
①競技名 ②入社企業名 ③出身学校名 

 

中口 遥（なかぐち はるか） 女性 
①ライフル射撃（10ｍエアライフル） 

②滋賀ダイハツ販売株式会社 

③同志社大学 
④主な競技実績 

 ・2019 東京 2020 オリンピック選考 第一次選考会 優勝 

 ・2019 第 30 回ユニバーシアード競技大会出場 

 ・2019 全日本選手権大会 ２位 

 

中川 杏香（なかがわ きょうか） 女性 
①ホッケー 

②大塚産業マテリアル株式会社 

③東海学院大学 
④主な競技実績 

 ・2019 全日本大学ホッケー王座決定戦 東西交流戦 ３位 

 ・2018 女子全日本学生ホッケー選手権大会 優勝 

 ・2018 全日本大学ホッケー王座決定戦 東西交流戦 優勝 

 

西村 顕志（にしむら たかゆき） 男性 
①陸上競技（100ｍ・200ｍ） 

②公益財団法人滋賀レイクスターズ 

③富山大学大学院 
④主な競技実績 

 ・2017 第 86 回日本学生陸上競技対校選手権大会８位 

 ・2017 日本学生陸上競技個人選手権大会６位 

  

 

瀬古 優斗（せこ ゆうと） 男性 
①陸上競技（走高跳） 

②公益財団法人滋賀レイクスターズ 

③中京大学 
④主な競技実績 

 ・2019 第 74 回国民体育大会 3 位 

 ・2019 第 103 回日本陸上競技選手権大会 5 位 

 ・2017 第 33 回 U20 日本陸上競技選手権大会 優勝 

 

岡田 莉歩（おかだ りほ） 女性 
①ソフトボール 

②日本精工株式会社 石部工場 

③IPU･環太平洋大学 
④主な競技実績 

 ・2019 第 54 回全日本大学女子ソフトボール選手権 3 位 

 ・2018 第 73 回国民体育大会 3 位 

 ・2017 第 52 回全日本大学女子ソフトボール選手権 優勝 



 

久保 和咲（くぼ かずさ） 女性 
①ソフトボール 

②日本精工株式会社 石部工場 

③環太平洋大学短期大学部 
④主な競技実績 

 ・2017 第 72 回国民体育大会 5 位 

 ・2015 第 67 回全日本高校女子選手権 3 位 

  

 

山田 玲菜（やまだ れいな） 女性 
①ソフトボール 

②日本精工株式会社 石部工場 

③東海学園大学 
④主な競技実績 

 ・2016 第 51 回全日本大学女子ソフトボール選手権 3 位 

 ・2015 第 70 回国民体育大会 2 位 

 ・2015 第 67 回全日本高校女子選手権 3 位 

 

酒井 愛香（さかい あいか） 女性 
①ソフトボール 

②日本精工株式会社 石部工場 

③神村学園高等部 
④主な競技実績 

 ・2019 第 74 回国民体育大会 5 位 

 ・2018 第 36 回全国高等学校ソフトボール選手権 3 位 

  

 

有山 智佳（ありやま ちか） 女性 
①ソフトボール 

②日本精工株式会社 石部工場 

③金光藤蔭高等学校 
④主な競技実績 

 ・2019 第 64 回全国私立高校女子ソフトボール選抜大会 3 位 

 ・2018 第 36 回全国高校選抜大会 ベスト 8 

  

 

坂本 侑（さかもと ゆう） 女性 
①バレーボール 

②東レ株式会社 

③京都橘高等学校 
④主な競技実績 

 ・2019 第 74 回国民体育大会 少年女子 5 位 

 ・2019 令和元年度全国高等学校総合体育大会（南部九州高校総体） 3 位 

 ・2019 第 24 回全国私立高等学校男女バレーボール大会 優勝 



 

江本 拓斗（えもと たくと） 男性 
①ボート 

②東レ株式会社 

③日本大学 
④主な競技実績 

 ・2018 第 96 回全日本大学選手権 エイト 優勝 

 ・2017 第 95 回全日本大学選手権 舵手なしペア 優勝 

 

岡田 直樹（おかだ なおき） 男性 
①ボート 

②東レ株式会社 

③中央大学 
④主な競技実績 

 ・2019･2018 第 97･96 回全日本選手権大会 エイト 4 位 

 ・2018･2017 第 45･44 回全日本大学選手権 エイト 3 位 

 ・2016 第 43 回全日本大学選手権 舵手なしフォア 優勝 

 

村上 裕仁（むらかみ ひろと） 男性 
①ボート 

②東レ株式会社 

③今治南高等学校 
④主な競技実績 

 ・2019 第 74 回国民体育大会 舵手付きクォドルプル 5 位 

 ・2019 第 30 回全国高等学校選抜ボート大会 舵手付きクォドルプル 4 位 

 ・2018 第 73 回国民体育大会 舵手付きクォドルプル 優勝 

 

山本 壮一郎（やまもと そういちろう） 男性 
①剣道 

②東レ株式会社 

③太成学院大学高等学校 
④主な競技実績 

 ・大阪府高等学校総合大会 団体 3 位 

 ・2019 インターハイ大阪府予選 個人 5 位 

 ・文部科学大臣賞争奪宮本武蔵顕彰高等学校剣道大会 個人 3 位 

 

新井 滉耀（あらい こうよう） 男性 
①柔道 

②東レ株式会社 

③天理大学 
④主な競技実績 

 ・2019 第 38 回全日本学生柔道体重別選手権大会 100kg 超級 ベスト 16 

 ・2019 第 38 回関西学生柔道体重別選手権大会 100kg 超級 5 位 

 ・2018 平成 30 年度全日本学生柔道優勝大会３位 



 

小上 展寿（こがみ のぶとし） 男性 
①柔道 

②東レ株式会社 

③比叡山高等学校 
④主な競技実績 

 ・2019 滋賀県春季高校総体 100kg 超級 準優勝 

 ・2018 滋賀県ジュニア体重別選手権 100kg 超級 優勝 

 ・2017 全国高校柔道選手権大会 出場 

 

ハッサン 始夢（はっさん はしむ） 男性 
①柔道 

②東レ株式会社 

③神戸村野工業高等学校 
④主な競技実績 

 ・2019 兵庫県民体育大会 90kg 級 ３位 

 ・2018 第 67 回兵庫県新人柔道大会 90kg 級 準優勝 

 ・近畿高校柔道選手権大会 出場 

 

大橋 璃菜（おおはし りな） 女性 
①バスケットボール 

②株式会社滋賀銀行 

③名古屋経済大学 
④主な競技実績 

 ・2019 第 71 回全日本大学バスケットボール選手権大会 出場 

 ・2019 第 68 回西日本学生バスケットボール選手権大会 準優勝 

 ・2019 第 57 回東海学生バスケットボール大会 準優勝 

 

天坂 伶香（あまさか れいか） 女性 
①バスケットボール 

②株式会社滋賀銀行 

③白鷗大学 
④主な競技実績 

 ・2019 第 53 回関東大学女子バスケットボール選手権大会 準優勝 

 ・2019 第 69 回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 準優勝 

 ・2019 第 71 回全日本大学バスケットボール選手権大会 準優勝 

 

岡田 咲恵（おかだ さえ） 女性 
①バスケットボール 

②株式会社滋賀銀行 

③日本経済大学 
④主な競技実績 

 ・2019 第 71 回全日本大学バスケットボール選手権大会 ベスト８ 

 ・2019 第 68 回西日本学生バスケットボール選手権大会 優勝 

 ・2019 第 24 回全九州大学春季バスケットボール選手権大会 優勝 

 


