 早稲田大学

水泳 古賀学 早稲田大学 藤本達夫 中央大学
古川徹 宮之城高等学校 石井宏 日本大学
清水健 立命館大学 開田幸一 中央大学
山中毅 輪島高等学校 井筒賢造 早稲田大学
野々下耕嗣 中央大学 吉無田春男 早稲田大学
青木行義 日本大学 大崎剛彦 早稲田大学
八木清三郎 日本大学 渡辺和夫 日本大学
野田芳郎 明治大学 富田一雄 日本大学  
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種目 学生名 学校名 種目 学生名 学校名
（水泳） 山野外嗣夫 日本大学 （陸上競技） 宮本悦子 中京大学

金戸俊介 日本大学 伊沢まき子 山形県高畠高等学校
和田映子 天理大学 佐藤美保 岐阜県長良高等学校
高松好子 天理大学 小川清子 岐阜県長良高等学校
田中聰子 筑紫女学園高等部 木崎正子 中央大学
江坂君子 椙山女学園高等部 香丸恵美子 福岡県三潴高等学校

（注4） 柴田徹 日本大学 高橋美由紀 岡山県片山女子高等学校
（注4） 藤本重信 日本大学 水泳 山影武士 明治大学
（注4） 清水洋二 慶應義塾大学 岩崎邦宏 早稲田大学
（注4） 青山礼三 日本大学 中野悟 大阪府桜宮高等学校
レスリング 松原正之 日本大学 岩本和行 柳井商工高等学校

佐藤多美治 中央大学 佐々木末昭 中央大学
市口政光 関西大学 藤島洋三 早稲田大学
高比良政利 拓殖大学 松本健次郎 早稲田大学
青海上 明治大学 石川健二 日本大学

体操 三栗崇 東京教育大学 門永吉典 柳井商工高等学校
虻川吟子 日本体育大学 大林敦 中央大学
白須俊子 日本体育大学 福島滋雄 日本大学

漕艇 三沢博之 東北大学 大隅潔 明治大学
佐藤哲夫 東北大学 伊藤圭祐 早稲田大学
斎藤宏 東北大学 木原美智子 山陽女子高等学校
田崎洋佑 東北大学 浦上涼子 筑紫女学園高等学校
斎裕教 東北大学 早川一枝 静岡県吉原市商業高等学校
斎藤直 東北大学 菊谷多鶴子 奈良県五条高等学校
広瀬鉄蔵 東北大学 森実芳子 筑紫女学園高等学校
千葉建郎 東北大学 高橋栄子 別府大学
田村滋美 東北大学 斎藤弘子 中京大学
斎藤修 東京大学 松田奈津子 奈良県五条高等学校
大久保尚武 東京大学 江坂君子 中京大学
水木初彦 東京大学 土佐忠雄 早稲田大学
村井俊治 東京大学 有光洋右 日本大学
福田紘史 東京大学 大坪敏郎 日本体育大学

バスケットボール 若林薫 東京教育大学 大崎恵子 日本体育大学
大島康邦 立命館大学 竹内和也 早稲田大学
志賀政司 明治大学 体操 中村多仁子 東京教育大学
増田貴史 慶應義塾大学 レスリング 吉田義勝 日本大学

ウェイトリフティング 三宅義信 法政大学 上武洋治郎 オクラホマ州立大学
古山征男 明治大学 渡辺保夫 明治大学
藤島善信 中央大学 佐々木竜雄 日本大学
山崎弘 明治大学 斎藤昌典 明治大学

ボクシング 田辺清 中央大学 柔道 中谷雄英 明治大学
芳賀勝男 中央大学 岡野功 中央大学
鈴木進悦 東京農業大学 ボクシング 吉野洲太 日本大学
伊東靖倖 早稲田大学 桜井孝雄 中央大学
渡辺勝治 中央大学 高山将孝 早稲田大学

射撃 石井孝郎 明治大学 白鳥金丸 早稲田大学
自転車競技 大宮政志 日本大学 米倉宝二 立教大学

斎藤勝也 中京大学 浜田吉次郎 近畿大学
久保村寛 前橋商業高等学校 益田弘二 早稲田大学
高貫亘弘 法政大学 一ノ関史郎 法政大学

ホッケー 佐土市良 関西大学 福田弘 明治大学
木原征治 早稲田大学 大内仁 法政大学
神戸勝 明治大学 蹴球 横山謙三 立教大学
岩橋邦雄 慶應義塾大学 森孝慈 早稲田大学
綿田道則 法政大学 小城得達 中央大学
勇崎恒也 明治大学 釜本邦茂 早稲田大学

