
 
 
 

 埼玉県知事記者会見                                         ① 

埼玉ゆかりのアスリートの活躍 
   ～世界へ羽ばたけ！埼玉のスポーツ人財～ 

 東京オリンピック大会メダル獲得に期待！世界から注目を集める若手アスリート！ 

埼玉ゆかりのアスリート（リオ五輪メダリスト） 

体操（団体総合）内村航平、加藤凌平、田中佑典、山室光史 
体操（個人総合）内村航平 

【陸上】  

 したら    ゆうた 

設楽 悠太 選手 
（２６歳） 

 ・寄居町出身 
 ・武蔵越生高校出身 
 ・東洋大学出身 
 ・東京マラソン2018 
  第2位 日本記録更新 

（2時間6分11秒） 

陸上（4×100mリレー）桐生祥秀 
水泳（200mバタフライ）坂井聖人 

陸上（50km競歩）荒井広宙 
水泳（4×200mリレー）江原騎士 
水泳（400m個人メドレー）瀬戸大也 

【競泳】 
 さかい   なつみ 

酒井 夏海 選手 
（１６歳） 

 ・さいたま市出身 
 ・武南高校 
 ・第6回世界ジュニア選手権 
  大会優勝 
 ・日本選手権水泳競技大会 
  優勝 

【柔道】 
  あらい   ちづる 

新井 千鶴 選手 
（２４歳） 

 ・寄居町出身 
 ・児玉高校出身 
 ・2017年ブダペスト 
  世界柔道選手権大会 
   女子70kg級優勝 
   男女混合団体戦優勝 

世界柔道優勝 

フルマラソン 
  ハーフマラソン 

  日本記録保持者 
リオ五輪出場 

水泳（200mバタフライ）星奈津美 
ウエイトリフティング（48kg級）三宅宏実 
バドミントン（シングルス）奥原希望 

メダル獲得数１０  （金２・銀２・銅６） 

2016 2017 

2018 
2017 



 
 
 

 埼玉県知事記者会見                                         ② 

オリンピックに向けた選手の育成・強化 
   ～世界へ羽ばたけ！埼玉のスポーツ人財～ 

彩の国2020ドリームアスリート 

特別強化費の助成 

遠征費、合宿費（海外・国内） 
個人コーチ・トレーナーに係る費用 
コンディションの維持・向上に係る費用 

◆ 助成額 一人最大 40万円／年 

 
 
 

認定証交付式：４月２１日（土） 知事公館 

彩の国プラチナキッズ 彩の国アスリート就職支援（新規） 

◆ 身体能力測定・分析の実施 

◆ 専門スタッフによる指導 
早稲田大学との連携 

トレーニング、栄養、メンタル等の助言など 

スポーツ科学による支援 
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ドリームアスリートの国際大会活動状況 
平成28～29年度 ８５名（実人数） 

 27競技107名(実人数)を認定！ 
         平成30年度 19競技60名認定 
         平成29年度 21競技60名認定 
         平成28年度 25競技60名認定  

平成28～30年度 



 
 
 

 埼玉県知事記者会見                                         ③ 

彩の国2020ドリームアスリート 注目選手 

   ～世界へ羽ばたけ！埼玉のスポーツ人財～ 

継続認定（H28～） 

写真提供：日本ユニシス 

【水球】 
 やまもと   み の  り 

山本 実乃里 選手 
（２０歳） 

 ・秀明英光高校出身 
 ・アジア大会出場予定 
  （8/18～9/2） 

【体操】 
  なかじ    し   ほ 

中路 紫帆 選手 
（１７歳） 

・戸田市在住 
・全国高等学校選抜大会優勝 
・全日本体操個人総合選手権 
 大会出場予定（4/27～29） 
 

【空手】 
  し ま だ   り き と 

嶋田 力斗 選手 
（１８歳） 

 ・埼玉栄高校出身 
 ・世界ジュニア＆カデット、 
  -21空手道選手権大会 
  出場予定 (5/7～14) 

