南アフリカ共和国 の 選手を応援しよう！！ 選手一覧
ATHLETICS 陸上
Men 男子
アカニ シンビネ、クラレンス ムヤニ、アントニオ アルカネ、チェスウィル ジョンソン、
ラシュワル サマイ、ロコ ヴァン ルーヤン、ジェイソン ヴァン ルーヤン、
ステファン モコカ、デスモンド モクゴブ、エルロイ ゲラント、ウェイン シンマン、
カイル ブリグノ、マーク マンデル、ウェイド ヴァン ニカーク、ギフト レトレラ、
ショーン マスワンガニ、アナソ ジョボドワナ、タペロ フォラ、ソコワハナ ザニニ、
レボハン シャンジェ、ショーン マスワンガニ、ガラレツァング ラモワ、
チェドリック ヴァン ヴィク、ピーター コンラディ、ラント ディハレ、オスカー マブドゥラ、
デリック モコレング、ザヒティ ネネ、リセ ピレイ、プレシャス マシュレ
Women 女子
ヴェンダ

ネル、ドミニク

ジョアン ヴァン

スコット、グレタ

ステイン、アーベット ヴァン

ザイル、

ダイク

Swimming 水泳
Men 男子
イーサン ドゥ プレス、チャド レ クロス、ピーター コッツェ、ブラッドリー タンディ、
マイケル フーリ、マシュー セイツ、マーティン ビンデル

Women 女子
ターニャ シュンメーカー、ケイリン コルベット、エマ セリウス、エリン ギャラガー、
レベッカ メダー、ドゥーン コッテジ、マリエラ ベンタ、エイミー キャニ

ダイビング 及び オープンウォータースイミング
Men 男子
マイケル マクグリン

Women 女子
ミシェル ウェバー、ジュリア ヴィンセント、ミカエラ バウター

アーティステックスイミング （シンクロナイズドスイミング）
ローラ ストラグネル、クラリサ ジョンソン

クライミング
エリン スタケンバーグ、クリス コッサー

サイクリング
ヨハン スパイズ、シャリーン ドゥ プレズ、デイビット マレー、ステファン デ ボット、
ライアン ギブソン、ニコラス ドラミニ、アシュリー パシオ ムルマン、カーラ オブホルザー、
アラン ハセリー、キャンディス リル、アレックス リンバーグ

体操
Women 女子
ケイトリン ルースクランツ、ナヴィーン ダリス

乗馬
ターニャ シーモア、ビクトリア レジェンドレ スコット

サッカー
Men 男子
ロンウェン ウィリアムス、モンドリ ムポト、スフィソ ムルングワナ、テシヤス マレペ、
ルーク フラス、シブシソ マビリソ、アブーベカ モバラ、タビソ モヤネ、カタレホ モハネ、
テボホ モコエナ、ツァボ セレ、ンコスィジフィレ ンコボ、シポ ンブレ、
グッドマン モセレ、カマヘロ マシラティ、ファーギー ラケイ、ルーサー シン、
エビデンス マホパ、ライル フォスター、コバメロ コディサン

ゴルフ
ギャリック ヒゴ、クリスチャン ベズデンフット、アシュリー ブハイ

女子ホッケー
クアティナ ボブズ、エリン クリスティ、リサ デトレフ、リリアン ドゥ プレシス、
ニコル エラシマス、タリン グラズビー、ロビン ジョンソンシャルネ マドックス、
レラト マホレ、プメレラ ムバンデ、エディス モリコ、クリステン パトン、タリン ポッツ、
セシリア セラネ、ノムニケロ ヴィト、オンサティレ ズル

男子ホッケー
エラスマス ピエタセ、ティモシー ドラムンド、オースティン スミス、モハメド メア、
マシュー ギス ブラウン、ジェスロ エウスティス、ンドゥドゥゾ レンベセ、タイン パトン、
ニコラス スプーナ、クリントン パンサー、サムケロ ムビンボ、アブダド キャシエム、
ムツアパ キャシエム、ンコビレ ントゥリ、ケーナン ホルネ、テビン クック

柔道
ジェロニー ウィトブイ
コーチ及びマネジメント : ニコラ フィリポフ

ラグビーセブン
Men 男子
カートリー アレンゼ、アンジェロ デイビッズ、ズィアン デイビッズ、セルビン デイビッズ、
クリス ドライ、ブランコ ドゥ プレズ、ロナルド ブラウン、ステッドマン ガンズ、
ジャスティン ゲドルド、サコイシャ マカタ、ジェイシー プレトリアス、
、インピ ヴィッサー
スィヴィウェ ソイズワピ（キャプテン）

ローイング（漕艇・ボート）
ローレンス ブリタン、ジョン スミス、サンドロ トレント、カイル ションビー、
ジェイク グリーン、ルック ダファン

セーリング SAILING
アレックス バーガー、ベンジャミン ダニエル、レオ デイビス

スケートボーディング SKATEBOARDING
メリッサ ウィリアムス、アンドレ オブホルザー、ボイペロ アウア、ブランドン バルハロ

サーフィン SURFING
ビアンカ ブッテンダグ

トライアスロン
ジリアン サンダース、ヘンリ シューマン、シモン アカマン、リチャード ムレー

女子水球（ウォーターポロ）
アミカ ハレンドロフ、シャキラ ジャニュアリ、メイガン マーテンズ、クロイ メーカム、
ジョージー モア、ボティ マトゥ、ハンナ ミュラー、ダニエル パッソニ、メイガン シレノ、
アシュリー ヴォン、ジョーダン ウェダバーン、ケルシー ホワイト、（補欠）ヤナ ゲーバー

男子水球（ウォーターポロ）
イグナダス バデホルスト、デヴォン カード、ジェイソン エバザード、キャメロン ローレンソン、
ルウィズィ マディ、ファルク メイマン、ヤシーン マルグロ、リアム ニル、ローク オリバー、
ニコラス ロッダ、ドン スチュワート、ロス ストーン、（補欠）ギャレス メイ

