
2016．9．9現在

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

400m 酢崎　充洋 日本大学

800m 前田　恋弥 明治大学

110mH 竹吉　大記 早稲田大学

400mH 石田　裕介 早稲田大学

10000mW 永原　秀人 明治大学

走幅跳 毛呂　泰紘 順天堂大学

共通リレー 山根　達矢 日本体育大学

100m 山﨑　海 千葉県立姉崎高等学校

400m 伊東　利来也 成田高等学校

400MH 本間　諒太 成田高等学校

棒高跳 尾﨑　駿翔 日本体育大学柏高等学校

ハンマー投 山本　令央 木更津総合高等学校

100m 瀬尾　英明 西武台千葉高等学校

3000m 安田　博登 船橋市立船橋高等学校

走幅跳 宮﨑　諒也 成田高等学校

走高跳 髙橋　竜輝 東京学館船橋高等学校

三段跳 一戸　和成 船橋市立船橋高等学校

監督 花岡　麻帆 千葉県立幕張総合高等学校

800m 大森　郁香 ロッテ

5000m 中村　萌乃 ユニバーサル エンターティメント

5000mW 道口　愛 自衛隊体育学校

棒高跳 根本　智子 新日鐵住金君津

走り高跳 神坂　莉子 船橋市立船橋高等学校

100m 原田　愛蘭 千葉県立柏中央高等学校

400m 秦野　南美 東海大市原望洋高等学校

3000m 加世田　梨花 成田高等学校

400mH 村上　夏美 成田高等学校

少年女子

選手

所属名

1 陸上

成・少年男子

成年男子

選手

少年男子

成・少年女子

成年女子

第７１回国民体育大会 本大会 選手・監督名簿

競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名

400mH 村上　夏美 成田高等学校

800m 石川　英沙 成田高等学校

走幅跳・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

飛込 谷内　覚 千葉県立船橋二和高等学校

ＯＷＳ 加藤　宗人 千葉県立君津商業高等学校

背泳ぎ 安田　純輝 早稲田大学

平泳ぎ 小日向　一輝 明治大学

バタフライ 平井　健太 明治大学

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

背泳ぎ 山下　奉幸 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 菅野　幹也 渋谷教育学園幕張高等学校