【体操】 
  みやかわ   さ  え 

宮川 紗江 選手 
（１８歳） 

 ・西武台高校出身 
 ・世界体操選手権大会 8位 

【レスリング】 
 やまさき   やじゅうろう 

山﨑 弥十朗 選手 
（２０歳） 

 ・埼玉栄高校出身 
 ・明治杯全日本選抜選手権 
  出場予定 
  （6/14～17） 

【スポーツクライミング】 
 これなが  けいいちろう 

是永 敬一郎 選手 
（２２歳） 

 ・川口市出身 
 ・クライミング・ワールドカップ大会 
  出場予定(スイス：7/6～7） 
 （中国：5/5～6、12～13） 

新たに認定  初 

壁は自分自身、乗り越えた先に光り輝く夢が待つ！ 

瞳に映る夢への扉、己を信じ、世界へ羽ばたけ！ 

ﾘｵ五輪女子団体総合4位   世界ｼﾞｭﾆｱ選手権大会5位 ワールドゲームズ優勝 

ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ競技大会3位 国民体育大会優勝 世界ｼﾞｭﾆｱ＆ｶﾃﾞｯﾄ優勝 

2017 2016 

2017 2017 

2017 

2017 



 
 
 

 埼玉県知事記者会見                                         ④ 

パラリンピックアスリートの活躍 
   ～世界へ羽ばたけ！埼玉のスポーツ人財～ 

 埼玉県ゆかりの世界で活躍するパラリンピアン！ 

埼玉ゆかりのその他のアスリート（リオパラ出場者） 

ウィルチェアーラグビー  岸 光太郎 、 島川 慎一  

【アルペンスキー】 
 むら おか    もも  か 

村岡 桃佳 選手 
      （２１歳） 
 ・深谷市出身 
 ・正智深谷高校 
 ・早稲田大学 在学 

陸上競技（マラソン） 土田 和歌子 

ボッチャ           高橋 和樹 

ゴールボール               安達 阿記子 

ボート                       駒崎 茂 

車いすバスケットボール   永田 裕幸、藤澤 潔 

車いすテニス               眞田 卓、三木 拓也、堂森 佳南子 

【陸上】 
 たか くわ    さ  き 

髙桑 早生 選手 
（２５歳） 

 ・熊谷市出身 
 ・東京成徳大学深谷高校 
 ・慶応大学卒業 
 ・NTT東日本 所属  

【アーチェリー】 
 ひら さわ    な  こ 

平澤 奈古 選手 
（４５歳） 

 ・ふじみ野市出身 
 ・西武学園文理高校 
 ・武蔵野美術短期大学出身 
 ・(株)アクト・テクニカル 
   サポート  所属 

アテネパラリンピック 
銅メダル 

リオパラリンピック出場 
 

2017世界選手権  
銅メダル 

平昌パラリンピック 
金メダル１ 
銀メダル２ 
銅メダル２ 

リオパラリンピック 
走り幅跳 ５位入賞 
２００ｍ ７位入賞 

銅 



 
 
 

 埼玉県知事記者会見                                         ⑤ 

パラリンピックに向けた選手の育成・強化 
   ～世界へ羽ばたけ！埼玉のスポーツ人財～ 

パラ競技２５名を募集！ パラドリームアスリート事業 

特別強化費の助成 

遠征費、合宿費（海外・国内） 
個人コーチや用具等に係る費用 
 

◆ 助成額 一人最大 ５０万円／年 

募集期限：４月２３日（月） 

 ４競技 

 （陸上、卓球、 水泳、アーチェリー） 

競技団体支援 

◆ 専門家による指導 

トレーニング、栄養、メンタル等の助言など 

スポーツ科学による支援 

拡大 
 

強化練習会の実施、外部指導者の招へいなどを支援 

新規 


