
選手数 競技数 JWGA加盟競技団体（ロゴ表示）
競技

区分
競技名 出場種目 姓 名 フリガナ（姓） フリガナ（名） 性別 年齢 出身地 所属

出場

回数
TWG2013成績

1 1 全日本アーチェリー連盟 公式 アーチェリー（フィールド） リカーブ 大貫 渉 オオヌキ ワタル 男 23 神奈川県 立教大学 初

2 アーチェリー（フィールド） ベアボウ 丸山 美幸 マルヤマ ミユキ 女 38 群馬県 群馬県アーチェリー協会 初

3 2 日本ビリヤード協会 公式 ビリヤード スリークッション 梅田 竜二 ウメダ リュウジ 男 48 東京都 日本プロビリヤード連盟 2回目

4 ビリヤード プール 大井 直幸 オオイ ナオユキ 男 34 東京都 日本プロポケットビリヤード連盟 初

5 ビリヤード プール 河原 千尋 カワハラ チヒロ 女 32 大阪府 日本プロポケットビリヤード連盟 初

6 3 全日本ボウリング協会 公式 ボウリング 男子シングルス／ダブルス 新畑 雄飛 シンバタ ユウヒ 男 23 東京都 京王興産 初

7 ボウリング 男子シングルス／ダブルス 和田 翔吾 ワダ ショウゴ 男 27 福岡県 和歌山県海草振興局建設部 初

8 ボウリング 女子シングルス／ダブルス 竹川 ひかる タケカワ ヒカル 女 26 岡山県 スポーツ安全協会岐阜県支部 初

9 ボウリング 女子シングルス／ダブルス 石本 美来 イシモト ミライ 女 20 広島県 岡山商科大学 初

10 4 日本ダンススポーツ連盟 公式 ダンススポーツ スタンダード 山本 武志 ヤマモト タケシ 男 31 石川県 シノダ・スポーツダンスクラブ 初

11 ダンススポーツ スタンダード 木嶋 友美 キジマ トモミ 女 31 東京都 シノダ・スポーツダンスクラブ 初

12 ダンススポーツ ラテン 藤井 創太 フジイ ソウタ 男 18 福岡県 東京学館高等学校 初

13 ダンススポーツ ラテン 吉川 あみ ヨシカワ アミ 女 18 東京都 東洋大学 初

14 5 日本フライングディスク協会 公式 フライングディスク ミックス・アルティメット 川瀬 絢士郎 カワセ ケンジロウ 男 28 兵庫県 大阪スピリッツ 初

15 フライングディスク ミックス・アルティメット 玄島 岳 ゲンシマ ガク 男 27 宮城県 ロキートス 初

16 フライングディスク ミックス・アルティメット 本名 拓 ホンナ タク 男 25 千葉県 ノマディックトライブ 初

17 フライングディスク ミックス・アルティメット 山口 崇行 ヤマグチ タカユキ 男 26 神奈川県 ノマディックトライブ 初

18 フライングディスク ミックス・アルティメット 古森 貴陽 コモリ タカハル 男 28 埼玉県 ノマディックトライブ 初

19 フライングディスク ミックス・アルティメット 志村 優太 シムラ ユウタ 男 35 神奈川県 大阪スピリッツ 初

20 フライングディスク ミックス・アルティメット KUNIEDA　AndrewTatsunariクニエダ アンドリュータツナリ 男 30 California, US 大阪スピリッツ 初

21 フライングディスク ミックス・アルティメット 小林 可奈 コバヤシ カナ 女 25 東京都 ハック 初

22 フライングディスク ミックス・アルティメット 藤岡 あゆみ フジオカ アユミ 女 38 兵庫県 ハック 3回目

23 フライングディスク ミックス・アルティメット 井上 紗央里 イノウエ サオリ 女 25 埼玉県 スワンピーバーグ 初

24 フライングディスク ミックス・アルティメット 田村 友絵 タムラ トモエ 女 27 東京都 マッド 初

25 フライングディスク ミックス・アルティメット 嶋田 理沙 シマダ リサ 女 24 埼玉県 マッド 初

26 フライングディスク ミックス・アルティメット 佐藤 由布子 サトウ ユウコ 女 28 東京都 ハック 初

27 フライングディスク ミックス・アルティメット 稲村 知子 イナムラ トモコ 女 27 大阪府 壱 初

28 6 日本エアロビック連盟 公式 体操（エアロビック） ミックスペア／トリオ 金井 拓海 カナイ タクミ 男 20 群馬県 SKJエアロビックアスリートクラブ 初

