山梨県関係のオリンピック出場者及び成績
西暦
和暦
2014 平成26年
2012 平成24年

2010 平成22年

2008 平成20年
2006 平成18年

2004 平成16年

2002 平成14年

2000 平成12年
1998 平成10年

1996

1994

平成8年

平成6年

選手名
【ロシア・ソチ】
菊池彩花 《富士急》
押切美沙紀 《富士急》
【イギリス・ロンドン】
佐野夢加 《都留文科大職‑富士川町出身》
鈴木聡美 《山梨学院大》
加藤 和 《山梨学院大》
渡邉大規 《ユニー‑富士河口湖町出身》
米満達弘 《自衛隊‑富士吉田市出身》
藤尾香織 《ソニー‑南アルプス市出身》
田中泉樹 《山梨学院大》
【カナダ・バンクーバー】
岡崎朋美 《富士急》
及川 佑 《山梨学院大》
藤本貴大 《セルモ‑山梨学院大》
【中国・北京】
加藤ゆか 《山梨学院大》
千葉香織 《ソニー‑南アルプス市出身》
【イタリア・トリノ】
岡崎朋美 《富士急》
渡辺ゆかり 《富士急》
石野枝里子 《富士急》
大津広美 《富士急》
藤本貴大 《山梨学院大》
有野美治 《山梨学院大》
逸見佳代 《スキーチームゼロ‑笛吹市出身》
【ギリシャ・アテネ】
長田友喜子 《山梨学院大‑甲斐市出身》
千葉香織 《ソニー‑南アルプス市出身》
辻 知恵 《日立‑甲府市出身》
小幡邦彦 《綜合警備保障》
今村俊雄 《高野建設‑甲州市出身》
小林雅英 《千葉ロッテマリーンズ‑大月市出身》
【アメリカ・ソルトレイク】
今井裕介 《メッツ》
岡崎朋美 《富士急》
渡辺ゆかり 《富士急》
三宮恵利子 《富士急》
田畑真紀 《富士急》
小原悠里 《富士急》
根本奈美 《富士急》
西谷岳文 《メッツ》
篠原祐剛 《メッツ》
逸見佳代 《山梨学院大》
【オーストラリア・シドニー】
萩原智子 《山梨学院大‑甲府市出身》
中田英寿 《ＡＳローマ‑甲府市出身》
【日本・長野】
今井裕介 《山梨学院大》
岡崎朋美 《富士急》
三宮恵利子 《富士急》
宗像記子 《富士急》
根本奈美 《富士急》
篠原祐剛 《山梨学院大》
小沢 幸 《山梨学院大》
【アメリカ・アトランタ】
三森由佳 《綜合警備保障山梨‑甲州市出身》
中田英寿 《ベルマーレ平塚‑甲府市出身》
橋本聖子 《参議院議員》
久保紀子 《山交百貨店》
【ノルウェー・リレハンメル】
橋本聖子 《富士急》
岡崎朋美 《富士急》
田畑真紀 《富士急》
今井英人 《山梨学院大》

成績
スケート・スピード（女子1500ｍ）（女子チームパシュート：4位）
スケート・スピード（女子1500ｍ）（女子チームパシュート：4位）
陸上（女子400mリレー）
競泳（女子100m：銅メダル）（200m平泳ぎ：銀メダル）（400mメドレーリレー：銅メダル）
競泳（女子200m個人メドレー）
カヌー（男子スプリント）
レスリング（男子フリースタイル66キロ級：金メダル）
ホッケー
ホッケー
スケート・スピード（女子500ｍ）（女子1000ｍ）
スケート・スピード
スケート・ショートトラック
競泳（女子200バタフライ）（400メドレーリレー：6位）
ホッケー（10位）
スケート・スピード（女子500m：4位）（1000m：16位）
スケート・スピード（女子500m：15位）
スケート・スピード（女子1500m：22位）（3000m：13位）（5000ｍ：11位）（チームパシュート：4位）
スケート・スピード（女子1500m：33位）（チームパシュート：4位）
スケート・ショートトラック（男子5000mリレー）
スケート・ショートトラック（男子5000mリレー）
スキー・フリースタイル（エアリアル）
競泳（女子200mバタフライ：13位）
ホッケー（8位）
バレー（女子：5位）
レスリング（フリースタイル74キロ級：13位）
ウエイトリフティング（62キロ級：12位）
野球（銅メダル）
スケート・スピード（1000ｍ：15位）（1500ｍ：34位）
スケート・スピード（500ｍ：6位）
スケート・スピード（500ｍ：9位）
スケート・スピード（500ｍ：11位）（1000ｍ：17位）
スケート・スピード（1000ｍ）（1500ｍ：9位）（3000ｍ：6位）（5000ｍ：8位）
スケート・スピード（1500ｍ：29位）
スケート・スピード（3000ｍ：18位）（5000ｍ）
スケート・ショートトラック（500ｍ：8位）（5000ｍリレー：5位）
スケート・ショートトラック（5000ｍリレー：5位）
スキー・フリースタイル（エアリアル）
競泳（200m個人メドレー：8位）（200m背泳ぎ：4位）
サッカー（6位）
スケート・スピード（1000ｍ：11位）（1500ｍ：16位）
スケート・スピード（500ｍ：銅メダル）（1000ｍ：7位）
スケート・スピード（500ｍ：11位）（1000ｍ：8位）
スケート・スピード（3000ｍ：18位）
スケート・スピード（5000ｍ：15位）
スケート・ショートトラック（5000ｍリレー：5位）
スケート・ショートトラック（1000ｍ：10位）（3000ｍリレー：4位）
陸上（10キロ競歩）
サッカー
自転車（3000ｍ個人追い抜き：12位）（2400ｍポイントレース：9位）
フェンシング（エぺ個人：40位）（団体：11位）
スケート・スピード（1000m：21位）（1500m：9位）（3000m：6位）（5000m：8位）
スケート・スピード（500m：14位）
スケート・スピード（1500m：16位）
スケート・ショートトラック

