
オリンピック（夏季）に出場した立教生・校友 2016年7月1日

回 開催年 開催地 競技 氏名 種別 卒業年 戦績・その他 備考

8 1924
パリ

（フランス）
水泳 斎藤巍洋 選手 1927年商・経 100m背泳6位。

水泳 野村憲夫 役員 1924年商
レスリング 加瀬清 選手 1933年商・経 グレコローマンフェザー級（3回戦敗退）。

陸上 青地球磨男 選手 1937年経・商 800m（予選敗退）。
斎藤巍洋 競泳コーチ 1927年商・経
根上  博 選手 1936年経・商 400m自由形5位。1000m自由型世界記録保持者。

新井茂雄 選手 1941年12月経・商
800mリレー優勝（世界記録）、100m自由形3位。1944年ビルマに
て戦死。1997年世界水泳殿堂入り。

田口正治 選手 1940年経・経 800mリレー優勝（世界記録）、100m自由形4位。
鶴岡  栄 選手 1939年経・商
鵜藤俊平 選手 1941年3月経・商 400m自由形2位、1500m自由形3位。
本田惣一郎 選手 1939年経・商
田野耕清 選手 1937年経・商 水球（予選リーグ敗退）。
前田昌保 選手 1936年経・商 9～14位グループ。
張  利鎮 選手 1941年3月経・経 9～14位グループ。出場時は延禧専門学校。
根上  博 女子コーチ 1936年経・商
太田光雄 コーチ 1947年経・経
清水  健 選手 1958年経・経 出場せず。
高林  隆 選手 1954年経・営 グループリーグ敗退。
大村和市郎 選手 1955年経・経 グループリーグ敗退。
高森泰男 選手 1957年経・営 グループリーグ敗退。
前田昌保 コーチ 1936年経・商 10位。
杉山武雄 選手 1956年経・経 10位。
斉藤　博 選手 1956年経・経 10位。
荒井利一 選手 1956年経・営 10位。
紺野　仁 選手 1956年経・営 10位。
東海林周太郎 選手 1957年経・営 10位。
奈良節雄 選手 1959年経・営 10位。

水泳 太田光雄 競泳コーチ 1947年経・経
前田昌保 コーチ 1936年経・商 15位。
杉山武雄 選手 1956年経・経 15位。
斉藤　博 選手 1956年経・経 15位。
東海林周太郎 選手 1957年経・営 15位。
金川秀雄 選手 1959年経・営 15位。
奈良節雄 選手 1959年経・営 15位。
大島康邦 選手 1961年経・営 15位。

自転車 林  譲四郎 監督 1941年12月経・経
本部役員 根上  博 渉外 1936年経・商

水泳 田口正治 競泳ヘッドコーチ 1940年経・経
鈴木良三 選手 1962年経・営 ベスト8。2010年日本サッカー殿堂入り。
渡辺  正 選手 1962年社・社 ベスト8。2006年日本サッカー殿堂入り。
横山謙三 選手 1966年社・社 ベスト8。2006年日本サッカー殿堂入り。

漕艇 山内政勝 選手 1966年法・法 かじ付きフォア（敗者復活戦敗退）。
ボクシング 米倉宝二 選手 （中退） ライトウェルター級（3回戦敗退）。

奈良節雄 選手 1959年経・営 10位。
梅  勝夫 選手 1963年法・法 10位。
海保宣生 選手 1964年経・経 10位。

ヨット 萩原  毅 選手 1959年経・営 5.5メートル（級14位）
自転車 杉原鏘一郎 監督兼コーチ 1951年経・営

フェンシング 荒木敏明 選手 1965年経・営 エペ個人（予選敗退）、エペ団体（予選敗退）。
鈴木良三 選手 1962年経・営 銅メダル。2010年日本サッカー殿堂入り。
渡辺  正 選手 1962年社・社 銅メダル。2006年日本サッカー殿堂入り。
横山謙三 選手 1966年社・社 銅メダル。2006年日本サッカー殿堂入り。

自転車 杉原鏘一郎 監督 1951年経・営
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水泳 太田光雄 監督 1947年経・経
バスケットボール 服部信雄 選手 （中退） 14位。

木野  実 選手 1969年法・法 11位。
野田  清 選手 1969年法・法 11位。
有永修二 選手 1971年社・産 11位。

自転車 杉原鏘一郎 監督 1951年経・営
バスケットボール 吉田正彦 監督 1964年法・法 11位。

ハンドボール 木野  実 選手 1969年法・法 9位。
馬術 石黒建吉 選手 1970年文・日 総合馬術個人・団体（失権）。

23 1984
ロサンゼルス

（アメリカ）
ハンドボール 野田  清 コーチ 1969年法・法 10位。

24 1988
ソウル
<韓国）

ハンドボール 野田  清 監督 1969年法・法 11位。

川村丈夫 選手 1995年文・史 銀メダル。
高林孝行 選手 1990年社・産 銀メダル。

女子サッカー 鈴木 保 監督 1972年法・法 予選リーグ敗退。

28 2004
アテネ

（ギリシャ）
野球 長嶋茂雄 監督 1958年経・営 銅メダル。1988年日本野球殿堂入り。2013年国民栄誉賞受賞。
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