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成年男子 戸邉　直人 ○ つくばツインピークス
ジャカルタ・アジア大会男子走高跳第3位、第102回日本陸上競
技選手権大会（走高跳）第2位

成年男子 伊東　利来也 早稲田大学 第102回日本陸上競技選手権大会（400ｍ）第3位

成年男子 山本　竜大 日本大学 第102回日本陸上競技選手権大会（400ｍハードル）第5位

成年女子 上田　未奈 ○ 城西大学 第102回日本陸上競技選手権大会（1500ｍ）第4位

成年女子 村上　夏美 ○ 早稲田大学 第102回日本陸上競技選手権大会（400ｍハードル）第7位

少年男子A 海鋒　泰輝 西武台千葉高等学校 平成30年度インターハイ（走幅跳）優勝

少年女子A 小林　歩未 船橋市立船橋高等学校 平成30年度インターハイ（100mハードル）優勝

成年男子 松元　克央 ○ 明治大学/セントラルスポーツ
ジャカルタ・アジア大会男子4×100ｍリレー・4×200ｍリレー
優勝、200m自由形第2位

成年女子 寺村　美穂 ○ セントラルスポーツ ジャカルタ・アジア大会女子200ｍ個人メドレー第3位

成年女子 持田　早智 ○
日本大学/スポーツクラブ＆スパ
ルネサンス幕張

ジャカルタ・アジア大会女子200ｍバタフライ第2位、リオデ
ジャネイロオリンピック女子自由形4×200mリレー第8位

少年男子 畑　大雅 船橋市立船橋高等学校 U-17日本代表

少年男子 石田　侑資 船橋市立船橋高等学校 U-16日本代表

成年男子 小林　雅哉 ○ 早稲田大学
平成27年度国体優勝、平成28年度インカレ優勝
平成29年度ユニバーシアード代表

少年男子 白石　光 ○ 秀明八千代高等学校
平成29年度全国高校選抜個人戦優勝、平成30年度インターハイ
三冠（団体・シングルス・ダブルス）

少年女子 宮本　愛弓 日出高等学校
日本ランキング49位、2017全仏オープンジュニアダブルスベス
ト4、2017全日本ジュニア18歳以下ダブルス優勝

ボート 少年男子 大竹　海斗 千葉県立小見川高等学校 平成30年度関東高等学校ボート大会優勝

成年男子 片岡　亜沙人 東京農業大学 アマチュア・台北市カップ優勝

少年男子 堤　麗斗 ○ 習志野市立習志野高等学校
2017アジアジュニア選手権大会・平成30年度インターハイライ
ト級優勝

男子 上場　雄也
レガロスポーツコミュニティ/松戸
レガロ

ジャカルタ・アジア大会日本代表

男子 柴田　大助 丸紅建材リース株式会社
2017U-23ポイントランキング1位
JBVサテライト横浜大会準優勝、JBV宮古島大会優勝

成年男子 湯浅　賢哉 ○ 順天堂大学 第2回ユースオリンピック鉄棒優勝

成年男子 杉本　海誉斗 日本体育大学 NHK杯個人第15位、全日本インカレ団体優勝

少年男子 村山　覚人 ○ 船橋市立船橋高等学校
アジアジュニア選手権個人総合優勝、全日本ジュニア選手権個
人総合優勝、ジュニアナショナル強化指定選手

少年男子 橋本　大輝 船橋市立船橋高等学校
アジアジュニア選手権大会ゆか・鞍馬優勝、インターハイ個人
総合第2位

少年女子 塙　颯香 ○
東京学館高等学校/フジスポーツク
ラブ

NHK杯個人第12位、ジュニアナショナル強化指定選手、ジャカ
ルタ・アジア大会女子種目別ゆか第8位

成年男子 宇田川　一馬 新生紙パルプ商事 第62回全日本学生選手権大会優勝

少年男子 濱野　裕稀 千葉県立幕張総合高等学校 U-18日本代表候補選手

少年男子 山田　脩 日本体育大学柏高等学校
平成30年度JOC杯優勝、アジアカデット優勝、世界カデット準
優勝

少年男子 竹下　雄登 日本体育大学柏高等学校 平成29年度インターハイ優勝

少年男子 白井　逹也 ○ 日本体育大学柏高等学校
平成29年度国体優勝、平成28年度国体準優勝、世界カデット出
場

少年男子 宮本　海渡 日本体育大学柏高等学校 平成29年度全国選抜優勝

少年男子 田南部　魁星 日本体育大学柏高等学校 平成30年度JOC杯優勝、世界カデット代表

成年男子 高安　直人 有限会社高安組 平成28年度・29年度国体第3位

成年男子 梅林　太朗 早稲田大学 平成30年度JOC杯準優勝、平成30年度アジアジュニア大会第3位

成年男子 吉田　ケイワン 日本大学 平成30年度JOC杯準優勝、平成30年度アジアジュニア大会代表

成年男子 佐々木　雄大 明治大学 平成30年度JOC杯準優勝、平成30年度アジアジュニア大会代表

成年女子 五十嵐　未帆 志学館大学 2017年U-23世界選手権優勝・平成29年度全日本選手権準優勝

セーリング 成年女子 菅沼　汐音 ○ 慶應義塾大学
2017年ワールドユース（レーザーラジアル級）日本代表
平成27年度国体優勝、平成29年度国体準優勝

成年男子 佐野　優図 日本体育大学【職員】 平成29年度国体53kg級優勝

少年男子 中泉　龍也 千葉県立八千代西高等学校 平成30年度インターハイ77kg級ジャーク第2位

女子 安藤　美希子 ○ 株式会社キュアリアス
リオデジャネイロオリンピック女子58kg級第5位、2018年ジャ
カルタ・アジア大会女子58kg級第3位

女子 松本　潮霞 ALSOK リオデジャネイロオリンピック女子63kg級第9位

成年女子 渡辺　樹 ○ 桐蔭横浜大学 第20回世界女子ジュニア選手権日本代表

成年女子 松浦　志織 ○ 桐蔭横浜大学
第5回U-22東アジア選手権、第14回U-20アジアジュニア選手権
日本代表
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成年男子 高月　拓磨 ヨネックス株式会社
平成30年度全日本実業団選手権大会3位、2017年アジア大会日
本代表