29 体操（エアロビック） ミックスペア／トリオ 北爪 凜々 キタヅメ リリ 女 19 群馬県 SKJエアロビックアスリートクラブ 初

30 体操（エアロビック） トリオ 斉藤 瑞己 サイトウ ミズキ 男 20 群馬県 SKJエアロビックアスリートクラブ 初

31 日本体操協会 体操（新体操） ボール、リボン、フープ、クラブ 皆川 夏穂 ミナガワ カホ 女 19 千葉県 イオン 初

32 体操（トランポリン） 男子シンクロ 中園 貴登 ナカゾノ タカト 男 18 大阪府 金沢学院大学クラブ 初

33 体操（トランポリン） 男子シンクロ 石川 和 イシカワ ヤマト 男 18 茨城県 金沢学院大学クラブ 初

34 体操（トランポリン） 女子シンクロ 佐竹 玲奈 サタケ レイナ 女 22 石川県 アポロメディカル 初

35 体操（トランポリン） 女子シンクロ 土井畑 知里 ドイハタ チサト 女 22 大阪府 三菱電機 初

36 7 全日本柔術連盟 公式 柔術 寝技 倉岡　ジョンカルロス　博 クラオカ　ジョンカルロス　ヒロシ 男 36 愛知県 AXIS柔術アカデミー 初

37 8 全日本空手道連盟 公式 空手道 女子形 清水 希容 シミズ キヨウ 女 23 大阪府 ミキハウス 初

38 空手道  －50kg組手 宮原 美穂 ミヤハラ ミホ 女 20 福岡県 帝京大学 初

39 空手道  －68kg組手 染谷 香予 ソメヤ カヨ 女 26 茨城県 テアトルアカデミー 2回目 金メダル

40 空手道  ＋68kg組手 植草 歩 ウエクサ アユミ 女 24 千葉県 高栄警備保障 2回目 金メダル

41 空手道 男子形 喜友名 諒 キユナ リョウ 男 27 沖縄県 沖縄劉衛流空手・古武道龍鳳会 2回目 銅メダル

42 空手道  －84kg組手 荒賀 龍太郎 アラガ リュウタロウ 男 26 京都府 荒賀道場 2回目 金メダル

43 空手道  ＋84kg組手 香川 幸允 カガワ ヒデヨシ 男 29 東京都 テアトルアカデミー 初

44 9 日本ラクロス協会 公式 ラクロス チーム女子 高橋 未帆 タカハシ ミホ 女 23 東京都 MISTRAL 初

45 ラクロス チーム女子 竹本 萌優 タケモト モユ 女 20 大阪府 同志社大学 初

46 ラクロス チーム女子 岩田 菜央美 イワタ ナオミ 女 21 神奈川県 早稲田大学 初

47 ラクロス チーム女子 多賀 麻文 タガ マアヤ 女 23 神奈川県 NeO 初

48 ラクロス チーム女子 田中 希実 タナカ ノゾミ 女 21 埼玉県 立教大学 初

49 ラクロス チーム女子 水戸 理恵 ミト リエ 女 27 東京都 FUSION 初

50 ラクロス チーム女子 青木 佑夏 アオキ ユカ 女 22 兵庫県 関西学院大学 初

51 ラクロス チーム女子 兼任 春奈 カネトウ ハルナ 女 23 兵庫県 NLC SCHELZO 初

52 ラクロス チーム女子 竹村 薫 タケムラ カオル 女 22 神奈川県 慶應義塾大学 初

53 ラクロス チーム女子 佐藤 加奈子 サトウ カナコ 女 24 愛知県 MISTRAL 初

54 ラクロス チーム女子 井上 果歩 イノウエ カホ 女 21 茨城県 立教大学 初

55 ラクロス チーム女子 関口 紗生 セキグチ サキ 女 20 神奈川県 東京農業大学 初

56 ラクロス チーム女子 影山 乃依 カゲヤマ ノエ 女 21 東京都 東海大学 初

57 ラクロス チーム女子 池田 玲衣 イケダ レイ 女 21 東京都 立教大学 初

58 ラクロス チーム女子 小峯 祥子 コミネ サチコ 女 21 千葉県 青山学院大学 初

59 10 日本ライフセービング協会 公式 ライフセービング プール競技 安藤 秀 アンドウ スグル 男 26 大阪府 湯河原LSC 初

60 ライフセービング プール競技 上野 凌 ウエノ リョウ 男 21 神奈川 西浜LSC 初

61 ライフセービング プール競技 西山 俊 ニシヤマ シュン 男 28 神奈川 湯河原LSC 初

62 ライフセービング プール競技 幡野 圭祐 ハタノ ケイスケ 男 22 東京都 白浜LSC 初

63 ライフセービング プール競技 平野 ※ 修也 ヒラノ ナオヤ 男 31 東京都 辻堂LSC 初

64 ライフセービング プール競技 我妻 菜登 アヅマ ナミ 女 27 北海道 勝浦LSC ２回目 障害物リレー5位他

65 ライフセービング プール競技 栗真 千里 クリマ チサト 女 26 東京都 銚子LSC 初

66 ライフセービング プール競技 成澤 侑花 ナルサワ ユウカ 女 20 長野県 九十九里LSC 初

67 ライフセービング プール競技 三井 結里花 ミツイ ユリカ 女 25 東京都 九十九里LSC 2回目 障害物リレー5位他

68 ライフセービング プール競技 山本 裕紀子 ヤマモト ユキコ 女 30 奈良県 若狭和田LSC 初

69 11 日本オリエンテーリング協会 公式 オリエンテーリング スプリント、ミドルディスタンス 谷川 友太 タニカワ ユウタ 男 29 愛知県 OLCルーパー 初