西暦
1992

和暦
平成4年

1988 昭和63年

1984 昭和59年

1980 昭和55年
1976 昭和51年

1972 昭和47年

1968 昭和43年
1964 昭和39年

1960 昭和35年

1956 昭和31年
1952 昭和27年

1936 昭和11年

選手名
【フランス・アルベールビル】
橋本聖子 《富士急》
戸田則子 《富士急》
深沢洋子 《富士急》
【スペイン・バルセロナ】
大橋正教 《ユニマット甲府》
渡辺 博 《富士急》
松野修二 《NTT東京》
宮 康二 《NTT東京》
橋本聖子 《富士急》
中込恵子 《日本体育大》
【カナダ・カルガリー】
橋本聖子 《富士急》
戸田則子 《富士急》
【韓国・ソウル】
梅澤賢一 《山梨県教育庁》
江村宏二 《山梨県教育庁》
東
悟 《静甲建設》
高橋良秋 《セントラル警備甲府》
橋本聖子 《富士急》
滝川一夫 《北富士工業教》
金田裕伸 《自衛隊》
中里晴美 《上九一色中学校教》
中込恵子 《甲府一高教》
松野修二 《ＮＴＴ東京》
【ユーゴスラビア・サラエボ】
橋本聖子 《富士急》
【アメリカ・ロサンゼルス】
輿水秀香 《山梨英和短大》
梅沢賢一 《山梨県公園運動場管理事務所》
梅沢尚夫 《上九一色村役場》
【アメリカ・レークプラシッド】
【ソビエト・モスクワ】
三科典由 《日本大》
【オーストリア・インスブルック】
佐野 稔 《日本大》
【カナダ・モントリオール】
矢野広美 《日立製作所》
藤本 俊 《山梨大教官》
堀内 巧 《臼井国際産業》
石黒建吉 《キープ協会》
【日本・札幌】
長久保裕 《日本大》
【西ドイツ・ミュンヘン】
鶴田友美 《中央大》
【フランス・グルノーブル】
出嶋民雄 《立教大》
【オーストリア・インスブルック】
長久保文雄 《三協精機》
高見沢初江 《三協精機》
【日本・東京】
河西昌枝 《日紡貝塚》
保坂 司 《古河電工》
田中敬子 《日本体育大講師》
【アメリカ・スコーバレー】
長久保文雄 《三協精機》
高見沢初江 《三協精機》
【イタリア・ローマ】
田中敬子 《日本体育大講師》
【オーストラリア・メルボルン】
吉野トヨ子 《埼玉県教育委員会》
田中敬子 《日本体育大》
【フィンランド・ヘルシンキ】
吉野トヨ子 《山梨県教育委員会》
飯室芳男 《東京鉄道管理局》
細田富男 《八幡製鉄》
【ドイツ・ベルリン】
矢田喜美雄 《早稲田大》
窪田博芳 《早稲田大》

成績
スケート・スピード（500m：12位）（1000m：5位）（1500m：3位）（3000m：12位）（5000m：9位）
スケート・スピード（500m：23位）（1000m：23位）
スケート・スピード（500m：24位）（1000m：24位）
レスリング（48㎏級：9位）
ウエイトリフティング（52㎏級）
バドミントン（ダブルス：5位）
バドミントン（ダブルス）
自転車（3000m個人追い抜き：11位）
アーチェリー（個人：47位）（団体）
スケート・スピード（500m：5位）（1000m：5位）（1500m：6位）（3000m：7位）（5000m：6位）
スケート・スピード（500m：21位）（1000m：22位）
フェンシング（フルーレ個人）
フェンシング（フルーレ個人）
ボクシング（ライト級）
ボクシング（ウｴルター級）
自転車（スプリント）
自転車（4000ｍ団体追い抜き）
カヌー（カナディアンシングル）
カヌー（カヤックペア）
アーチェリー
バドミントン エキジビジョン（ダブルス：3位）
スケート・スピード（500m：11位）（1000m：12位）（1500m：15位）（3000m：19位）
水泳（女子競泳200㍍個人メドレー：15位）（400㍍個人メドレー：14位）
フェンシング（フルーレ団体：9位）（個人：14位）
カヌー（男子カヤックペア500㍍）（100㍍）

水泳（競泳男子背泳ぎ）（日本不参加のため、出場せず）
スケート・フィギュア（男子シングル：9位）
バレーボール（女子：金メダル）
体操（男子団体：金メダル）
ヨット（FD級：18位）
馬術・総合馬術
スケート・フィギュア（ペア：16位）
レスリング（グレコローマン100kg以上級）
スケート・スピード（500m）
スケート・スピード（500m）
スケート・スピード（500m）（1000m）（1500m）（3000m：6位）
バレーボール（女子：金メダル）
サッカー
体操（団体：3位）（個人総合：6位）（平均台：6位）
スケート・スピード（500m）（1500m）
スケート・スピード（500m：5位）（1000m：5位）（1500m）（3000m：4位）
体操（団体：4位）（個人総合：6位）（平均台：5位）（平行棒：5位）
陸上（円盤投げ）
体操（団体：6位）（個人総合）（跳馬）（平行棒）（平均台）
陸上（円盤投げ：4位）
陸上（三段跳び：6位）
陸上（100m）（200m）
陸上（走り高跳び：5位）
陸上（400m）（1600mリレー）

