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戸邉　直人 男 大院 走り高跳び 千葉陸上競技協会 筑波大学大学院

毛呂　泰紘 男 大２ 走り幅跳び 順天堂大学 順天堂大学

髙政　知也 男 大３ 走り幅跳び 順天堂大学 順天堂大学

筒井　崇広 男 大３ 砲丸投げ 日本大学 日本大学

根本　侑実 女 大３ 競歩 東京学芸大学 東京学芸大学

湯原　利佳 女 高１ 背泳ぎ NaluAquaticClub 渋谷教育学園幕張高等学校

平野　香緒里 女 高３ バタフライ ㈱ルネサンス 市原中央高等学校

松元  克央 男 高３ 自由形 セントラルスポーツ 千葉商科大付属高等学校

塚本　真由 女 高２ シンクロ 東京シンクロクラブ 昭和学院高等学校

徳永　彩花 女 中３ 平泳ぎ ウスイスイミング 佐倉市立臼井中学校

持田　早智 女 中３ 自由形 ㈱ルネサンス 千葉市立打瀬中学校

樋口　恵夢 女 高３ 個人メドレー セントラルスポーツ 市川学園市川高等学校

茂木　美桜 女 大３ 平泳ぎ ㈱ルネサンス 法政大学

住吉　茉莉 女 大３ 自由形 柏洋スイマーズ柏 明治大学

寺村　美穂 女 大２ 個人メドレー セントラルスポーツ 日本大学

平井　健太 男 大２ バタフライ セントラルスポーツ 明治大学

小日向　一輝 男 大２ 平泳ぎ セントラルスポーツ 明治大学

レスリング 宮原　将裕 男 大１ １２０kg級 大東文化大学 大東文化大学

ウルフアロン 男 大１ １００kg級 東海大学 東海大学

ベイカー茉秋 男 大２ ９０kg級 東海大学 東海大学

井坂　希望 女 大３ ７８Kｇ超級 山梨学院大学 山梨学院大学

女 大４ ５２kg級 東京学芸大学 東京学芸大学

古賀　太陽 男 高１ 柏レイソルＵ１８ 柏日体高等学校

田中　　陸 男 中３ 柏レイソルＵ１５ 白井市立南山中学校

染谷　大河 男 高１ 柏レイソルＵ１８ 県立東葛飾高等学校

中川　　創 男 中３ 柏レイソルＵ１５ 市川市立福栄中学校

中山　雄太 男 高３ 柏レイソルＵ１８ 県立柏南高等学校

浦田　　樹 男 高３ ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ１８ 千葉経済大学付属高等学校

佐藤　瑞夏 女 高１ ジェフユナイテッド市原・千葉レディースＵ１８ 植草学園大学附属高等学校

鴨川　実歩 女 高２ ジェフユナイテッド市原・千葉レディースＵ１８ 成田高等学校

上野　紗稀 女 大２ ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 淑徳大学

松本　真未子 女 高２ 浦和レッドダイヤモンズレディースユース 松戸市立松戸高等学校

中元　　南 女 高２ 県立柏井高等学校 県立柏井高等学校

丸尾　一真 男 高３ 習志野市立習志野高等学校 習志野市立習志野高等学校

渡邉　　峻 男 大３ 順天堂大学 順天堂大学

堤　　智久 男 大３ 順天堂大学 順天堂大学

廣瀬　優希 男 大４ 順天堂大学 順天堂大学

吉野　雅人 男 大１ 順天堂大学 順天堂大学

小島　満菜美 女 大２ 青山学院大学 青山学院大学
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加藤　凌平 男 大３ 競技 順天堂大学 順天堂大学

