
 平成30年10月25日現在
№ 競技種目名
1 林 勇気 アーチェリー 2008年 北京五輪 団体８位
2 川﨑さと美 ウエイトリフティング 1990年 世界選手権 銀メダル
3 齋藤里香 ウエイトリフティング 2008年 北京五輪 女子69kg級８位
4 吉田 拓 カヌー 2011年 世界選手権 日本代表
5 渡邊大規 カヌー 2012年 ロンドン五輪 日本代表

6 中嶋明子　*
カヌー（パラ）
ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ(ﾊﾟﾗ)

2014年
2018年

パラカヌー世界選手権
アジア選手権

日本代表
50kg級　10位

7 坂東美紀 カヌー 1982年 世界選手権 日本代表
8 荒賀知子 空手道 2006年 世界選手権 優勝
9 荒賀龍太郎 空手道 2013年 ワールドゲームズ2013 優勝

10 中野秀人 空手道 1986年 世界選手権 優勝
11 池田浩美 サッカー 2008年 北京五輪 ４位
12 松山博明 サッカー
13 松山吉之 サッカー 日本代表
14 青木 愛 シンクロ 2008年 北京五輪 チーム５位
15 江上綾乃 シンクロ 2000年 シドニー五輪 チーム銀メダル
16 奥野史子 シンクロ 1992年 バルセロナ五輪 ソロ銅メダル
17 北尾佳奈子 シンクロ 2004年 アテネ五輪 チーム銀メダル
18 小林千紗 シンクロ 2012年 ロンドン五輪 デュエット・チーム５位
19 立花美哉 シンクロ 2004年 アテネ五輪 デュエット・チーム銀メダル
20 藤井来夏 シンクロ 2000年 シドニー五輪 チーム銀メダル
21 三木二郎 水泳 2004年 アテネ五輪 400m個人メドレー７位
22 北村友里　* 水泳（パラ） 2008年 北京パラリンピック ７位入賞
23 甲山 剛 相撲
24 立川敏生 相撲
25 宇良和輝 相撲 大相撲 宇良関
26 牧野幸雄 セーリング 2012年 ロンドン五輪４９ｅｒ級 日本代表
27 松永鉄也 セーリング 2008年 北京五輪 日本代表
28 安田真之助 セーリング 2011年 ワールドカップ 日本代表
29 江本奈穂 ソフトボール 2008年 北京五輪 金メダル
30 川井亜希子 体操 1999年 世界選手権 日本代表
31 冨田洋之 体操 2004年 アテネ五輪 団体総合金メダル
32 大島祐哉 卓球 2015年 世界選手権 ベスト８
33 福田勝志 テニス
34 松永浩気 テニス
35 田中千景 なぎなた 1995年 第1回世界なぎなた選手権大会 ２位 
36 大村加奈子 バレーボール 2008年 北京五輪 ５位
37 小牧勝則 バレーボール 1977年 ワールドカップ 銀メダル
38 中道 瞳 バレーボール 2012年 ロンドン五輪 銅メダル
39 池端花奈恵 フェンシング 2012年 ロンドン五輪 フルーレ団体７位
40 安藤麻里 ボクシング
41 池原シーサー久美子 ボクシング
42 小澤瑶生 ボクシング
43 徳永幸大 ボクシング
44 中山翔太 ボクシング 2011年 世界選手権 日本代表
45 村田諒太 ボクシング 2012年 ロンドン五輪 金メダル
46 赤松真人 野球
47 倉 義和 野球
48 波留敏夫 野球
49 枡田慎太郎 野球
50 小島則子 ライフル射撃 1994年 広島アジア競技大会 優勝
51 佐藤光浩 陸上競技 2004年 アテネ五輪　 4×400mリレー　4位
52 西原加純 陸上競技 2009年 ユニバーシアード 10000m　１位
53 野中 悟 陸上競技 1993年 世界陸上競技選手権 走高跳　日本代表
54 早狩実紀 陸上競技 2008年 北京五輪 日本代表
55 比護信子 陸上競技 1997年 世界陸上競技選手権 マラソン日本代表
56 福士加代子 陸上競技 2013年 世界陸上競技選手権 マラソン銅メダル
57 杉本明洋 陸上競技 2007年 世界陸上競技選手権 20km競歩　日本代表
58 山口有希 陸上競技 2004年 アテネ五輪　 4×400mリレー　4位
59 寒川 進　* 車いす陸上競技（パラ） 2004年 アテネパラリンピック 銅メダル
60 井上謙二 レスリング 2004年 アテネ五輪 銅メダル
61 正田絢子 レスリング 2008年 世界選手権 優勝
62 松本真也 レスリング 2011年 世界選手権 ８位
63 三村冬子 レスリング 2010年 ワールドカップ 団体銅メダル
64 矢富勇毅 ラグビー 2007年 ワールドカップ 日本代表
65 坂手淳史 ラグビー 2019年 ワールドカップ 日本代表

66
島津製作所ﾃﾆｽﾁｰﾑ
　　　　　　　６名

テニス

67
京都サンガＦ.Ｃ.
　　　　　　３０名

サッカー
11月とホームゲームの日は調整が難
しい（HP参照）

68
京都ハンナリーズ
　　　　　　１１名

バスケットボール
月曜日午後か木曜日午前又はシーズ
ン　オフ(6～8月)は調整しやすい

69
京都フローラ
　　　　　　１４名

野球
試合日程の間隔がある時や11月～２
月は比較的調整しやすい（HP参照）

元プロサッカー選手・監督

プロ野球選手

プロ・アマ混成チーム

プロチーム

プロボクサー

プロボクサー
プロボクサー

                     「京のスポーツ夢バンク」登録者名簿        　     

元プロサッカー選手・コーチ

プロ野球選手
元プロ野球選手

　「*」はパラアスリート

プロボクサー

プロチーム

登録者名

登録者計　１２６名

主　な　競　技　実　績　　等

プロテニスプレーヤー

大相撲　元大碇関
大相撲　元土佐ノ海関

プロテニスプレーヤー

プロチーム

プロ野球選手