フェンシング 大川平三郎 中央大学 山口芳忠 中央大学
藤巻惣之助 法政大学 杉山隆一 明治大学

1964年大会 ホッケー 加奥成雄 明治大学
陸上競技 飯島秀雄 早稲田大学 若林徹也 明治大学

浅井浄 関西学院 高島昭男 法政大学
石川準司 中央大学 武田守洋 法政大学
吉田正美 日本大学 橋本征治 早稲田大学
天野義裕 東京教育大学 勇崎勝弘 明治大学
土谷和夫 日本大学 吉村実 早稲田大学
猿渡武嗣 中央大学 渡辺寛 明治大学
油井潔雄 中央大学 松本紀彦 明治大学
鳥居義正 東京教育大学  
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種目 学生名 学校名 種目 学生名 学校名
バスケットボール 江川嘉孝 明治大学 （水泳） 西側よしみ 大阪市立巽中学校

諸山文彦 日本大学 合志幸子 浪花女子高等学校
角田勝次 明治大学 藤井康子 浪花女子高等学校
小玉晃 東京教育大学 湯浅純二 日本体育大学

馬術 松平正樹 成蹊大学 （注4） 中野晧司 日本大学
フェンシング 荒木敏明 立教大学 （注4） 矢島秀二 日本大学

小森芳枝 専修大学 漕艇 清水正俊 同志社大学
大和田智子 専修大学 村井富雄 同志社大学
保井多美子 日本体育大学 加藤忠正 同志社大学

自転車競技 辻昌憲 中京大学 宮川滋 同志社大学
福原広次 日本大学 中田二三男 同志社大学
山尾裕 中央大学 田中重次郎 同志社大学
加藤武久 法政大学 福益敏 同志社大学
斑目秀雄 日本大学 新井喜範 同志社大学
佐藤勝彦 法政大学 山本克美 同志社大学
河内剛 日本大学 伊藤次男 同志社大学
罐範男 中央大学 ホッケー 大塚智万 早稲田大学
高橋耕作 日本大学 工藤明朗 明治大学
山藤浩三 法政大学 安田善次郎 明治大学
伊藤富士夫 法政大学 河村一夫 天理大学

ライフル射撃 林崎昭裕 明治大学 上村幸夫 明治大学
漕艇 菊地隆一 慶應義塾大学 和田明仁 早稲田大学

長谷川辰 一橋大学 長屋恭一 天理大学
大西恵弘 早稲田大学 ボクシング 中村哲明 明治大学
小笠原恒夫 日本大学 森岡栄治 近畿大学
伊藤次男 中央大学 岡本正 日本大学
宮野洪一 明治大学 バレーボール 嶋岡健治 中央大学
佐藤直司 慶應義塾大学 森田淳悟 日本体育大学
万代治 慶應義塾大学 三森泰明（注6） 中央大学
大江英雄 中央大学 横田忠義 中央大学
相田秀晃 中央大学 体操 加藤沢男 東京教育大学
松田征男 早稲田大学 塚原光男 日本体育大学
山内政勝 立教大学 監物永三 日本体育大学
芳野法一 早稲田大学 小田千恵子 日本体育大学
浜田俊裕 日本大学 羽生和永 福井武生高等学校
井原勝彦 日本大学 レスリング 磯貝頼秀 千葉習志野高等学校
高月正宏 明治大学 自転車競技 井上三次 法政大学
三木俊介 早稲田大学 フェンシング 福田正哉 中央大学
本間康二 早稲田大学 若杉和彦 愛知工業大学
塚本公樹 早稲田大学 近代五種 福井敏男 拓殖大学（注7）
木村文三 早稲田大学 カヌー 山口徹正 大正大学
細谷進 早稲田大学 1972年大会
村瀬康 早稲田大学 陸上競技 井上敏明 法政大学
向後隆男 東京医科歯科大学 宇佐見彰朗 日本大学大学院
黒崎紀正 東京医科歯科大学 稲岡美千代 中央大学
笠木聰臣 東京教育大学 山下博子 中京大学

