
オリンピック冬季競技大会 早稲田大学関係出場者
大会名 開催年度 期間 氏名 学生 校友 出場種目 順位 備考
ｻﾝﾓﾘｯﾂ 1928（昭 3） 2/11-19 高橋 昂 校友 1 スキー 耐久 25

（第２回） ２５ｹ国 15kmｸﾗｼｯｸ 36
３６３人 矢沢 武雄 学生 1 スキー 15kmｸﾗｼｯｸ 26 ﾃﾞｲｽﾀﾝｽﾚｰｽ

(保科)
竹筋 作太 学生 1 スキー 耐久 26 ﾃﾞｲｽﾀﾝｽﾚｰｽ

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合 途中棄権
麻生 武治 校友 1 スキー ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合 途中棄権
永田 実 学生 1 スキー 50km 24

長距離 31
ﾚｰｸﾌﾟﾗｼｯﾄﾞ 1932（昭 7） 2/4-13 保科 武雄 校友 1 スキー 15kmｸﾗｼｯｸ 17 兼ﾄﾚｰﾅｰ

（第３回） １７ｹ国 岩崎 三郎 学生 1 スキー 耐久 18
２７８人 15kmｸﾗｼｯｸ 37

坪川 武光 学生 1 スキー ｼﾞｬﾝﾌﾟ&15km 15
ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合 15

石原 省三 校友 1 スケート 500m 予選失格
1500m 予選失格
5000m 予選失格

ｶﾞﾙﾐﾂｼｭ・ 1936（昭11） 2/6-16 竜田 峻次 学生 1 スキー 純飛躍 46
ﾊﾟﾙﾃﾝｷﾙﾍﾝ （第４回） ２８ｹ国 山田 伸三 校友 1 スキー 15kmｸﾗｼｯｸ 49

７５６人 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合 43
南洞 邦夫 校友 1 スケート 5000m 31

500m 22
石原 省三 学生 1 スケート 500m 4 日本人初の入賞

（日本新）
1500m 19

李 聖徳 校友 1 スケート 5000m 27
500m 16

10000m 25
1500m 23

中村 礼吉 校友 1 500m 11
亀井 信吉 学生 1 ｱｲｽﾎｯｹｰ 1次ﾘｰｸﾞ3位
市川 辰雄 学生 1 ｱｲｽﾎｯｹｰ 決勝ﾘｰｸﾞ進出不可

ｵｽﾛ 1952（昭27） 2/14-25 吉沢 宏司 学生 1 スキー 純飛躍 36
（第６回） ３０ｹ国 渡部 竜雄 校友 1 スキー 純飛躍 27

７３２人 工藤 祐信 校友 1 スケート 500m 15
1500m 33

五味 芳保 学生 1 スケート 5000m 10 (日本新)
10000m 14 (日本新)

ｺﾙﾁﾅ・ﾀﾞﾍﾞ 1956（昭31） 1/26-2/5 吉沢 宏司 校友 1 スキー 純飛躍 13
ｯﾂｫ （第７回） ３２ｹ国 五味 芳保 学生 1 スケート 1500m 39

９２３人 5000m 27
10000m 28

ｽｺｰ・ﾊﾞﾚｰ 1960（昭35） 2/18-28 多田 修 学生 1 スキー 滑降 46
（第８回） ３０ｹ国 大回転 35

６４６人 回転 26
見谷 昌禧 学生 1 スキー 滑降 53

大回転 33
回転 失格

松井 季 学生 1 純飛躍 30
山田 敏彦 校友 1 ｱｲｽﾎｯｹｰ 8
小野 悳 校友 1 ｱｲｽﾎｯｹｰ 8

ｲﾝｽﾌﾞﾙｯｸ 1964（昭39） 1/29-2/9 藤沢 隆 学生 1 スキー ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合 20
（第９回） ３６ｹ国 大平 義博 校友 1 スキー 滑降 57

９３３人 回転 38
気田 義也 学生 1 スキー 大回転 39

回転 34
福原 美和 学生 1 スケート 女子ｼﾝｸﾞﾙ 5
小野 悳 校友 1 ｱｲｽﾎｯｹｰ 11
本間 敏栄 校友 1 ｱｲｽﾎｯｹｰ 11

ｸﾞﾙﾉｰﾌﾞﾙ 1968（昭43） 2/6-18 藤沢 隆 校友 1 スキー 90m級飛躍 18
（第１０回） ３７ｹ国 70m級飛躍 26

１２９３人 松岡 昭義 学生 1 スキー 15㎞距離徒走 53
4×10㎞ﾘﾚｰ 10
50km 棄権

丸山 寿一 学生 1 スキー 滑降 64
須藤 正敏 学生 1 スキー ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合 31
気田 義也 校友 1 スキー 回転 予選失格
杉本 政徳 校友 1 スキー 出場回避
佐々木富雄 学生 1 回転 予選失格
石幡 忠雄 校友 1 スケート 1500m 30

