
2017．9．7現在

成年男子・少年男子 監督 伊東　謙二 千葉県立千葉東高等学校

１００ｍ 川上　拓也 中央大学

８００ｍ 梅谷　健太 順天堂大学

４００ｍH 石田　裕介 早稲田大学

走高跳 戸邉　直人 つくばツインピークス

成少共リレー 山縣　史博 東京農業大学

１００ｍ 山本　悠太 成田高等学校

４００ｍ 花田　シオン 東海大学付属浦安高等学校

棒高跳 直井　一樹 日本体育大学柏高等学校

走幅跳 神戸　鴻朗希 千葉県立柏陵高等学校

ハンマー投 丸山　裕己 木更津総合高等学校

やり投 山口　智弘 東海大学付属浦安高等学校

１００ｍ 秀島　来 東海大学付属浦安高等学校

３０００ｍ 松永　伶 専修大学松戸高等学校

８００ｍ 田口　雄貴 東海大学付属浦安高等学校

１１０ｍH 森戸　信陽 船橋市立船橋高等学校

走高跳 髙橋　竜輝 東京学館船橋高等学校

三段跳 大熊　建 千葉県立千葉高等学校
成年女子・少年女子 監督 花岡　麻帆 千葉県立幕張総合高等学校

４００ｍ 秦野　南美 山梨学院大学

８００ｍ 大森　郁香 株式会社ロッテ

５０００ｍ 鷲見　梓沙 ユニバーサルエンターティメント

５０００ｍW 吉住　友希 千葉県立保健医療大学

棒高跳 根本　智子 新日鐵住金君津

走高跳 神坂　莉子 船橋市立船橋高等学校

４００ｍ 川上　いちご 千葉県立幕張総合高等学校

４００ｍH 村上　夏美 成田高等学校

走幅跳 清野　涼々花 成田高等学校

１００ｍ 景山　咲穂 船橋市立船橋高等学校

走幅跳 白土　茶実 匝瑳市立八日市場第二中学校

三段跳 橋本　梨沙 千葉県立幕張総合高等学校

岡田　昌之 セントラルスポーツ

森　謙一郎 柏洋スイマーズ柏

背泳ぎ 安田　純輝 早稲田大学院

平泳ぎ 小日向　一輝 セントラルスポーツ

バタフライ 平井　健太 セントラルスポーツ

自由形 松元　克央 明治大学

自由形 川崎　駿 明治大学

自由形 山元　啓照 海上自衛隊

自由形 平井　彬嗣 郵船ロジスティクス

背泳ぎ 山本　虎之介 千葉商科大学付属高等学校

平泳ぎ 神宮司　怜央 東海大学付属浦安高等学校

バタフライ 井上　航 東海大学付属浦安高等学校

自由形 今西　慶太 渋谷教育学園幕張高等学校

背泳ぎ 國分　隆平 成田高等学校

平泳ぎ 落合　兼優 千葉市立新宿中学校

バタフライ 井上　海 東海大学付属浦安高等学校中等部

自由形 西條　智也 千葉市立蘇我中学校

自由形 前田　英俊 渋谷教育学園幕張高等学校

自由形 髙橋　佑太 船橋市立芝山中学校

背泳ぎ 湯原　利佳 明治大学

平泳ぎ 下山　夏帆 順天堂大学

個人メドレー 樋口　恵夢 明治大学

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ/背泳ぎ 持田　早智 千葉商科大学付属高等学校

個人メドレー 柏崎　清花 千葉商科大学付属高等学校

バタフライ 飯塚　千遥 銚子市立銚子高等学校

自由形 込山　瞳 市川高等学校

個人メドレー 鈴木　菜々花 銚子市立銚子高等学校

背泳ぎ 星　美里 昭和学院高等学校

平泳ぎ 賀部　寿音 東金市立東金中学校

バタフライ 森柄　花菜 昭和学院高等学校
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自由形 松村　多恵 和洋国府台女子高等学校

