
大会回数 開催年 開催地 氏　名 競　技 種　目 記録・順位

9 1928 アムステルダム 斎　　辰雄 陸上競技 男子十種競技 12位

団体 9位

男子個人総合 60位

藤村　紀雄 ヨット オリンピックヨレ 22位

16 1956 メルボルン 園田　裕四郎 陸上競技 走幅跳 予選敗退

藤島　善信 ウエイトリフティング フェザー級 失格

山崎　　弘 ウエイトリフティング ライト級 28位

山崎　　弘 ウエイトリフティング ライト級 6位(397.5㎏）

藤田　徳明 レスリング グレコ、ライト級 4位

桜間　幸次 レスリング グレコ、フェザー級 4位

桜間　幸次 レスリング グレコ、バンダム級 5位

藤本　英男 レスリング グレコ、フェザー級 銀メダル

藤本　英男 レスリング グレコ、フェザー級 4位

三木　功司 ウエイトリフティング バンダム級 10位(342.5㎏)

坂野　　勝 近代五種 個人、団体 31位、13位

杣友　　厚 バスケットボール 14位/16カ国中

稲岡　美千代 陸上競技 走高跳 予選敗退

高西　一宏 レスリング グレコ、82㎏ 6位

細谷　治朗 ウエイトリフティング バンダム級 失格

尾崎　道治 ライフル射撃
男子スモールボア
ライフル3姿勢

44位/80人

藤田　芳弘 レスリング グレコ、100㎏ 予選敗退

秦　　真司 野球 公開競技 金メダル

山田　隆弘 体操 団体 銅メダル

潮崎　哲也 野球 公開競技 銀メダル

25 1992 バルセロナ 森　　　　巧 レスリング グレコ、68㎏ 2回戦敗退

17

東京

ミュンヘン20

メキシコ196819

196418

体操三宅　芳夫
ベルリン1936

1972

ローマ1960

本県のオリンピアン

24

ロサンゼルス198423

モントリオール197621

ソウル1988

11



大会回数 開催年 開催地 氏　名 競　技 種　目 記録・順位

バンデワーレ泰広 水泳
背泳ぎ
(ベルギー国にて出場）

13位

団体 銅メダル

個人総合 13位

鉄棒 5位

あん馬 6位

大家　正喜 陸上競技 マラソン 54位

400mリレー 予選敗退

100m自 予選敗退

50m自 12位、B決勝4位

岩城　真美 ライフル射撃
女子エアライフル
立射40発

31位

団体 10位

個人総合 15位

あん馬 5位

弘山　晴美 陸上競技 5,000m 予選敗退

犬伏　孝行 陸上競技 マラソン 途中棄権

市橋　有里 陸上競技 マラソン 15位

男子50mフリーピストル 23位

男子10mエアピストル 36位

弘山　晴美 陸上競技 女子10,000m 20位

竹葉　多重子 クレー射撃 女子トラップ 16位

400mメドレーリレー 銅メダル

100m自 7位

50m自 8位

弘山　晴美 陸上競技 女子10,000m 18位

100m自 予選敗退

200m自 予選敗退

400mメドレーリレー 5位

水泳永井　奉子

シドニー

水泳源　　純夏

ライフル射撃西谷　徳行

25 1992 バルセロナ

199626 アトランタ

体操畠田　好章

水泳源　　純夏

200027

体操畠田　好章

28 2004 アテネ
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400m自 5位

800m自 金メダル

矢野　良子 バスケットボール 10位

豊田　雅俊 レスリング グレコ、55㎏ 10位

竹葉　多重子 クレー射撃 女子トラップ 8位

400m自 予選敗退

800m自 予選敗退

女子シングルス 3回戦敗退

団体女子 4位

男子50mライフル3姿勢 予選敗退

男子10mエアライフル 予選敗退

三馬　正敏

長尾　寛征

400m 予選敗退

4×400mリレー 予選敗退

渕瀬　真寿美 陸上競技 20㎞競歩 11位

細田　雄一 トライアスロン 男子トライアスロン 43位

伊藤　舞 陸上競技 女子マラソン 46位

松友　美佐紀 バドミントン 女子バドミントン 金メダル

男子10mエアライフル 予選敗退

男子50mライフル伏射 予選敗退

男子50mライフル3姿勢 予選敗退

金丸　祐三 陸上競技 男子４００ｍ 予選敗退

塩谷　司 サッカー 男子サッカー 予選敗退

畠田　瞳 体操 女子団体総合 5位

津波　響樹 陸上競技 走幅飛 予選敗退
32 2021 東京

ライフル射撃

31 2016 リオデジャネイロ

山下　敏和

卓球福岡　春菜

水泳柴田　亜衣

山下　敏和 ライフル射撃

9位男子カナディアンペアカヌー(スラローム)

金丸　祐三 陸上競技

28 2004 アテネ
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北京200829

柴田　亜衣 水泳


