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１００ｍ １位 瀬尾　英明 西武台千葉高等学校

走幅跳 １位 海鋒　泰輝 西武台千葉高等学校

ハンマー投 １位 丸山　裕己 木更津総合高等学校

４００ｍ ２位 荘司　晃佑 成田高等学校

５０００ｍ競歩 ２位 加瀬　雄大 成田高等学校

１１０ｍハードル ２位 天岳　直樹 東海大学付属浦安高等学校

少年女子Ａ １００ｍハードル １位 小林　歩未 船橋市立船橋高等学校

少年女子Ｂ １００ｍハードル １位 岩佐　茉結子 成田高等学校

５０ｍ自由形 ２位 西條　智也 千葉商科大学付属高等学校

１００ｍバタフライ ２位 井上　海 東海大学付属浦安高等学校

永藤　修一 成田高等学校

落合　兼優 千葉商科大学付属高等学校

井上　海 東海大学付属浦安高等学校

西條　智也 千葉商科大学付属高等学校

少年女子Ｂ １００ｍバタフライ ２位 遠山　乃梨 市川市立第六中学校

倉田　一唯 日本体育大学柏高等学校

味坂　佳利偉 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18

齋藤　騎斗 柏レイソルU-18

木村　哲大 船橋市立船橋高等学校

藤本　隼斗 柏レイソルU-18

畑　大雅 船橋市立船橋高等学校

戸田　伊吹 柏レイソルU-18

小林　智輝 日本体育大学柏高等学校

清水　勇貴 柏レイソルU-18

佐久間　賢飛 船橋市立船橋高等学校

揖斐　俊斗 柏レイソルU-18

田村　蒼生 柏レイソルU-18

前田　大地 柏レイソルU-18

宇賀　凛 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18

井上　凱斗 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18

本吉　利安 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18

宮本　愛弓 日出高等学校

西郷　里奈 秀明八千代高等学校

ボート 少年男子 シングルスカル １位 大竹　海斗 千葉県立小見川高等学校

競技 種別 種目

陸上

サッカー 少年男子 ３位

水泳
３位

３位

４×１００ｍメドレーリレー

少年男子Ｂ

少年女子テニス

氏　名成績 所属名

少年男子Ａ

少年男子共通

 第７３回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」の会期が９月２９日（土）～１０月９日（火）の 

１１日間、福井県(一部、石川県・静岡県)において、「織りなそう 力と技と美しさ」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）第５位、女子総合成績 

（皇后杯得点）第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。 
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ライト級 １位 堤　麗斗 習志野市立習志野高等学校

ライトウェルター級 １位 髙橋　麗斗 千葉県立沼南高等学校

ウェルター級 ３位 宮田　彪我 習志野市立習志野高等学校

村山　覚人  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

金田　希一  船橋市立船橋高等学校

橋本　大輝  船橋市立船橋高等学校

髙橋　靜波  習志野市立習志野高等学校

吉村　萌惠美 東京学館高等学校

花島　なつみ 東京学館高等学校

芹田　未果子 千葉市立小中台中学校

塙　颯香 東京学館高等学校

青木　梨奈 東京学館高等学校

礒脇　佑真 八千代松陰高等学校

兼重　パトリック 船橋市立船橋高等学校

薬丸　侑平 船橋市立船橋高等学校

工藤　貴哉 八千代松陰高等学校

大澤　響生 船橋市立船橋高等学校

大川　颯斗 船橋市立船橋高等学校

濱野　裕稀 千葉県立幕張総合高等学校

飯塚　環 日本体育大学柏高等学校

松岡　龍磨 八千代松陰高等学校

楊　博 船橋市立船橋高等学校

ダォウダ　ジャキテェ 日本体育大学柏高等学校

フリー５１ｋｇ級 ２位 田南部　魁星 日本体育大学柏高等学校

フリー５５ｋｇ級 １位 竹下　雄登 日本体育大学柏高等学校

フリー９２ｋｇ級 ２位 白井　逹也 日本体育大学柏高等学校

フリー１２５ｋｇ級 １位 宮本　海渡 日本体育大学柏高等学校

グレコローマン７１ｋｇ級 ３位 丸山　蒼生 日本体育大学柏高等学校

谷　望 千葉市立稲毛高等学校

松島　広輔 千葉市立稲毛高等学校

少年女子 レーザーラジアル級 ２位 三浦　帆香 木更津市立浪岡中学校

少年男子 ７７ｋｇ級クリーン＆ジャーク ３位 中泉　龍也 千葉県立八千代西高等学校

馬術 少年 二段階障害飛越 １位 安西　紘一 日本航空高等学校

秋山　竜大 東京学館浦安高等学校

平野　龍也 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

皆川　大記 千葉経済大学附属高等学校

小宮　大倭 木更津総合高等学校

蓮沼　陸 千葉敬愛高等学校

時田　達海 千葉敬愛高等学校

小方　勝平 千葉敬愛高等学校

常石　侑希 千葉敬愛高等学校

内海　慈音 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

西　響希 千葉敬愛高等学校

高橋　智貴 千葉敬愛高等学校

鈴木　悠馬 千葉敬愛高等学校

田中　歩 千葉敬愛高等学校

神尾　拓真 千葉敬愛高等学校

氏　名 所属名

ウエイトリフティング

レスリング

種　目

２位

３位

２位

１位

少年男子

ソフトボール 少年男子

体操
（競技）

柔道

少年男子
セーリング

バスケットボール 少年男子

少年男子

少年女子

少年男子

ボクシング 少年男子

成績競　技 種　別

２位

１位

４２０級
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山田　楓 西武台千葉高等学校

栗原　あかり 西武台千葉高等学校

栗原　琉夏 西武台千葉高等学校

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

髙野　真緒 千葉県立小見川高等学校

髙橋　星菜 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

髙野　真緒 千葉県立小見川高等学校

髙橋　星菜 千葉県立小見川高等学校

松村　知哉 千葉県立流山おおたかの森高等学校

根本　鷹嗣 千葉県立流山おおたかの森高等学校

溝口　裕也 千葉英和高等学校

吉田　優利 麗澤高等学校

長野　未祈 麗澤高等学校

吉澤　柚月 麗澤中学校

競　技 種　別 種　目 成績 氏　名 所属名

カヌー 少年女子

スプリントＫ４（２００ｍ） ２位

２位スプリントＫ４（５００ｍ）

３位女子ゴルフ

少年男子アーチェリー ２位

バドミントン 少年女子 ３位