自由形 青島　那有姫 千葉県立千葉南高等学校

自由形 田中　花 船橋市海神中学校

自由形 渡辺　美楓 千葉市立花園中学校

監督 谷内　覚 千葉県立船橋二和高等学校

選手 中村　彩夏 慶應義塾大学

監督 金野　結子 ジェフユナイテッド株式会社

野口　真咲 帝京平成大学

市瀬　千里 千葉経済大学附属高等学校

林　香奈絵 株式会社元気グループホールディングス

塩澤　優 順天堂大学

鶴見　綾香 株式会社ビューカード

栗原　妃奈子 日本体育大学

成岡　真鈴 国際武道大学

伊東　莉那 帝京平成大学

今村　瑞月 千葉県立検見川高等学校

横山　亜依 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

小林　菜々子 早稲田大学

海老根　菜々子 順天堂大学

松﨑　愛華 千葉県立生浜高等学校

大熊　環 船橋市立船橋高等学校

曽根　七海 千葉県立検見川高等学校

監督 水庫　祥元 千葉県立検見川高等学校

倉田　一唯 日本体育大学柏高等学校

内野　貴史 千葉県立生浜高等学校

鷹啄　トラビス 船橋市立船橋高等学校

井出　敬大 日本体育大学柏高等学校

橋本　柊哉 船橋市立船橋高等学校

中井　悠太朗 千葉県立八千代高等学校

井上　怜 船橋市立船橋高等学校

森　英希 船橋市立船橋高等学校

細谷　真大 日本体育大学柏高等学校

鵜木　郁哉 日本体育大学柏高等学校

西堂　久俊 船橋市立船橋高等学校

廣濱　顕哉 千葉県立土気高等学校

阿部　渚 千葉県立船橋法典高等学校

青木　奏人 千葉県立八千代高等学校

町田　雄亮 船橋市立船橋高等学校

畑　大雅 船橋市立船橋高等学校

監督 秋山　礼美 AX　TENNIS

岩井　真優 筑波大学

鈴木　葵 専修大学

少年男女 監督 齋田　淳 千葉県立船橋東高等学校

白石　光 秀明八千代高等学校

坂川　広樹 秀明八千代高等学校

西郷　里奈 秀明八千代高等学校

佐藤　光 渋谷教育学園幕張高等学校

監督 大橋　綾也 千葉県立大原高等学校

菅谷　幸太 東京経済大学

高橋　和輝 東京経済大学

監督 魚地　利明 千葉県立小見川高等学校

長尾　磨周 千葉県立小見川高等学校

木村　太一 千葉県立小見川高等学校

１× 熱田　敏信 千葉県立小見川高等学校

石井　大伸 千葉経済大学附属高等学校

阿久津　理 西武台千葉高等学校

ピン級 片岡　亜沙人 習志野市立習志野高等学校

ライトフライ級 石澤　勇生 西武台千葉高等学校

バンダム級 堤　駿斗 習志野市立習志野高等学校

ライト級 中村　洸太 千葉経済大学附属高等学校

ライトウェルター級 平林　佳樹 千葉経済大学附属高等学校

競技No 競技 種別 種目 氏　名 所属名役割
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水泳2

少年男子

成年女子
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テニス
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少年男子ボクシング
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サッカー3