野々村　笙吾 男 大３ 競技 順天堂大学 順天堂大学

石川　大貴 男 大４ 競技 順天堂大学 順天堂大学

早坂　尚人 男 大１ 競技 順天堂大学 順天堂大学

萱　　和磨 男 高３ 競技 習志野市立習志野高等学校 習志野市立習志野高等学校

谷川　　航 男 高３ 競技 船橋市立船橋高等学校 船橋市立船橋高等学校

倉島　大地 男 高３ 競技 船橋市立船橋高等学校 船橋市立船橋高等学校

前野　風哉 男 高３ 競技 船橋市立船橋高等学校 船橋市立船橋高等学校

湯浅　賢哉 男 高１ 競技 船橋市立船橋高等学校 船橋市立船橋高等学校

谷川　　翔 男 高１ 競技 船橋市立船橋高等学校 船橋市立船橋高等学校

杉本　海誉斗 男 中３ 競技 健伸スポーツクラブ 松戸市立第四中学校

花島　なつみ 女 中２ 競技 フジスポーツクラブ 四街道市立四街道西中学校

皆川　夏穂 女 高２ 新体操 イオン 大原学園高等学校

早川　さくら 女 高３ 新体操 イオン 大原学園高等学校

横田　葵子 女 高２ 新体操 安達新体操クラブ 昭和学院高等学校

立澤　孝菜 女 高１ 新体操 イオン 大原学園高等学校

柴山　瑠莉子 女 中２ 新体操 イオン 千葉市立高洲第一中学校

宇山　芽紅 女 大１ トランポリン 金沢学院大学 金沢学院大学

大串　慶正 男 中２ トランポリン
スポーツクラブ　テン･フォー
ティー

佐倉市立志津中学校

伊藤　祐規 男 中３ トランポリン
スポーツクラブ　テン･フォー
ティー

佐倉市立志津中学校

ボクシング 林田　翔太 男 大４ 駒沢大学 駒沢大学

齋藤　太一 男 大３ 早稲田大学 早稲田大学

桃田　賢斗 男 一般 ＮＴＴ東日本

竹内　宏気 男 一般 ＮＴＴ東日本

荒木　萌恵 女 高２ 西武台千葉高等学校 西武台千葉高等学校

フェンシング 溝口　礼菜 女 高１ 県立柏陵高等学校 県立柏陵高等学校

村松　千裕 女 高１ 吉田記念テニス研修センター 柏日体高等学校

宮本　愛弓 女 中２ 志津テニスクラブ 八千代市立萱田中学校

西郷　幸奈 女 高３ 志津テニスクラブ 学芸館高等学校

宮本　大勢 男 高１ 志津テニスクラブ 秀明八千代高等学校

小林　紀輝 男 高３ Pal　tennis 秀明八千代高等学校

大河　真由 女 高２ フミヤエース市川TA 秀明八千代高等学校

ウェイトリフティング 安藤　美希子 女 大４ ５８kg級 平成国際大学 平成国際大学

川井　菜穂子 女 大１ 法政大学 法政大学

早野　恵太 男 大１ 日本大学 日本大学

菅沼　汐音 女 中３ 千葉ヨットビルダ―ズジュニア 市原市立ちはら台西中学校

持田　由美子 女 大４ 日本大学 日本大学

林　　優季 女 大２ 明海大学 明海大学

木村　沙耶佳 女 大２ 明海大学 明海大学

南里　研二 男 一般
ＮＰＯ法人アルバトロスヨットク
ラブ

体操

バドミントン

テニス

ライフル射撃

セーリング



競技名 氏　　名
性
別

学
年

種　　目 所属団体 在学校名

鈴木　敬太 男 中３ 千葉市立打瀬中学校 千葉市立打瀬中学校

平石　健太 男 大１ 中央学院大学 中央学院大学

長野　未祈 女 中２ 麗澤中学校 麗澤中学校

伊藤　栞奈 女 高３ 千葉経済附属高等学校 千葉経済大附属高等学校

ボート 奈良　和紀 男 大４ 日本大学 日本大学

高澤　　淳 男 大１ 専修大学 専修大学

山本　健太 男 大１ 東海大学 東海大学

林　　祐太郎 男 高２ 県立幕張総合高等学校 県立幕張総合高等学校

水野　妃奈乃 女 高３ 昭和学院高等学校 昭和学院高等学校

中村　美羽 女 高２ 昭和学院高等学校 昭和学院高等学校

赤穂　さくら 女 高３ 昭和学院高等学校 昭和学院高等学校

赤穂　ひまわり 女 高１ 昭和学院高等学校 昭和学院高等学校

村山　　翠 女 大３ 専修大学 専修大学

平良　彰吾 男 高２ 船橋市立船橋高等学校 船橋市立船橋高等学校

鈴木　楓加　 女 小６ 千城クラブ 四街道市立八木原小学校

林　めぐみ 女 大１ 東京富士大学 東京富士大学

佐藤　志帆 女 一般 千葉県トライアスロン連合

小川　颯斗 男 中３ 千葉ブレイブ安藤塾 匝瑳市立八日市場第二中学校

真野　翔太 男 高１ 千葉県トライアスロン連合 県立千葉北高等学校

大浦　直繁 男 中３ 鋸南町立鋸南中学校 鋸南町立鋸南中学校

内田　江里子 女 中３ 千葉県トライアスロン連合 千葉市立土気南中学校

天野　　隼 男 高１ 千葉県トライアスロン連合 京華高等学校

楳木　武士 男 大２ 筑波大学 筑波大学

吉野　　樹 男 大２ 明治大学 明治大学

中村　妃智 女 大４ 日本体育大学 日本体育大学

辻　　光太 男 中３ 柏市立逆井中学校 柏市立逆井中学校

横尾　千里 女 大４ 東京フェニックスRC 早稲田大学

合谷　和弘 男 大３ 流通経済大学 流通経済大学

大黒田　裕芽 女 大２
ARUKAS QEEN KUMAGAYA WOMENS
SEVENS R.F.C

立正大学

堀米　航平 男 大１ 明治大学 明治大学

鈴木　達哉 男 大２ 慶應義塾大学 慶應義塾大学

山中　美緒 女 大１ 立正大学 立正大学

及川　由季 女 大１ 日本体育大学 日本体育大学

神田　七海 女 大１ 日本体育大学 日本体育大学

穂積　将輝 男 高１ 山口県宇部工業高等専門学校 山口県宇部工業高等専門学校

森田　涼太 男 高２ 松戸市カヌー協会 埼玉県立越谷東高等学校

山本　　嶺 男 大１ 駿河台大学 駿河台大学

小倉　誉史 男 大２ 駿河台大学 駿河台大学

八角　周平 男 高１ B&G小見川海洋クラブ 県立佐原高等学校

馬術 林　　義昌 男 一般 北総乗馬クラブ

テコンドー 東島　星夜 男 中２ ー４８㎏級 ヨンソンテコンドー 東京都江戸川区立篠崎中学校
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