成年女子 黑木　瑠璃華 ヨネックス株式会社 ジャカルタ・アジア大会女子団体優勝

成年男子 福島　大輔
佐倉ライディングクラブ/スター
ホース

ジャカルタ・アジア大会障害馬術団体第2位、リオデジャネイ
ロオリンピック出場、平成29年度全日本障害選手権優勝

成年男子 水山　大輔 成田乗馬倶楽部 平成27年度国体優勝

成年女子 朴本　真侑 成田乗馬倶楽部 平成29年度国体優勝

少年 安西　紘一 ○ 日本航空高等学校/スターホース 平成29年度国体優勝(少年)

フェンシング 成年女子 溝口　礼菜 ○ 早稲田大学 ジュニアワールドカップ女子ジュニアフルーレ日本代表

成年男子 加藤　博剛 千葉県警察 平成29年度・30年度全日本柔道選手権第3位

少年男子 板東　虎之輔 木更津総合高等学校 平成30年度インターハイ―81ｋｇ級優勝

少年男子 皆川　大記 千葉経済大学附属高等学校 平成30年度インターハイ―100ｋｇ級優勝

女子 緒方　亜香里 了徳寺学園 2017年皇后杯全日本女子柔道選手権第3位

女子 新井　風花 千葉県立八千代高等学校 平成30年度インターハイ―57ｋｇ級第3位

少年男子 蓮沼　陸 千葉敬愛高等学校 平成29年度国体・全国選抜第3位

少年男子 増田　翔太 千葉敬愛高等学校 平成29年度国体・全国選抜第3位

少年女子 笠原　朱里 ○ 千葉経済大学附属高等学校 平成29年度国体優勝、2017年U-16カナダカップ優勝

少年女子 杉浦　穂華 千葉経済大学附属高等学校 2018年U-16カナダカップ優勝

バドミントン 少年女子 栗原　あかり 〇 西武台千葉高等学校 2017年U-19ジュニアナショナルチーム

成年男子 井尻　圭亮 慶應義塾大学 平成29年度国体優勝

少年女子 目羅　渚 茂原北陵高等学校 平成29年度全国高校選抜BR優勝、東アジアユース大会日本代表

成年男子 岩切　勇磨 国際武道大学 平成29年度インターハイ個人優勝

成年男子 小谷　明徳 千葉県警察 全日本選手権大会第2位

成年男子 鈴木　剛 千葉県警察 全日本選手権大会優勝

成年男子 山本　秀文 NEC/ライオンファングス 7人制元日本代表、平成28年度国体第3位

成年男子 藤原　健太 日鉄住金物流/新日鐵住金君津 7人制元日本代表候補

成年男子 堀口　裕二 下総海上自衛隊/日本IBM 平成28年度国体第3位

成年男子 石本　海斗 株式会社ネオキャリア/日本IBM 平成28年度国体第3位

成年男子 島谷　尚季 ○ 流通経済大学 2017ＩＦＳＣ世界選手権リード日本代表

成年男子 村井　隆一 APEX SOLUSIONS 2018ＩＦＳＣ世界選手権ボルダリング日本代表

成年男子 八角　周平 ○ 筑波大学 U-23日本代表

少年女子 柳堀　あいり 千葉県立小見川高等学校 ジュニア日本代表

少年女子 諏訪　智美 ○ 千葉県立小見川高等学校 ジュニア日本代表

少年女子 髙野　真緒 ○ 千葉県立小見川高等学校 ジュニア日本代表

少年女子 髙橋　星菜 千葉県立小見川高等学校 ジュニア日本代表

カヌー（SL） 成年男子 山本　嶺 ○ 株式会社極洋 U-23日本代表

成年男子 本　一将 ○ 株式会社エージーピー
形、2018年Karate１シリーズAスペイン大会・オーストラリア
大会優勝

少年男子 岡本　拳 拓殖大学紅陵高等学校
形、ナショナルチームジュニア、平成30年度インターハイ第3
位

少年女子 嶋田　さらら 秀明八千代高等学校 組手、平成30年度インターハイ第3位

クレー射撃 成年男子 関本　武
ANAラインメンテナンステクニクス
株式会社

茨城国体リハーサル大会個人第2位

ボウリング 成年女子 向谷　美咲 ＩＴカンファ―株式会社
ジャカルタ・アジア大会女子6人チーム第6位、平成28年度国体
4人戦優勝、2人戦第2位、個人戦第3位、平成29年度国体2人戦
第3位

女子 長野　未祈 ○ 麗澤高等学校 2018関東女子アマ優勝

女子 吉田　優利 ○ 麗澤高等学校 日本女子ナショナルチーム選抜選手、2018日本女子アマ優勝

成年女子 上田　藍
ペリエ・グリーンタワー・ブリヂ
ストン・稲毛インター

平成27年・28年日本選手権優勝、平成28年度国体優勝

成年男子 渡部　晃大朗 ○ カンパニオ アジアカップニュー台北第2位、平成29年日本選手権第6位
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※2　基準：各競技団体から提出のあった注目選手一覧から、五輪代表・日本代表・全国大会優勝（個人)等の該当者を抜粋。
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※1　千葉県が「東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業」において指定する「特別強化指定選手」。