選手

監督
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選手

選手

選手

飛込成年女子

少年男子



監督 飯塚　初義 千葉県立幕張総合高等学校

吉野　雅人 順天堂大学

荻原　泰 順天堂大学

熊倉　允 順天堂大学

森垣　拓真 順天堂大学

福池　凌太 順天堂大学

角　雅也 順天堂大学

小野　宙 順天堂大学

片寄　宏祐 順天堂大学

関本　信太郎 順天堂大学

浜道　貴一 順天堂大学

中村　竜輔 順天堂大学

森田　拓実 順天堂大学

監督 石田　勉 習志野市立習志野高等学校

宮下　想 習志野市立習志野高等学校

上條　レイモンド 習志野市立習志野高等学校

松尾　崇大 習志野市立習志野高等学校

中村　啓人 習志野市立習志野高等学校

松下　正明 習志野市立習志野高等学校

鈴木　歩 習志野市立習志野高等学校

飯田　流空 習志野市立習志野高等学校

星倉　元 習志野市立習志野高等学校

峯川　優心 習志野市立習志野高等学校

鳴尾　空海 習志野市立習志野高等学校

三橋　魁 習志野市立習志野高等学校

山口　匠海 習志野市立習志野高等学校

監督 國安　鉄太郎 柏市立柏高等学校

関　菜々巳 千葉県立柏井高等学校

間野　安里彩 千葉県立柏井高等学校

村松　美月 千葉県立柏井高等学校

岡安　夏希 千葉県立柏井高等学校

井上　玲央奈 千葉県立柏井高等学校

市川　結菜 千葉県立柏井高等学校

安久津　実夢 千葉県立柏井高等学校

泉　朋佳 千葉県立柏井高等学校

古川　汐里 千葉県立柏井高等学校

田中　ひなこ 千葉県立柏井高等学校

坂本　千恵里 千葉県立柏井高等学校

征木　茜 千葉県立柏井高等学校

監督 坂本　光雄 千葉県立佐倉高等学校

上場　雄也 一般社団法人REGALO SPORTS COMMUNITY

髙橋　巧 了徳寺大学

監督 福尾　誠 順天堂大学

野々村　笙吾 セントラルスポーツ

今林　開人 セントラルスポーツ

鈴木　大介 セントラルスポーツ

湯浅　賢哉 順天堂大学

早坂　尚人 順天堂大学

監督 大竹　秀一 船橋市立船橋高等学校

鈴木　茂斗 船橋市立船橋高等学校

杉本　海誉斗 船橋市立船橋高等学校

村山　覚人 船橋市立船橋高等学校

安達　太一 船橋市立船橋高等学校

上山　廉太郎 船橋市立船橋高等学校

監督 神崎　俊 株式会社フジスポーツクラブ

花島　なつみ 東京学館高等学校

吉村　萌惠美 東京学館高等学校

青木　梨奈 東京学館高等学校

日沖　愛子 東京学館高等学校

尾藤　由夏 市川市立南行徳中学校

所属名

9 体操

少年女子

競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名

選手

選手

選手

少年男子

成年男子

競技

選手

選手

選手

少年女子

少年男子

成年男子

バレーボール8

ビーチバレーボール男子

６人制

選手



監督 塩屋　恵美子 昭和学院高等学校

岩沢　希実 昭和学院高等学校

堂園　明香里 昭和学院高等学校

石井　陽向 昭和学院高等学校

志間　菜乃子 昭和学院高等学校

栫井　優 昭和学院高等学校

監督 横山　廣美 船橋市立三田中学校

川嵜　桃子 千葉県立栄特別支援学校

磯貝　恵子 SMBC融資事務サービス株式会社

平田　えりか 鎌ヶ谷市立五本松小学校

関根　彩乃 丸紅紙パルプ販売株式会社

目　千紘 ヤマト運輸株式会社

大河原　晶子 三菱地所コミュニティ株式会社

佃　夏子 マニュライフ生命

梅澤　裕貴 荏原実業株式会社

余郷　美奈 三井住友銀行　新橋支店

吉田　有里 三井住友銀行　神保町支店

水野　妃奈乃 拓殖大学

成年男子・女子 監督 吉田　雅明 千葉県立佐倉西高等学校

ﾌﾘｰ61kg級 髙安　直人 髙安組

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ71kg級 神田　航也 大東文化大学

ﾌﾘｰ74kg級 梅林　太朗 早稲田大学

ﾌﾘｰ97kg級 長　知宏 GENスポーツアカデミー

ﾌﾘｰ125kg級 宮原　将裕 大東文化大学

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ85kg級 中井　伸一 中央大レスリングクラブ

女子 ﾌﾘｰ53kg級 須﨑　優衣 安部学院高等学校

監督 大澤　友博 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ50kg級 竹下　雄登 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ55kg級 服部　大虎 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ60kg級 山口　海輝 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ74kg級 山田　脩 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ84kg級 井筒　勇人 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ120kg級 ABID　HAROON 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ96kg級 白井　逹也 日本体育大学柏高等学校