ヨット 大久保隆史 慶應義塾大学 水泳 田口信教 広島商科大学
カヌー 岡本敬子 大阪府東第二高等学校 駒崎康弘 日本大学

大島裕子 大阪学芸大学 本多忠 広島商科大学
樫村勝房 専修大学 佐々木二郎 富山商業高等学校
小林英男 専修大学 合志えい子 浪花女子高等学校
東山日出男 大正大学 山本容子 大阪市立巽中学校

1968年大会 浅野典子 椙山女学園高等学校
陸上競技 丹羽清 法政大学 石井菊代 浪花女子高等学校
水泳 鶴峯治 日本大学 松村鈴子 大阪市立巽中学校

田口信教 尾道高等学校 藤村佳津 浪花女子高等学校
中野悟 早稲田大学 竹本ゆかり 浪花女子高等学校
早稲田昇 尾道高等学校 峰岸直人 慶應義塾大学
伊藤勝二 日本大学 橋本博 中央大学
田中毅司雄 早稲田大学 ボクシング 新垣吉光 日本大学
高田康雄 早稲田大学 永井希仁男 日本大学
丸谷里志 日本大学 篠原恭二 近畿大学
川西繁子 日本女子体育大学 体操 加藤沢男 東京教育大学大学院
小林美和子 愛知淑徳高等学校 本間二三男 東京教育大学大学院
小野裕美子 大阪市立巽中学校 羽生和永 日本体育大学
中川清江 浪花女子高等学校 平島栄子 日本体育大学
竹本ゆかり 大阪市立巽中学校（注5） 長谷川たか子 日本体育大学
柴田智恵野 大阪市立巽中学校 宮本敏子 日本大学  
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種目 学生名 学校名 種目 学生名 学校名
（体操） 矢部信恵 日本大学 1984年大会（注8）
バスケットボール 沼田宏文 同志社大学 陸上競技 不破弘樹 東京農業大学第二高等学校
レスリング 和田喜久夫 明治大学 高野進 東海大学

鎌田誠 中央大学 大森重宜 國學院大學
磯貝頼秀 早稲田大学 吉田良一 順天堂大学
伊達治一郎 国士舘大学 佐藤恵 新潟市立沼垂高等学校
佐藤貞雄 大東文化大学 松井江美 中京大学
斎藤真 日本体育大学 水泳 緒方茂生 鳥栖高等学校
鶴田友美 中央大学 隅田敏司 法政大学

ウェイトリフティング 安藤謙吉 日本大学 坂本弘 中京大学
ハンドボール 佐々木健一 中央大学 奥野景介 早稲田大学
自転車競技 松田隆文 日本大学 鈴木大地 船橋高等学校

長義和 法政大学 　 高橋繁浩 中京大学
柔道 川口孝夫 明治大学 渡辺健司 大塚中学校
カヌー 畑満秀 大正大学 坂大平 日本大学

中西光雄 大正大学 川和秀動 中央大学
アーチェリー 日比野正嗣 同志社大学 伊東慎治 中央大学
1976年大会 簗瀬かおり 武南高等学校
陸上競技 越川一紀 順天堂大学 中森智佳子 愛知淑徳高等学校
水泳 樋口浩三 同志社大学 桜井純子 藤村女子高等学校

田口信教 広島修道大学大学院 斎藤美紀 近畿大学附属高等学校
新屋千城 日本大学 関戸直美 文京学園女子高等学校
原秀章 早稲田大学 簾内望 専修大学
香山進介 尾道高等学校 長崎宏子 秋田北高等学校
柳館毅 早稲田大学 岩崎香 九州女学院高等学校
山崎幸子 昭和中学校 高橋清美 専修大学
春岡淑子 武庫川高等学校 伊勢多恵美 近畿大学
稲葉和世 筑紫女学園高等学校 輿水秀香 山梨英和短期大学
森千春 武庫川中学校 山岸勲 埼玉栄高等学校
初田恭江 武庫川高等学校 馬渕よしの コラル・ギャブレス高等学校
坂野邦子 愛知学院大学 甲斐真吾 日本体育大学
三浦直子 金城学院高等学校 宝亀大輔 日本大学
西出好範 日本大学 永田久喜 日本体育大学
山中理貴子 天理大学 若吉浩二 筑波大学大学院
角丸房子 松蔭高等学校 斉藤久治 日本体育大学