70 12 日本パワーリフティング協会 公式 パワーリフティング ライトウエイト級 佐藤 義宏 サトウ ヨシヒロ 男 34 福島県 速太郎道場 初

71 パワーリフティング ミドルウエイト級 大谷 憲弘 オオタニ ノリヒロ 男 37 神奈川県 エスカティア 初

72 パワーリフティング ミドルウエイト級 濱田 展行 ハマダ ノブユキ 男 47 大阪府 ［無所属］ 初

73 パワーリフティング ライトウエイト級 福島 友佳子 フクシマ ユカコ 女 47 兵庫県 パワーハウス 5回目 銅メダル

74 13 日本山岳・ 公式 スポーツクライミング ボルダリング 緒方 良行 オガタ ヨシユキ 男 19 福岡県 福岡県連盟 初

75 スポーツクライミング協会 スポーツクライミング リード 波田 悠貴 ハダ ユウキ 男 20 埼玉県 埼玉県連盟 初

76 スポーツクライミング リード 是永 敬一郎 コレナガ ケイイチロウ 男 21 埼玉県 埼玉県連盟 初

77 スポーツクライミング ボルダリング、リード 野口 啓代 ノグチ アキヨ 女 28 茨城県 茨城県連盟 2回目

78 スポーツクライミング ボルダリング 野中 生萌 ノナカ ミホウ 女 20 東京都 東京都連盟 初

79 スポーツクライミング ボルダリング 尾上 彩 オノエ アヤ 女 21 埼玉県 福井県連盟 初

80 スポーツクライミング ボルダリング 藤井 快 フジイ ココロ 男 24 静岡県 東京都連盟 初

81 スポーツクライミング ボルダリング 楢﨑 智亜 ナラサキ トモア 男 21 栃木県 栃木県連盟 初

82 14 日本スカッシュ協会 公式 スカッシュ シングルス 小林 海咲 コバヤシ ミサキ 女 27 神奈川県 メッドサポートシステムズ 2回目 ベスト8

83 15 日本相撲連盟 公式 相撲 軽量級、無差別級 柴岡 功 シバオカ イサオ 男 24 高知県 ヨドバシカメラ 初

84 相撲 中量級、無差別級 三輪 隼斗 ミワ ハヤト 男 22 石川県 糸魚川体育協会 初

85 相撲 中量級、無差別級 野口 清之 ノグチ キヨユキ 男 26 長崎県 平戸市生月中学職員 初

86 相撲 重量級、無差別級 黒川 宏次朗 クロカワ コウジロウ 男 22 富山県 拓殖大学 初

87 相撲 重量級、無差別級 黒川 宗一郎 クロカワ ソウイチロウ 男 25 富山県 アイシン軽金属 初

88 相撲 軽量級、無差別級 奥富 夕夏 オクトミ ユウカ 女 19 千葉県 日本大学 初

89 相撲 中量級、無差別級 太田 麻乃 オオタ アサノ 女 31 静岡県 静岡武道館職員 3回目 中量級銅メダル

90 相撲 中量級、無差別級 水沼 ひかる ミズヌマ ヒカル 女 17 愛媛県 津島高校 初

91 相撲 重量級、無差別級 上田 幸佳 ウエタ ユカ 女 25 鳥取県 鳥取西中学校職員 3回目 重量級ベスト8

92 16 日本水中スポーツ連盟 公式 水中スポーツ（フィンスイミング） 50m・100mビーフィン種目 平野 ※ 修也 ヒラノ ナオヤ 男 31 東京都 Delfino 初

93 水中スポーツ（フィンスイミング） 50mアプニア種目 森 琴音 モリ コトネ 女 21 神奈川県 NAIA-F 初

94 17 日本水上スキー・ 公式 ウエイクボード フリースタイル 河原 乙翔 カワハラ オトハ 女 14 大阪府 初

95 ウエイクボード連盟 ウエイクボード フリースタイル 手塚 翔太 テヅカ ショウタ 男 23 静岡県 初

96 ウエイクボード フリースタイル 棟安 優月 ムネヤス ユヅキ 女 16 大阪府 初

97 水上スキー ジャンプ 廣澤 彩綾 ヒロサワ サアヤ 女 32 東京都 3回目 ジャンプ5位

98 18 日本ボート協会 公開 ローイング インドアローイング 藤田 直子 フジタ ナオコ 女 52 神奈川県 Penta Rowing Club 初

年齢：2017年7月20日時点（ワールドゲームズ大会初日） 【大会データ】 2017.07.07現在

日本選手参加：18競技 98名（実数97名･･･※平野修也選手：2競技出場）  開催競技・種目：31競技・54種目

 参加国・地域 ：111

 参加選手 ：4,156名

（公式競技）3,517名

（公開競技）639名

　　　　　　　 第10回ワールドゲームズ大会　日本代表選手一覧 （ポーランド共和国・ヴロツワフ市　7/20～30）
2017.07.28　日本ワールドゲームズ協会（JWGA）