成年男女 監督 宮野　美恵子 千葉県セーリング連盟

470級 渡邊　哲雄 株式会社エス・ピー・ネットワーク

470級 岩井　俊樹 早稲田大学

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級 島本　拓也 市原市役所

ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 阿知波　宏明 住友商事株式会社

SS級 内藤　祥緒 千葉県セーリング連盟

SS級 石川　紗葉子 株式会社京葉銀行　鎌取支店

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級 杉浦　智香 千葉県セーリング連盟

ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 河村　真生 亀田総合病院

少年男女 監督 天貝　謙介 千葉県立生浜高等学校

420級 谷　望 千葉市立稲毛高等学校

420級 松島　広輔 千葉市立稲毛高等学校

ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 宮野　鴻 千葉県立磯辺高等学校

420級 岩﨑　祐奈 千葉県立磯辺高等学校

420級 和田　萌 千葉県立磯辺高等学校

ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 菅沼　汐音 渋谷教育学園幕張高等学校

全種別 監督 新後　はるか 千葉県立市川昴高等学校

５３kg級 佐野　優図 小久保製氷冷蔵株式会社

６９kg級 平塚　健太 千葉県立松戸国際高等学校

６９kg級 石川　雄也 千葉県立松戸国際高等学校

７７kg級 榎本　星矢 千葉県立市川昴高等学校

８５kg級 片桐　快哉 千葉県立松戸国際高等学校

５３kg級 鈴木　梨羅 早稲田大学

６３kg級 安藤　美希子 株式会社キュアリアス

競技 種別 種目 役割

13

体操9 少年女子

氏　名 所属名競技No

成年女子バスケットボール10

選手

選手

選手

女子

少年男子

12

少年男子

成年男子

レスリング11

少年女子

少年男子

成年女子

成年男子

成年男子

ウエイトリフティング

セーリング

選手

選手

選手

選手
新体操



監督 飯名　剛士 千葉県立柏高等学校

田中　直樹 ソフトバンクコマース&サービス株式会社

佐藤　奏吉 JOC

酒井　雅彦 市川市立八幡小学校

井沼田　賢一 三菱UFJ信託銀行

小川　隼平 千葉市立真砂東小学校

佐野　清貴 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社

北詰　明未 中央大学

島田　純 順天堂大学

峰岸　勁志郎 順天堂大学

羽諸　大雅 早稲田大学

大崎　弘市 中央大学

臼田　翔馬 中央大学

監督 池畑　大 昭和学院高等学校

青沼　健太 昭和学院高等学校

島村　悠太 昭和学院高等学校

原　悠介 昭和学院高等学校

中沢　優大 昭和学院高等学校

澤　祐樹 昭和学院高等学校

松本　雄太 昭和学院高等学校

向山　渓星 昭和学院高等学校

藤田　和馬 昭和学院高等学校

髙橋　宗汰 市川高等学校

中村　匠 市川高等学校

武者　太一 市川高等学校

加瀬　駿也 東京学館高等学校

監督 里見　香代子 昭和学院高等学校

石井　なな子 昭和学院高等学校

成嶋　美優 昭和学院高等学校

原田　憂蘭 昭和学院高等学校

小沼　千咲 昭和学院高等学校

山本　里咲 昭和学院高等学校

江田　彩乃 昭和学院高等学校

松本　桃香 昭和学院高等学校

河原　菫 日本体育大学柏高等学校

田中　優里 昭和学院高等学校

佐々木　はるか 昭和学院高等学校

渡邊　かのん 昭和学院高等学校

江連　織圭 昭和学院高等学校

成年男子・女子 監督 阿部　智篤 千葉経済大学附属高等学校

ｹｲﾘﾝ/ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 板倉　玄京 明治大学

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ/ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 荒川　仁 明治大学

ｽｸﾗｯﾁ/ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 中村　龍太郎 住友建機株式会社

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ/ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 原　裕紀 順天堂大学