漕艇 鳥羽博司 早稲田大学大学院 山崎慎次 日本体育大学
金康健司 早稲田大学 大浦朝美 日本体育大学
礒富昭 日本大学 元好三和子 筑波大学大学院
俣木志朗 東京医科歯科大学 木村さえ子 関西保育専門学校
柿下秋男 東京教育大学 藤原一乃 障蔭女子短期大学
戸田幸雄 東京都立大学 漕艇 川本俊介 中央大学
榊田真庸 東京経済大学 三好悟 中央大学

ボクシング 内山昇 中央大学 安部肇 中央大学
石垣仁 専修大学 前口英明 中央大学
小田桐幸雄 拓殖大学 小池明広 中央大学
関義文 中央大学 ボクシング 黒岩守 日本大学

体操 吉川智恵子 日本体育大学 瀬川正義 拓殖大学
真野郷子 日本体育大学 東悟 日本大学
岡崎聡子 国学院高等学校 三浦国宏 拓殖大学
野沢咲子 蜂ヶ岡中学校 平仲信明 日本大学

バスケットボール 斎藤文夫 中央大学 バレーボール 川合俊一 日本体育大学
北原憲彦 明治大学 廣紀江 筑波大学
清水茂人 中京大学 体操 具志堅幸司 日本体育大学
浜口秀樹 拓殖大学 森尾麻衣子 明星学園高等学校

レスリング 谷津嘉章 日本大学 望月のり子 二階堂高等学校
清水一夫 大東文化大学 川瀬時枝 国学院高等学校
森脇由晃 日本体育大学 和田佐和子 明星学園中学校
松永清志 日本体育大学 渡辺三重 桐朋女子高等学校

ハンドボール 蒲生晴明 中央大学 行森文美 甲武中学校
自転車競技 小笠原嘉 日本大学 山崎浩子 東京女子体育大学

町島洋一 中央大学 秋山エリカ 東京女子体育大学
小笠原義明 日本大学 レスリング 赤石光生 日本大学
岡堀勉 日本大学 本田多聞 日本大学

馬術 小畑隆一 甲南大学 ヨット 高木裕 福岡大学
フェンシング 佐藤範幸 中央大学 山本悟 福岡大学
アーチェリー 道永宏 同志社大学 自転車競技 坂本勉 日本大学

山崎京子 大阪体育大学 佐藤仁 中央大学
佐藤美奈子 日本体育大学 猿館貢 日本大学  
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種目 学生名 学校名 種目 学生名 学校名
（自転車競技） 円谷義広 日本大学 レスリング 金浜良 日本大学

阿部和香子 会津若松第一高等学校 小幡弘之 日本大学
馬術 陶器修一 芦屋大学 出口一也 国士舘大学
フェンシング 金津義彦 法政大学 自転車競技 豊岡弘 早稲田大学

下川禎 法政大学 三和英樹 日本大学
岡智子 日本体育大学 我妻広一 日本大学
宮原美江子 東京女子体育大学 宮本文晴 日本大学

カヌー 和泉博幸 日本体育大学 佐々木一昭 早稲田大学
アーチェリー 山本博 日本体育大学 フェンシング 出野晴信 早稲田大学
1988年大会 桐谷乃宇奈 日本体育大学
陸上競技 笠原隆弘 中京大学 森川明美 専修大学

