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東京オリンピック 主な担当アナウンサー 

開会式、デイリーハイライトキャスター 

豊原 謙二郎（とよはら けんじろう）

平成８年入局 
主な担当番組：「サンデースポーツ」 
主なオリンピック派遣： 
北京、ロンドン、リオデジャネイロ、ピョンチャン 

開会式、中継番組キャスター 

和久田 麻由子（わくだ まゆこ）

平成２３年入局 
主な担当番組：「ニュースウオッチ９」 

閉会式、競技実況 

三瓶 宏志（さんべ こうし）

平成４年入局 
主な担当番組：大相撲、テニスほかスポーツ実況 
現在大阪拠点放送局勤務 
主なオリンピック派遣： 
アテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロ

閉会式、中継番組キャスター 

桑子 真帆（くわこ まほ）

平成２２年入局 
主な担当番組「NHK ニュースおはよう日本」 
主なオリンピック派遣：ピョンチャン  



中継番組キャスター 

総合テレビのオリンピック放送の総合キャスター。国立競技場の特設スタジオから、 
競技のみどころ、注目の選手、結果のまとめなどをお伝えする。 

あさナビキャスター 

鈴木 奈穂子（すずき なおこ） 平成１６年入局
主な担当番組：「あさイチ」 
主な派遣：ロンドン 

デイリーハイライトキャスター 

松尾 剛（まつお つよし） 
平成７年入局 

現在広島拠点放送局勤務
主な担当番組：「お好みワイドひろしま」 

豊原 謙二郎（とよはら けんじろう） 開会式欄をご参照ください。

井上 あさひ（いのうえ あさひ） 平成１６年入局 主な担当番組：「日曜討論」「ヒューマニエンス」 

副島 萌生（そえじま めい） 平成２７年入局 主な担当番組：「サンデースポーツ」「サタデースポーツ」 

みんなでハイライトキャスター 

久保田 祐佳（くぼた ゆか） 平成１７年入局 主な担当番組：特集番組司会・ナレーション 

一橋 忠之（いちはし ただゆき） 
平成１１年入局 

現在福岡拠点放送局勤務 

主な担当番組：「ロクいち！福岡」 
主な派遣：ピョンチャン 

向井 一弘（むかい かずひろ） 
平成１３年入局 

現在水戸放送局勤務 
主な担当番組：「いば６」リポート、 茨城県のニュース 

杉浦 友紀（すぎうら ゆき） 平成１８年入局 
主な担当番組：「逆転人生」「英雄たちの選択」 
主な派遣：ソチ、リオデジャネイロ、ピョンチャン 

二宮 直輝（にのみや なおき） 
平成２０年入局 

現在大阪拠点放送局勤務
主な担当番組：「ニュースほっと関西」 

伊藤 海彦（いとう うみひこ） 平成２１年入局 主な担当番組：「NHKニュース７」「所さん！大変ですよ」 

桑子 真帆（くわこ まほ） 閉会式欄をご参照ください。 

和久田 麻由子（わくだ まゆこ） 開会式欄をご参照ください。 

保里 小百合（ほり さゆり） 平成２５年入局 主な担当番組：「クローズアップ現代＋」「はやウタ」 
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東京パラリンピック 主な担当アナウンサー 