1KmTT/ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 菊山　将志 日本写真判定株式会社

女子 スクラッチ 中村　妃智 日本写真判定株式会社

監督 池田　弘志 拓殖大学紅陵高等学校

1KmTT 積田　頼輝 拓殖大学紅陵高等学校

スプリント 杉本　鉄馬 千葉経済大学附属高等学校

監督 藤原　亮二 松戸市役所

林田　和樹 ヨネックス株式会社

髙月　拓磨 ヨネックス株式会社

十津川　将義 市川市役所

齋藤　大樹 明治大学

溝端　亮二 日本体育大学

監督 齋藤　広宣 松戸市役所

神谷　絵梨奈 ヨネックス株式会社

黑木　瑠璃華 ヨネックス株式会社

齊藤　香純 明治大学

大久保　京香 慶應義塾大学

大井　樹来 ヨネックス株式会社

所属名競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名

ソフトテニス16

14

15

成年女子

成年男子

選手

選手

選手
成年男子

少年男子

少年女子

ハンドボール

選手

選手

少年男子

自転車

選手

選手
成年男子



監督 東　慎一郎 木更津総合高等学校

土佐　遼汰 木更津総合高等学校

平田　隼風 木更津総合高等学校

伊藤　啓悟 木更津総合高等学校

高杉　龍二 木更津総合高等学校

山下　真央 木更津総合高等学校

監督 島根　輝治 和洋国府台女子高等学校

林　めぐみ 東京富士大学

金子　碧衣 早稲田大学

田中　千秋 早稲田大学

監督 渡邉　稔之 千葉経済大学附属高等学校

逆井　涼太 千葉経済大学附属高等学校

法京　雅樹 千葉経済大学附属高等学校

池田　光太郎 木更津総合高等学校

選手兼監督 白鳥　仁 松戸市役所

野中　亮 松戸市役所

滝沢　義康 松戸市役所

塩田　隼也 松戸市役所

斉藤　有弘 松戸市役所

小道　幸太 松戸市役所

酒井　啓行 松戸市役所

真中　恵介 松戸市役所

平井　宏樹 松戸市役所

大﨑　健吾 松戸市役所

石本　暁 松戸市役所

奥川　裕幸 松戸市役所

榎本　知也 松戸市役所

安孫子　裕樹 松戸市役所

石井　匠 松戸市役所

鈴木　博之 松戸市役所

監督 山本　勇吾 千葉県立袖ヶ浦高等学校

笠松　亮太 ダイニッカ株式会社　東京支店

後藤　鷹輔 拓殖大学紅陵高等学校

花下　豊 東京農業大学

監督 角田　昌 拓殖大学紅陵高等学校

長谷川　柊平 拓殖大学紅陵高等学校

岸本　涉利 拓殖大学紅陵高等学校

ビャンバスレン 日本体育大学
柏高等学校

水間　龍 拓殖大学紅陵高等学校

岸本　梨玖 拓殖大学紅陵高等学校

監督 江里口　裕子 オリンピッククラブ

ＨＭ 髙田　友裕 アニマルベジテイションカレッジ

馬場 伴　孝徳 四街道グリーンヒル乗馬クラブ

福島　大輔 ＳＴＡＲ　ＨＯＲＳＥＳ

水山　大輔 成田乗馬クラブ

小牧　加矢太 北総乗馬クラブ

馬場 伴　美恵子 四街道グリーンヒル乗馬クラブ

福島　章 ＳＴＡＲ　ＨＯＲＳＥＳ

木村　早希子 青山学院大学

馬場 渡邊　一貴 アニマルベジテイションカレッジ

安西　紘一 広尾学園中学校

両角　春翔 香取市立佐原中学校

選手兼監督 柳原　宏昭 松戸市役所

小田　康平 朝日大学

薗田　嶺太 専修大学

選手兼監督 飯島　奈緒 船橋放課後ルーム

大木　菜緒 学習院大学

山本　明日香 東京女子体育大学

監督 春日　龍二 千葉県立検見川高等学校

小田　隆介 千葉県立検見川高等学校

橋爪　雄大 千葉県立検見川高等学校

佐久間　朝陽 千葉県立柏陵高等学校

競技 種別 種目 役割 氏　名 所属名

成年女子

17

18

16

競技No

19

20

21

成年男子

選手

馬術

選手

フェンシング

選手

選手フルーレ

フルーレ・サーブル

フルーレ・エペ

少年男子

障害

障害

障害
成年男子

成年女子

少年

選手

全種別

選手
少年男子

成年女子

相撲

成年男子

少年男子
選手

選手

選手
成年男子軟式野球

卓球

選手
少年男子ソフトテニス



監督 中濱　真吾 京葉ガス

石川　勇太 日本体育大学

須藤　紘司 京葉ガス

加藤　博剛 千葉県警察