大沢知宏 早稲田大学 柔道 古賀稔彦 日本体育大学
青戸慎司 中京大学 岡田弘隆 筑波大学
佐藤恵 福岡大学 ライフル射撃 目良昭裕 日本大学

水泳 緒方茂生 日本大学 源洋子 日本大学
加藤真志 近畿大学附属高等学校 カヌー 小林美幸 東京女子体育大学
鈴木大地 順天堂大学 アーチェリー 中込恵子 甲府第一高等学校
丸山繁守 近畿大学 1992年大会
渡辺健司 早稲田大学 陸上競技 井上悟 日本大学
長畑弘伸 同志社大学 杉本龍男 法政大学
三浦広司 国士舘大学 鈴木久嗣 中京大学
田中穂徳 近畿大学 渡邉高博 早稲田大学
武田聡 早稲田大学 簡優好 順天堂大学
藤本隆宏 西日本短期大学附属高等学校 大森盛一 日本大学
中野亜弥子 横浜市立上菅田中学校 齋藤嘉彦 法政大学
中森智佳子 愛知教育大学 山崎一彦 順天堂大学
佐々木香織 品川高等学校 森長正樹 日本大学
細田朋美 横浜共立学園高等学校 板倉美紀 石川県立寺井高等学校
森下恵子 神戸市立大学教育学部附属 水泳 中野勉 早稲田大学

　　住吉中学校 緒方茂生 中京大学
大野木智子 武庫川女子大学 加藤真志 近畿大学
西岡由恵 樟蔭中学 糸井統 早稲田大学
長崎宏子 カリフォルニア大学バークレイ校 空岡京太 明治大学
北野高代 愛知淑徳高等学校 林享 大分県立大分鶴崎高等学校
原田裕代 夙川学院高等学校 川中恵一 同志社大学
金戸恵太 日本大学 三好智弘 日本大学
山岸勲 日本大学 衣笠竜也 法政大学第二高等学校
浅田雅子 小松市立女子高等学校 倉澤利彰 世田谷学園高等学校
元渕幸 天理大学 藤本隆宏 早稲田大学
小谷実可子 日本大学 千葉すず 近畿大学附属高等学校
田中京 日本大学 中野亜弥子 青山学院大学

庭球 土橋登志久 早稲田大学 松戸思奈 東北学院大学
漕艇 石川順康 早稲田大学 肥川葉子 九州女子大学付属高等学校

小林眞樹 中央大学（注9） 稲田法子 草加市立草加中学校
ボクシング 瀬川設男 拓殖大学 鳥飼淳子 近畿大学附属高等学校

松島勝之 日本大学 粕谷恭子 狭山ヶ丘高等学校
山田渉 拓殖大学 岩崎恭子 沼津市立第五中学校
東悟 日本大学 漢人陽子 静岡県立浜松商業高等学校

バレーボール 蔭山弘道 法政大学 司東利恵 日本大学
廣紀江 筑波大学大学院 春名美佳 加古川市立平岡中学校

体操 水島宏一 日本大学大学院 平中秀子 専修大学
本多守政 筑波大学 木村衣里 青山学院大学
佐藤寿治 日本大学 奥野史子 同志社大学
西川大輔 清風高等学校 庭球 沢松奈生子 松蔭女子学院大学
池谷幸雄 清風高等学校 遠藤愛 筑波大学
信田美帆 日本女子体育大学附属 漕艇 山児和久 早稲田大学

　　二階堂高等学校 ボクシング 佐々木忠広 東京農業大学
真田マキ子 日本女子体育大学附属 土橋茂之 法政大学

　　二階堂高等学校 川上雅史 中央大学
瀬尾京子 日本女子体育大学附属 バレーボール 南克幸 法政大学

　　二階堂高等学校 泉川正幸 日本体育大学
森村幸子 日本女子体育大学附属 体操 西川大輔 日本大学

　　二階堂高等学校 池谷幸雄 日本体育大学
七原由理子 西山高等学校 畠田好章 日本体育大学
森尾麻衣子 日本女子体育大学 相原豊 日本体育大学
秋山エリカ 東京女子体育大学 小菅麻里 藤村女子高等学校
大塚裕子 東京女子体育大学 瀬尾京子 日本体育大学  
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種目 学生名 学校名 種目 学生名 学校名
（体操） 三浦華子 藤村女子高等学校 （水泳） 春名美佳 兵庫県立加古川南高等学校

川本ゆかり 東京女子体育大学 黒鳥文絵 早稲田大学
山田美穂 日本女子体育大学 寺内健 此花学院高等学校

レスリング 西口茂樹 日本体育大学大学院 立花美哉 同志社大学
ヨット 高田文子 青山学院大学 神保れい 日本大学
ウェイトリフティング 堀越典昭 日本体育大学 武田美保 立命館大学