5000m 22
小塚 嗣彦 学生 1 スケート ﾌｨｷﾞｭｱｼﾝｸﾞﾙ 21
金入 孝明 校友 1 ｱｲｽﾎｯｹｰ 10
秋葉 武士 校友 1 ｱｲｽﾎｯｹｰ 10

札幌 1972（昭47） 2/3-13 藤沢 隆 校友 1 スキー 70m級ｼﾞｬﾝﾌﾟ 23
（第１１回） ３５ｹ国 90m級ｼﾞｬﾝﾌﾟ 14

１１２８人 松岡 昭義 校友 1 スキー 15㎞ｸﾗｼｯｸ 43
4×10㎞ﾘﾚｰ 10

中野 秀樹 学生 1 スキー ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合 13



大会名 開催年度 期間 氏名 学生 校友 出場種目 順位 備考
荒谷 一夫 校友 1 スキー ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合 15
秋葉 武士 校友 1 ｱｲｽﾎｯｹｰ DF 9

ｲﾝｽﾌﾞﾙｯｸ 1976（昭51） 2/4-15 秋葉 武士 校友 1 ｱｲｽﾎｯｹｰ DF
（第１２回） ３７ｹ国１２６１人

ﾚｰｸﾌﾟﾗｼｯﾄﾞ 1980（昭55） 2/13-24
（第１３回） ３７ｹ国１９８４人

ｻﾗｴﾎﾞ 1984（昭59） 2/8-19
（第１４回） ４９ｹ国１５１０人

ｶﾙｶﾞﾘｰ 1988（昭63） 2/13-28
（第１５回） ５７ｹ国１８０７人

ｱﾙﾍﾞｰﾙﾋﾞﾙ 1992（平 4） 2/8-23 荻原 健司 学生 1 ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合団体 優勝 初の金ﾒﾀﾞﾙ
（第１６回） ６４ｹ国 〃 複合個人 7

１８０８人 河野 孝典 校友 1 ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合団体 優勝 初の金ﾒﾀﾞﾙ
〃 複合個人 19

ﾘﾚﾊﾝﾒﾙ 1994（平 6） 2/12-27 荻原 健司 校友 1 ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合団体 優勝
（第１７回） 〃 複合個人 4

河野 孝典 校友 1 ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合団体 優勝
〃 複合個人 2

及川 史弘 校友 1 ｽｹｰﾄ ﾌｨｷﾞｭｱ ｼﾝｸﾞﾙ 22
長野 1998（平10） 2/7-22 荻原 健司 校友 1 ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合団体 5

（第１８回） ７２ｹ国２３０５人 〃 複合個人 4
荻原 次晴 校友 1 ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合団体 5

〃 複合個人 6
富井 彦 校友 1 ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合団体 5
佐藤恵美子 校友 1 ｽｷｰ 15km 54
小堀 恭之 校友 1 ｱｲｽﾎｯｹｰ
川口 寛 校友 1 ｱｲｽﾎｯｹｰ

ソルトレーク 2002（平14） 2/8-24 荻原 健司 校友 1 ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合個人 11
（第19回） ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合個人 8

富井 彦 校友 1 ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合個人 33
ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合個人 8

村主 章枝 学生 1 ｽｹｰﾄ ﾌｨｷﾞｭｱｼﾝｸﾞﾙ 5
末吉 隼人 学生 1 ｽｹｰﾄ ｼｭｰﾄﾄﾗｯｸ 代表出場せず
長岡 弥生 校友 1 ｽｹｰﾄ 1500ｍｽﾋﾟｰﾄﾞ 24
中山 英子 校友 1 ｽｹﾙﾄﾝ 12

トリノ 2006（平18） 2/12～28 成瀬 野生 学生 1 ｽｷｰ ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 42
（第20回） ｽｷｰ ﾊﾟｼｭｰﾄ 59

一戸 剛 校友 1 ｽｷｰ ｼﾞｬﾝﾌﾟ 25
畠山 陽輔 校友 1 ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合 22
末吉 隼人 学生 1 ｽｹｰﾄ ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 1500m 予選失格

ｽｹｰﾄ ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ ﾘﾚｰ 予選失格
村主 章枝 校友 1 ｽｹｰﾄ ﾌｨｷﾞｭｱ ｼﾝｸﾞﾙ 4
荒川 静香 校友 1 ｽｹｰﾄ ﾌｨｷﾞｭｱ ｼﾝｸﾞﾙ 優勝
井上 怜奈 校友 1 ｽｹｰﾄ ﾌｨｷﾞｭ ｱﾍﾟｱ 7
中山 英子 校友 1 ｽｹﾙﾄﾝ 14

バンクーバー 2010（平22） 2/12～28 桜井 美馬 スポ２ 1 ｽｹｰﾄ ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 500m. 予選敗退
（第21回） ｽｹｰﾄ ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 3000m.リレー 7