細谷　京亮 千葉県警察

下山　徳大 了德寺学園

監督 田中　良明 千葉経済大学附属高等学校

市川　龍之介 習志野市立習志野高等学校

岩下　玄太 習志野市立習志野高等学校

板東　虎之輔 木更津総合高等学校

畠山　竜弥 東海大学付属浦安高等学校

大淵　泰志郎 木更津総合高等学校

監督 石渡　正明 千葉県立八千代高等学校

横山　澄香 千葉県立八千代高等学校

長野　七海 千葉薬品

川城　莉子 千葉県立八千代高等学校

吉田　菜美 千葉県立八千代高等学校

緒方　亜香里 了德寺学園

監督 佐藤　洋介 千葉経済大学附属高等学校

久本　美波 千葉経済大学附属高等学校

柗丸　優香 千葉経済大学附属高等学校

小西　彩末 木更津総合高等学校

切石　結女 千葉経済大学附属高等学校

大石　沙和 千葉経済大学附属高等学校

佐久間　桃香 千葉経済大学附属高等学校

小倉　美衣菜 千葉経済大学附属高等学校

鈴木　真唯 木更津総合高等学校

前田　衣里奈 千葉経済大学附属高等学校

田村　優佳 千葉経済大学附属高等学校

川村　莉緒 木更津総合高等学校

眞嶋　花 千葉経済大学附属高等学校

笠原　朱里 千葉経済大学附属高等学校

監督 行方　晋 千葉敬愛高等学校

渡辺　剛気 千葉敬愛高等学校

佐藤　夏己 千葉敬愛高等学校

大城　海生 千葉敬愛高等学校

山崎　稜太 千葉敬愛高等学校

加藤　友弥 千葉敬愛高等学校

新谷　真生 千葉敬愛高等学校

増田　翔太 千葉敬愛高等学校

蓮沼　陸 千葉敬愛高等学校

橋本　純基 千葉敬愛高等学校

四宮　敬大 千葉敬愛高等学校

時田　達海 千葉敬愛高等学校

竹ケ原　和礼 千葉敬愛高等学校

五十嵐　啓介 千葉敬愛高等学校

監督 飯田　武司 中央学院高等学校

青木　優子 株式会社ハイパー

木村　瞳 JAとうかつ中央　鎌ケ谷支店

石橋　美咲子 東京情報大学

監督 稲田　聡 西武台千葉高等学校

相澤　桃李 西武台千葉高等学校

中村　祐二 西武台千葉高等学校

鹿島　隆聖 昭和学院高等学校

監督 長　新人 銚子市立銚子高等学校

國分　彗 千葉県立千葉南高等学校

佐野　翔 成田高等学校

森　富太郎 成田高等学校

石毛　真帆 千葉県立佐原高等学校

紀ノ國　由衣 銚子市立銚子高等学校

岡野　未夢 千葉県立佐原高等学校

競技 種別 種目 役割 氏　名

弓道

所属名

23

24

競技No

25

22

バドミントン

選手

選手

選手

少年女子

少年男子

少年男子

成年女子

柔道

選手

選手
少年女子

少年男子

ソフトボール

選手

選手

選手
成年男子

少年男子

女子



全種別 監督 藤平　敏 千葉県立茂原樟陽高等学校

50m P60M 金坂　広幸 末広自動車工業株式会社

10m S60M/P60M 井尻　圭亮 慶應義塾大学

10mAP60M 金木　康知 千葉県警察本部

CP 60M/30M 石渡　脩平 千葉県警察本部

10mS40W 千葉　朔海 早稲田大学

10mAP40W 中山　亜弥 千葉県警察本部

10mS60JM 神崎　晃汰 千葉県立茂原樟陽高等学校

BRS60JM 公賀　亜久理 千葉県立佐倉東高等学校

10mS40JW 石原　花鈴 千葉県立茂原樟陽高等学校

BRS40JW 狩野　絢麻音 千葉県立佐倉東高等学校

選手兼監督 重松　公明 千葉県警察

佐藤　弘隆 千葉県警察

軽米　拓麿 千葉県立京葉高等学校

蒔田　直人 千葉県警察

鷲見　象平 千葉県警察

選手兼監督 深山　光一 千葉県立流山北高等学校

為成　智広 サンフロンティア不動産

堀口　裕二 下総海上自衛隊

山本　秀文 NEC

石橋　達也 千葉県立泉高等学校

石本　海斗

窪田　幸一郎 NEC

加部　恭史 千葉県総合スポーツセンター

為成　伸広 千葉県立小金高等学校

日高　健 NEC

森　功至    クボタ

監督 飯田　ゆか グラビティリサーチTOKYO BAY

村井　隆一 APEX SOLUTIONS

島谷　尚季 流通経済大学

ＳＬ 監督 井田　涼介 浦安市役所

成年男子 山本　嶺 駿河台大学

成年女子 上野　由斐 千葉県立津田沼高等学校

ＳＰ 監督 秋葉　一憲 香取市役所

ＳＰ－Ｋ１ 山口　慶一 立命館大学

