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競技 種別 種目 氏 名 所属名 結果 

陸上 

少年男子Ａ ハンマー投 山本 令央 木更津総合高等学校 ３位 

少年女子Ａ 

400mH 村上 夏美 成田高等学校 １位 

400m 秦野 南美 東海大市原望洋高等学校 ３位 

3000m 加世田 梨花 成田高等学校 ３位 

少年女子Ｂ 800m 石川 英沙 成田高等学校 ３位 

水泳 

少年女子 A 

メドレーリレー 

湯原 利佳 渋谷教育学園幕張高等学校 

１位 
徳永 彩花 市川高等学校 

徳永 美緒 昭和学院高等学校 

持田 早智 千葉商科大学付属高等学校 

フリーリレー 

柏崎 清花 千葉商科大学付属高等学校 

２位 
徳永 美緒 昭和学院高等学校 

奥田 さわ 千葉県立銚子高等学校 

持田 早智 千葉商科大学付属高等学校 

200m背泳ぎ 湯原 利佳 渋谷教育学園幕張高等学校 ２位 

100m自由形 持田 早智 千葉商科大学付属高等学校 ２位 

少年女子Ｂ 

100mバタフライ 飯塚 千遥 銚子市立銚子高等学校 ２位 

メドレーリレー 

松島 香帆 東海大学付属浦安高等学校 

３位 

鈴木 菜々花 銚子市立銚子高等学校 

飯塚 千遥 銚子市立銚子高等学校 

松村 多恵 船橋市立七林中学校 

P８ 

 第７１回国民体育大会「希望郷いわて国体」の中心会期が１０月１日（土）～１０月１１日（火）の

１１日間、岩手県各地において、「広げよう 感動。伝えよう 感謝。」のスローガンのもと開催されま

した。 

少年種別の選手が大いに活躍し、千葉県は、男女総合成績（天皇杯得点）５位、女子総合成績（皇后

杯得点）７位となりました。 

個人・団体３位以上の成績を収めた「チームちば」ジュニア選手の活躍を紹介します。 

 



競技 種別 種目 氏 名 所属名 結果 

ボクシング 少年男子 ミドル級 根本 拳太 千葉県立沼南高等学校 １位 

体操 

少年男子 競技 

湯浅 賢哉 船橋市立船橋高等学校 

１位 

谷川 翔 船橋市立船橋高等学校 

中川 将径 習志野市立習志野高等学校 

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 

少年女子 新体操 

吉越 彩恵 昭和学院高等学校 

１位 

堂園 明香里 昭和学院高等学校 

志間 菜乃子 昭和学院高等学校 

石井 陽向 昭和学院高等学校 

財津 莉奈 昭和学院高等学校 

レスリング 

女子 ﾌﾘｰ 53kg 級 須﨑 優衣 安部学院高等学校 １位 

少年男子 
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 

96kg級 
白井 逹也 日本体育大学柏高等学校 ２位 

少年男子 ﾌﾘｰ 50kg 級 服部 大虎 日本体育大学柏高等学校 ３位 

少年男子 ﾌﾘｰ 60kg 級 伊藤 謙心 日本体育大学柏高等学校 ３位 

少年男子 
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 

74kg級 
井筒 勇人 日本体育大学柏高等学校 ３位 

少年男子 
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 

84kg級 
佐々木 雄大 千葉県立野田中央高等学校 ３位 

セーリング 少年女子 ４２０級 

石井 茜 千葉県立磯辺高等学校 

３位 

盛田 冬華 千葉県立磯辺高等学校 

ウエイトリフティ

ング 
少年男子 ７７ｋｇ級 ｽﾅｯﾁ 吉井 暖登 千葉県立松戸国際高等学校 ３位 

馬術 少年 

標準障害飛越 木村 早希子 文京学院大学女子高等学校 １位 

リレー 

木村 早希子 文京学院大学女子高等学校 

１位 

下野 あずみ 聖心女子学院高等科 

トップスコア 木村 早希子 文京学院大学女子高等学校 ２位 
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競技 種別 種目 氏 名 所属名 結果 

ソフトボール 少年女子   

伊藤 貴世美 千葉経済大学附属高等学校 

１位 

佐久間 桃香 千葉経済大学附属高等学校 

切石 結女 千葉経済大学附属高等学校 

甲野 紋加 千葉経済大学附属高等学校 

上杉 緋呂 千葉経済大学附属高等学校 

川上 真奈 千葉経済大学附属高等学校 

須見 友香 千葉経済大学附属高等学校 

小野寺 詩織 千葉経済大学附属高等学校 

辻 楓 木更津総合高等学校 

八木 伶菜 木更津総合高等学校 

隈元 愛子 木更津総合高等学校 

小澤 彩稀 木更津総合高等学校 

佐藤 有紗 木更津総合高等学校 

バドミントン 少年女子   

有川 友理奈 西武台千葉高等学校 

３位 小沼 みなみ 西武台千葉高等学校 

岡部 天 西武台千葉高等学校 

弓道 少年男子 遠的 

和泉 敦也 成田高等学校 

３位 中島 巧 成田高等学校 

森 富太郎 成田高等学校 

カヌー 少年男子 

Ｃ２ 500m 

八角 周平 千葉県立佐原高等学校 

１位 

鈴木 涼太 千葉県立小見川高等学校 

Ｃ２  200m 

八角 周平 千葉県立佐原高等学校 

２位 

鈴木 涼太 千葉県立小見川高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

P１０                目次へ 