ｽｹｰﾄ ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 1000m. 予選敗退
ｽｹｰﾄ ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 1500m. 予選敗退

酒井 裕唯 スポ４ 1 ｽｹｰﾄ ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 500m. 予選敗退
ｽｹｰﾄ ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 3000m.リレー 7

土井 槙吾 2006人科 1 ｽｹｰﾄ ｽﾋﾟｰﾄﾞ 1500m. 30
ｽｹｰﾄ ﾁｰﾑﾊﾟｼｭｰﾄ 8

尾崎 快 教育４ 1 ｽｷｰ ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 予選敗退

渡部 暁斗 スポ３ 1 ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合ﾉｰﾏﾙﾋﾙ 21
ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合団体 6
ｽｷｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合ﾗｰｼﾞﾋﾙ 9

柏原 理子 スポ１ 1 ｽｷｰ 距離10km.ﾌﾘｰ 61
ｽｷｰ 距離20km.ﾘﾚｰ 9

成瀬 野生 2007スポ 1 ｽｷｰ 距離15km.ﾌﾘｰ 49
ｽｷｰ 距離複合 39
ｽｷｰ 団体ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 予選敗退
ｽｷｰ 距離50km.ｸﾗｼｶﾙ 35

ソチ 2014（平26） 2/7～23 宮沢 大志 スポ４ 1 クロスカントリー・男子4×10kmリレー 16
（第22回） クロスカントリー・男子チームスプリント 予選敗退

渡部 善斗 スポ４ 1 ノルディック複合・ノーマルヒル個人 15
ノルディック複合・ラージヒル個人 35
ノルディック複合・ラージヒル団体 5

菊池 萌水 社学３ 1 ショートトラック・女子3000mリレー 5 補欠としてエントリー
羽生 結弦 人通1 1 フィギュアスケート・男子シングル 優勝 金メダル

フィギュアスケート・団体戦 5
佐藤 真太郎 2003人科 1 ボブスレー・男子4人乗り 26



大会名 開催年度 期間 氏名 学生 校友 出場種目 順位 備考
高尾 千穂 2006人科 1 フリースタイル・女子スロープスタイル 22
永井 秀昭 2006人科 1 ノルディック複合・ノーマルヒル個人 22

ノルディック複合・ラージヒル個人 26
ノルディック複合・ラージヒル団体 5

成瀬 野生 2007スポ 1 クロスカントリー・男子4×10kmリレー 16
足立 友里恵 2008スポ 1 アイスホッケー・女子 8
酒井 裕唯 2011スポ 1 ショートトラック・女子500m 予選敗退

ショートトラック・女子1000m 予選敗退(準々決勝)
ショートトラック・女子1500m 予選敗退
ショートトラック・女子3000mリレー 5

渡部 暁斗 2011スポ 1 ノルディック複合・ノーマルヒル個人 2 銀メダル
ノルディック複合・ラージヒル個人 6
ノルディック複合・ラージヒル団体 5

桜井 美馬 2013スポ 1 ショートトラック・女子500m 予選敗退
ショートトラック・女子1500m 予選敗退
ショートトラック・女子3000mリレー 5

レンティング 陽 2013スポ 1 クロスカントリー・男子4×10kmリレー 16

平昌 2018（平30） 2/9～25 羽生 結弦 人通5 1 フィギュアスケート・男子シングル 優勝 金メダル（2連覇）
（第23回） 鬼塚 雅 スポ１ 1 女子スロープスタイル 17

女子ビッグエア 8
永井 秀昭 2006人科 1 ノルディック複合・ノーマルヒル個人 14

ノルディック複合・ラージヒル個人 12
ノルディック複合・ラージヒル団体 4

足立 友里恵 2008スポ 1 アイスホッケー・女子 6
渡部 暁斗 2011スポ 1 ノルディック複合・ノーマルヒル個人 2 銀メダル・2大会連続

ノルディック複合・ラージヒル個人 5
ノルディック複合・ラージヒル団体 4

渡部 由梨恵 2011スポ 1 女子ハーフパイプ 22
立崎 幹人 2011スポ 1 バイアスロン男子10kmスプリント 84

バイアスロン男子20km 64
古谷 沙理 2013スポ 1 バイアスロン女子7.5kmスプリント 49

バイアスロン女子10km追い抜き 54
バイアスロン女子15km 85
バイアスロン女子24kmリレー 17

渡部 善斗 2014スポ 1 ノルディック複合・ノーマルヒル個人 12
ノルディック複合・ラージヒル個人 20
ノルディック複合・ラージヒル団体 4

小田 卓朗 2016スポ 1 スピードスケート男子1000m 5
スピードスケート男子1500m 5

山元 豪 2017スポ 1 ノルディック複合・ノーマルヒル個人 33
ノルディック複合・ラージヒル個人 16
ノルディック複合・ラージヒル団体 4

延べ人数 合計 40 合計 67
学生 校友