ＳＰ－Ｃ１ 八角　周平 筑波大学

ＳＰ－Ｋ１ 福井　伸紘 千葉県立小見川高等学校

伊藤　翔紀 千葉県立佐倉高等学校

田中　大貴 千葉県立佐倉高等学校

染谷　光輝 千葉県立佐倉高等学校

水田　雄眞 千葉県立佐倉高等学校

ＳＰ－Ｃ１ 鈴木　涼太 千葉県立小見川高等学校

本田　哲平 千葉県立佐倉高等学校

杉嶋　鉄也 千葉県立佐倉高等学校

ＳＰ－Ｋ１ 髙野　真緒 千葉県立小見川高等学校

柳堀　あいり 千葉県立小見川高等学校

諏訪　智美 千葉県立小見川高等学校

監督 小森　政之 千葉県立京葉高等学校

山本　陽生 千葉英和高等学校

平川　太将 千葉県立流山おおたかの森高等学校

清田　貴久 千葉英和高等学校

全種別 監督 馬場　秀和 株式会社かわでん

組手軽量級 池澤　元太 国際武道大学

組手中量級 橋本　翼 有限会社　八正道

組手重量級 木村　耀人 東洋大学

女子形 清和田　雅美 キッコーマン株式会社

女子組手 天野　美雅 駒沢大学

少年男子 男子組手 宮﨑　光 拓殖大学紅陵高等学校

少年女子 女子組手 鈴木　更彩 拓殖大学紅陵高等学校

選手兼監督 乙丸　勝樹 陸上自衛隊第１空挺団

岩下　英樹 陸上自衛隊第１空挺団

原田　慎吾 陸上自衛隊第１空挺団

所属名競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名

選手
成年男子銃剣道33

山岳

30

29

アーチェリー31

選手
成年女子

選手

ＳＰ－Ｋ２

26

少年女子

少年男子

成年男子

成年男子

カヌー

28

27
選手

成年男子剣道

選手

少年女子

少年男子

成年女子

成年男子

選手
７人制成年男子ラグビーフットボール

ライフル射撃

空手道32

少年男子

選手

選手

ＳＰ－Ｃ２

ＳＰ－Ｋ４

ＳＬ－Ｋ１

成年男子

選手



選手兼監督 秋葉　隆行 西千葉接骨院

林　直樹 林自動車

戸村　輝雄 日立建機日本株式会社関東支社成田営業所

関本　武 ANAラインメンテナンステクニクス株式会社

石出　信 有限会社ジャパンオート販売

三上　佳也 夷隅郡市広域市町村圏事務組合

監督 住母家　喜代美

五十嵐　史子 船橋市立前原中学校

道端　琴美 君津市役所

大久保　美里 千葉工業大学

石川　あす夏 千葉県立千葉女子高等学校

磯貝　七海 千葉県立千葉女子高等学校

齋藤　衣吹 千葉県立千葉女子高等学校

監督 渡辺　勇 千葉県ボウリング連盟

鈴木　大介 有限会社三和建装工業所

吉野　貴宣 株式会社晴恒

西川　弘樹 株式会社ニトリ

平野　一平 ヤマトシステム開発株式会社

監督 張ヶ谷　富美子 張ヶ谷税理士事務所

向谷　美咲 パナソニックリビング首都圏・関東株式会社

伊藤　てるみ 千葉県ボウリング連盟

髙山　実樹 東レ・ダウコーニング株式会社千葉工場

石井　茉里子 東邦大学

監督 谷澤　重男 千葉県ボウリング連盟

佐藤　龍生 千葉県立八千代高等学校

岩井　俊輔 千葉県立成田北高等学校

監督 小松　永宜 公益社団法人日本プロボウリング協会

向谷　優那 船橋市立船橋高等学校

水野　あやか 千葉県立富里高等学校

監督 鈴木　久男 千葉県アマチュアゴルフ協会

羽藤　勇司 日本ウェルネススポーツ大学

櫛山　勝弘 専修大学

小泉　正樹 日本大学

吉田　優利 麗澤高等学校

長野　未祈 麗澤高等学校

羽藤　和奏 わせがく高等学校

監督 日暮　浩之 有限会社太左衛門

武田　正輝 千葉学芸高等学校

鈴木　晃祐 西武台千葉高等学校

中村　勇貴 拓殖大学紅陵高等学校

63

463

25

551

※ 「選手兼監督」は「選手」として数える。

※ 馬術競技の「ＨＭ」は「監督」として数える。

千葉県選手団　計

本部役員

選手

監督

競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名 所属名

37

少年女子

選手

選手

少年男子

女子

成年男子

ゴルフ

成年女子

35 なぎなた

選手
成年男子クレー射撃34

選手

選手

選手

選手

選手

少年女子

少年男子

成年女子

成年男子

36 ボウリング