自由形 白石　航 千葉県立柏南高等学校

背泳ぎ 山本　虎之介 千葉商科大学付属高等学校

自由形 今西　慶太 渋谷教育学園幕張高等学校

自由形 野呂　一期 成田高等学校

個人メドレー 市川　晟寛 千葉商科大学付属高等学校

自由形 大谷　幸輝 柏市立中原中学校

背泳ぎ 白井　早弥香　 法政大学

個人メドレー 寺村　美穂 日本大学

バタフライ 平野　香緒里 法政大学

自由形 樋口　恵夢 明治大学

平泳ぎ 下山　夏帆 順天堂大学

選手

2 水泳

全

競泳

監督

成年男子

少年男子

成女



背泳ぎ 湯原　利佳 渋谷教育学園幕張高等学校

平泳ぎ 徳永　彩花 市川高等学校

バタフライ 徳永　美緒 昭和学院高等学校

自由形 持田　早智 千葉商科大学付属高等学校

自由形 奥田　さわ 千葉県立銚子高等学校

個人メドレー 柏崎　清花 千葉商科大学付属高等学校

自由形 込山　瞳 市川高等学校

バタフライ 山川　唯巴　 千葉商科大学付属高等学校

背泳ぎ 松島香帆 東海大学付属浦安高等学校

平泳ぎ 鈴木　菜々花 銚子市立銚子高等学校

自由形 飯塚　千遥 銚子市立銚子高等学校

自由形 松村　多恵 船橋市立七林中学校

成年男子 関口　大輝 日本体育大学

成年女子 岩崎　莉奈 東海大学

男子 平井　康翔 朝日ネット

女子 中島　華穂 西武台千葉高等学校

監督 木村　哲昌 ㈱ＶＯＮＤＳ市原

中島　宏海 ㈱ベイフットボール浦安

藤本　修司 ㈱ＶＯＮＤＳ市原

秋葉　信秀 医療法人社団緑祐会

小石　哲也 社会福祉法人市原うぐいす会特別養護老人ホーム緑祐の郷

濱屋　祐輝 ㈱ＶＯＮＤＳ市原

宮内　亨 市原市立五所小学校

秋葉　勇志 ㈱ベイフットボール浦安

村田　翔 ㈱ベイフットボール浦安

田中　俊哉 ㈱ベイフットボール浦安

棚橋　雄介 ㈱ＶＯＮＤＳ市原

竹中　公基 ㈱ベイフットボール浦安

臼杵　裕太　 朝日メディアネットワーク

島田　祐輝 ㈱ＶＯＮＤＳ市原

上松　瑛 ㈱ベイフットボール浦安

2 水泳 選手

競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名 所属名

選手

少年女子

飛込

ＯＷＳ

成年男子

上松　瑛 ㈱ベイフットボール浦安

二瓶　翼 医療法人社団緑祐会

監督 朝岡　隆蔵 船橋市立船橋高等学校

小久保 玲央 ブライアン 日本体育大学柏高等学校（柏レイソルU-18）

岡井　駿典 船橋市立船橋高等学校

堀　博昭 千葉市立稲毛高等学校（ジェフ千葉U-18）

杉井　颯 日本体育大学柏高等学校（柏レイソルU-18）

関川　郁万 流通経済大学付属柏高等学校

山下　雄大 日本体育大学柏高等学校（柏レイソルU-18）

小野寺　巧 日本体育大学柏高等学校（柏レイソルU-18）

山田　雄士 日本体育大学柏高等学校（柏レイソルU-18）

松尾　勇佑 船橋市立船橋高等学校

堤　健太 日本体育大学柏高等学校（柏レイソルU-18）

郡司　篤也 船橋市立船橋高等学校

猪瀬　康介 流通経済大学付属柏高等学校

佐藤　圭祐 船橋市立船橋高等学校

井上　怜 船橋市立船橋高等学校

佐藤　輝 流通経済大学付属柏高等学校

森　海渡 日本体育大学柏高等学校（柏レイソルU-18）

齋田　淳 千葉県立船橋東高等学校

秋山　礼美 ＡＸ　ＴＥＮＮＩＳ

大和田　秀俊 中央大学

小林　雅哉 早稲田大学

斉藤　佳帆 明治大学

大河　真由 早稲田大学

宮本　大勢 秀明八千代高等学校

白石　光 秀明八千代高等学校

荒川　晴菜 日本体育大学柏高等学校

矢田　智都奈 東京学館浦安高等学校

成年男子

選手

成年女子

少年男子

少年女子

少年男子
選手

4 テニス

男子
監督

女子

3 サッカー



監督 猪野　尚文 千葉県立銚子商業高等学校

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

越川　智宏 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

監督 曽根崎　武吉  千葉県ボクシング連盟

バンタム級 佐藤　貴則 野田市立二川小学校

ライト級 齋藤　陽二 駒澤大学

ライトウェルター級 榎本　猛 拓殖大学

ミドル級 西邑　蓮 平成国際大学

ライトヘビー級 宮内　良 東洋大学

石井　大伸  千葉経済大学附属高等学校

西　幸夫 拓殖大学紅陵高等学校

ライトフライ級 小川　寛樹  千葉経済大学附属高等学校

フライ級 堤　駿斗 習志野市立習志野高等学校

バンタム級 笈川　夏愛  千葉経済大学附属高等学校

ライトウェルター級 天野　瑛介 千葉県立流山高等学校

ミドル級 根本　拳太 千葉県立沼南高等学校

監督 宮崎　和一 NECファシリティーズ株式会社

堀口　あやか 順天堂大学

柳沢　紫子 順天堂大学

船水　楓 順天堂大学

青野　加奈 順天堂大学

宮嶋　望帆 順天堂大学

永井　杏奈 順天堂大学

三柴　映美 順天堂大学

投野　ひかる 順天堂大学

関根　友香 順天堂大学

瀬戸　杏華 順天堂大学

本郷　真理 順天堂大学

競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名 所属名

選手
成年女子

7 ボクシング

成年男子 
選手

少年男子

監督

選手

5 ボート

成年男子 ２×
選手

少年男子 ２×
選手

本郷　真理 順天堂大学

古川　友 順天堂大学

監督 上原　典人 敬愛学園高等学校

川上　雛菜 敬愛学園高等学校

近藤　菜々 敬愛学園高等学校

齋藤　友里 敬愛学園高等学校

志摩　美古都 敬愛学園高等学校

佐藤　彩乃 敬愛学園高等学校

伊藤　夏花 敬愛学園高等学校

佐々木　栞那 敬愛学園高等学校

阿部　桃花 敬愛学園高等学校

鳥塚　明莉 敬愛学園高等学校

小林　こなつ 敬愛学園高等学校

宍倉　海 敬愛学園高等学校

川尻　優真 敬愛学園高等学校

監督 蒲原　彰吾  習志野市立習志野高等学校

吉岡　知紘 セントラルスポーツ

野々村　笙吾 セントラルスポーツ

谷川　航 順天堂大学

萱　和磨 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

湯浅　賢哉  船橋市立船橋高等学校

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

9 体操