水野英郎 日本大学 高橋馨 日本大学
自転車競技 橋佐古直清 日本大学 藤井来夏 立命館大学

斑目真紀夫 日本大学 中島理帆 四天王寺国際仏教大学
フェンシング 永野義秀 中央大学 藤木麻祐子 日本大学

市ヶ谷廣輝 日本体育大学 サッカー 澤穂希 都立南野高等学校（注10）
柔道 立野千代里 筑波大学 漕艇 吉田理子 早稲田大学

溝口紀子 埼玉大学 武田大作 愛媛大学大学院
田村亮子 福岡工業大学附属高等学校 ボクシング 辻本和正 日本大学

アーチェリー 於久直人 近畿大学 仁多見史隆 東京農業大学
西川清一 近畿大学 体操 畠田好章 日本体育大学
中込恵子 日本体育大学 塚原直也 明治大学
池田裕紀子 甲南女子大学 内山隆 日本体育大学
藤田玲子 近畿大学 菅原リサ 日本体育大学

卓球 仲村錦治郎 明徳義塾高等学校 三浦華子 亜細亜大学
野球 小久保裕紀 青山学院大学 橋口美穂 日本体育大学
1996年大会 星山菜穂 藤村女子高等学校
陸上競技 土江寛裕 早稲田大学 大川真澄 藤村女子高等学校

馬塚貴弘 早稲田大学 小幡さつき 日本体育大学
田畑健児 日本大学 関根彩 藤村女子高等学校
小坂田淳 京都産業大学 山尾朱子 東京女子体育大学
河村英昭 順天堂大学 レスリング 阿部三子郎 ペンシルベニア州立大学
池島大介 日本大学 ウェイトリフティング 吉本久也 法政大学
野村智宏 日本大学 卓球 田崎俊雄 明治大学

水泳 伊藤俊介 中央大学 遊澤亮 明治大学
平野雅人 日本大学 馬術 森本健史 日本大学
安井久登 近畿大学 フェンシング 田中奈々絵 早稲田大学
近内圭太郎 湘南工科大学付属高等学校 柔道 野村忠宏 天理大学
堀井利有司 近畿大学 阿武教子 明治大学
林享 大分大学 一見理沙 土浦日本大学高等学校
宮崎義伸 直方高等学校 溝口紀子 埼玉大学大学院
山本貴司 近畿大学附属高等学校 田村亮子 帝京大学
衣笠竜也 日本大学 ソフトボール 高山樹里 日本体育大学
倉澤利彰 日本大学 持田京子 日本体育大学
源純夏 徳島県立城南高等学校 藤本佳子 東京女子体育大学
井本直歩子 慶應義塾大学 ライフル射撃 岩城真美 明治大学
山野井絵理 鹿島学園高等学校 カヌー 丸山小百合 筑波大学
三宅愛子 兵庫県立加古川南高等学校 持田雅誠 早稲田大学
中尾美樹 近畿大学附属高等学校 アーチェリー 小出美沙都 明星高等学校
中村真衣 帝京長岡高等学校 野球 森中聖雄 東海大学
田中雅美 八王子高等学校 三澤興一 早稲田大学
岩崎恭子 日本大学三島高等学校 今岡誠 東洋大学
青山綾里 近畿大学附属中学校 井口忠仁 青山学院大学
鹿島瞳 東京立正高等学校

（注1）報告書では「早稲田大学在学」となっているが、体協資料では「早大出」となっている。

（注2）報告書では「遠山與一」となっているが、誤記と判断し修正した。

（注3）報告書では「専問学校」となっているが、誤記と判断し修正した。

（注4）種目名は「水球」であるが、水泳（水上競技）とまとめられている大会もあるで、統一して表記した。

（注5）報告書では「巷中学校」となっているが、誤記と判断し修正した。

（注6）報告書では「三森秦明」となっているが、誤記と判断し修正した。

（注7）拓殖大学在学中のまま自衛隊体育学校に所属しており、「学生選手」に含めるかは留意が必要である。

（注8）体協資料では、ライフル射撃・香西式子が「東京デザイナー学院卒」となっているため、含めていない。

（注9）中央大学在学中のままマツダオート東京にも所属しており、「学生選手」に含めるかは留意が必要である。

　　　　必要である。

（注10）都立南野高等学校在学中のまま読売西友ベレーザに所属しており、「学生選手」に含むめるかは留意が

 
 
 
 