開会式、中継番組キャスター 

杉浦 友紀（すぎうら ゆき）

平成１８年入局 
主な担当番組：「逆転人生」「英雄たちの選択」 

開会式、中継番組キャスター 

中野 淳（なかの あつし） 
平成１８年入局 
主な担当番組：「ハートネットＴＶ」 
主なパラリンピック派遣：リオデジャネイロ、ピョンチャン 

閉会式、デイリーハイライトキャスター 

阿部 渉（あべ わたる）

平成２年入局 
主な担当番組：「ニュースシブ５時」 

閉会式、中継番組キャスター 

和久田 麻由子（わくだ まゆこ） 
平成２３年入局 
主な担当番組「ニュースウオッチ９」 



中継番組キャスター 

総合テレビのパラリンピック放送の総合キャスター。国立競技場の特設スタジオから、 
競技のみどころ、注目の選手、結果のまとめなどをお伝えする。 

あさナビキャスター 

鈴木 奈穂子（すずき なおこ） 平成１６年入局 主な担当番組：「あさイチ」 

上條 倫子（かみじょう のりこ） 平成１９年入局 
主な担当番組： 
「あさイチ」「チョイス＠病気になったとき」 

デイリーハイライトキャスター 

阿部 渉（あべ わたる） 閉会式欄をご参照ください。

武田 真一（たけた しんいち） 平成２年入局 
現在大阪拠点放送局勤務

主な担当番組：「ニュースきん５時」「列島ニュース」 

久保田 祐佳（くぼた ゆか） 平成１７年入局 主な担当番組：特集番組司会・ナレーション

赤木 野々花（あかき ののか） 平成２５年入局 主な担当番組：「うたコン」「日本人のおなまえ」 

一橋 忠之（いちはし ただゆき） 平成１１年入局 
現在福岡拠点放送局勤務 

主な担当番組：「ロクいち！福岡」 

松田 利仁亜（まつだ りにあ） 平成１４年入局 
主な担当番組： 

「首都圏情報ネタドリ！」「チョイス＠病気になったとき」 

杉浦 友紀（すぎうら ゆき） 開会式欄をご参照ください。 

瀬田 宙大（せた ちゅうだい） 平成１８年入局 
現在札幌拠点放送局勤務

主な担当番組：「ほっとニュース北海道」 

中野 淳（なかの あつし） 開会式欄をご参照ください。 

和久田 麻由子（わくだ まゆこ） 閉会式欄をご参照ください。 

保里 小百合（ほり さゆり） 平成２５年入局 主な担当番組：「クローズアップ現代＋」「はやウタ」 

副島 萌生（そえじま めい） 平成２７年入局 主な担当番組：「サタデースポーツ」「サンデースポーツ」 



入局年 主な担当 主なJC派遣実績

内山　俊哉 うちやま　としや 昭和61年 サッカー アテネ、北京、ロンドン
竹林　宏 たけばやし　ひろし 昭和62年 ソフトボール・陸上競技 アテネ、トリノ、北京、バンクーバー、ロンドン、ソチ

冨坂　和男 とみさか　かずお 平成2年 野球・陸上競技・男子マラソン ソルトレークシティー、トリノ、北京、バンクーバー、ロンドン、ソチ、リオデジャネイロ

三瓶　宏志 さんべ　こうし 平成4年 柔道・レスリング 北京、ロンドン
鳥海　貴樹 とりうみ　たかき 平成4年 テニス・ゴルフ シドニー、ソチ、リオデジャネイロ、ピョンチャン

坂梨　哲士 さかなし　てつし 平成6年 バドミントン・野球 北京、ロンドン、ソチ、リオデジャネイロ
伊藤　慶太 いとう　けいた 平成8年 競泳・ゴルフ・スポーツクライミング・野球 北京、ロンドン、リオデジャネイロ
渡辺　憲司 わたなべ　けんじ 平成8年 卓球・３×３ ロンドン、リオデジャネイロ
佐藤　洋之 さとう　ひろゆき 平成9年 アーチェリー・空手 リオデジャネイロ
曽根　優 そね　まさる 平成9年 サッカー バンクーバー、ロンドン、ソチ、ピョンチャン
大坂　敏久 おおさか　としひさ 平成10年 ウエイトリフティング・柔道 リオデジャネイロ
太田　雅英 おおた　まさひで 平成10年 競泳・レスリング ロンドン、リオデジャネイロ
松野　靖彦 まつの　やすひこ 平成10年 体操・陸上競技 北京、ロンドン、リオデジャネイロ、ピョンチャン

宮田　貴行 みやた　たかゆき 平成10年 卓球・ソフトボール リオデジャネイロ
杉岡　英樹 すぎおか　ひでき 平成11年 サッカー 初
塚本　貴之 つかもと　たかゆき 平成11年 卓球・競歩 リオデジャネイロ、ピョンチャン
早瀬　雄一 はやせ　　ゆういち 平成11年 バドミントン・飛び込み リオデジャネイロ
星野　圭介 ほしの　けいすけ 平成12年 体操・新体操 初
横井　健吉 よこい　けんきち 平成12年 ホッケー リオデジャネイロ
酒井　博司 さかい　ひろし 平成13年 フェンシング・バレーボール 初

入局年 主な担当 主なJC派遣実績

船岡　久嗣 ふなおか　ひさつぐ 平成11年 体操・卓球 初
別井　敬之 べつい　たかゆき 平成12年 競泳・男子マラソン 初
浅井　僚馬 あさい　りょうま 平成13年 ソフトボール・陸上競技 初
下境　秀幸 しもさかい　ひでゆき 平成13年 サッカー 初
飯塚　洋介 いいづか　ようすけ 平成14年 野球 初
稲垣　秀人 いながき　ひでと 平成14年 サッカー・体操 初
筒井　亮太郎 つつい　りょうたろう 平成15年 柔道・野球 初

ラジオ実況

氏名

東京オリンピック　NHK実況アナウンサーの顔ぶれ

（ジャパン・コンソーシアム中継アナウンサー）

テレビ実況

氏名
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NHK 東京 2020 オリンピック・パラリンピック放送スペシャルナビゲーターに 

嵐の相葉雅紀さん、櫻井翔さん 

NHK 東京 2020 オリンピック放送アスリートナビゲーターに 

北島康介さん 

“NHK東京 2020 オリンピック・パラリンピック放送スペシャルナビゲーター” に 

嵐の相葉雅紀さん、櫻井翔さんが就任する事が決定しました。 

「サンデースポーツ」や「グッと︕スポーツ」など、NHK のスポーツ番組で 5年にわたりアスリートと交流を 

深めてきた相葉さん。オリンピックの取材経験が豊富で、パラアスリートへの取材も重ねてきた櫻井さん。 

2人は東京オリンピック・パラリンピックの期間中、NHK の番組で MC を務め、特設スタジオなどから、 

大会の模様や注目競技の見どころ、東京大会を目指して困難と向き合ってきたアスリートたちの活躍を

伝えます。 

さらに東京オリンピックでは、アスリートの代表として、北島康介さんが 

“NHK東京 2020 オリンピック放送アスリートナビゲーター”を務めます。 

オリンピックに 4大会連続で出場し、競泳で日本人唯一の 2種目 2連覇を達成した金メダリストと

して、大会期間中、NHK の特設スタジオや競技場から、アスリートの視点で、選手たちの闘いぶりと

競技の見どころを伝えます。
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