成年男子

選手

競技
選手

少年男子 競技

少年女子
選手

8 バレーボール



監督 神崎　俊 (株)フジスポーツクラブ

花島　なつみ 東京学館高等学校

村山　千陽菜 船橋市立旭中学校

野々村　璃 東京学館高等学校

青木　梨奈 松戸市立第二中学校

日沖　愛子 東京学館高等学校

監督 塩屋　恵美子 昭和学院高等学校

吉越　彩恵 昭和学院高等学校

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

監督 砂明利　明仁 敬愛大学八日市場高等学校

小野寺　翔 黒田電気（株）

横山　拓巳 千葉県安房西高等学校

小松　雅輝 千葉県総合スポーツセンター管理事務所

古牧　昌也 （株）ＡＳＡＰ

宍倉　光
臼井　拓也 柏市役所

森山　翔太 株式会社千葉銀行

出羽　崚一  新生紙パルプ商事（株）

山田　侑樹 横河医療ソリューションズ（株）

宇田川　一馬  新生紙パルプ商事株式会社

星野　拓海  市原市立ちはら台南中学校

監督 近藤　義行 船橋市立船橋高等学校

石塚　周太 船橋市立船橋高等学校

田村　伊織 船橋市立船橋高等学校

増田　修大 船橋市立船橋高等学校

赤穂　雷太 船橋市立船橋高等学校

大橋　路哉 八千代松陰高等学校

嘉野　啄也 日本体育大学柏高等学校

役割 氏　名 所属名

10

新体操
選手

少年男子

9 体操

競技No 競技 種別 種目

選手

少年女子

少年女子 競技

バスケットボール

成年男子
選手

嘉野　啄也 日本体育大学柏高等学校

相川　大和 船橋市立船橋高等学校

畠山　功 船橋市立船橋高等学校

保泉　遼 船橋市立船橋高等学校

野﨑　由之 船橋市立船橋高等学校

庄司　理宇 船橋市立船橋高等学校

テムヴィ  カセンド　イヴォン 日本体育大学柏高等学校

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

ﾌﾘｰ74kg級 砂川　航祐 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ97kg級 櫻井　聡紀 リタジャパン（株）

ﾌﾘｰ125kg級 宮原　将裕 大東文化大学

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ71kg級 神田　航也 大東文化大学

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ85kg級 長　　知宏 国士舘大学

監督 鈴木　俊英 千葉県立野田中央高等学校

ﾌﾘｰ50kg級 服部　大虎 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ55kg級 山口　海輝 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ60kg級 伊藤　謙心 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ66kg級 奥井　真吉 日本体育大学柏高等学校

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

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

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

女子 ﾌﾘｰ53kg級 須﨑　優衣 安部学院高等学校

宮野　美恵子
天貝　謙介 千葉県立生浜高等学校

中村　睦宏 株式会社　ＨＩＫオフィス

清原　遼 株式会社　ＨＩＫオフィス

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級 真田　敦史 株式会社パルーナ

ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 奥田　順一

選手

11 レスリング

監督
少年

成年男子

４７０級

少年男子

12

成年男子
選手

少年男子

選手

セーリング

選手

成年



宮野　菜々
加瀬澤　千帆里 株式会社岩瀬歯科商会

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級 杉浦　智香
ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 三石　真衣 千葉大学

高倉　嶺 千葉県立磯辺高等学校

吉永　温 千葉県立磯辺高等学校

レーザーラジアル級 谷　望 千葉市立稲毛高等学校

石井　茜 千葉県立磯辺高等学校

盛田　冬華 千葉県立磯辺高等学校

レーザーラジアル級 菅沼　汐音 渋谷教育学園幕張高等学校

監督 長谷川　強 千葉県立八千代西高等学校

５３ｋｇ級 佐野　優図 小久保製氷冷蔵(株)

６９ｋｇ級 平塚　健太 千葉県立松戸国際高等学校

６２ｋｇ級 小林　正樹 千葉県立松戸国際高等学校

７７ｋｇ級 吉井　暖登 千葉県立松戸国際高等学校

+105ｋｇ級 中山　大雅 千葉県立八千代西高等学校

５３ｋｇ級 鈴木　梨羅 千葉県立松戸国際高等学校

６３ｋｇ級 安藤　美希子  いちごグループﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)

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）

佐藤　奏吉 （財）日本ハンドボール協会

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

池田　優輝 松戸市立松戸高等学校

吉野　樹 明治大学

野口　剛 順天堂大学

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

成年男子
選手

13 ウェイトリフティング

全

成年男子

セーリング

選手少年男子

女子

成年女子

ＳＳ級

少年男子
４２０級

少年女子
４２０級

競技 種別 種目 役割

12 選手

競技No 氏　名 所属名

羽諸　大雅 早稲田大学

監督 元嶋　智和 旭市役所　収税班

佐藤　美月 桐蔭横浜大学

山本　奈津希 日本体育大学

山﨑　可奈絵 ㈱ミニミニ　高円寺店

平山　実侑 玉川大学

沢　綾乃 社会福祉法人　雲柱社　墨田児童会館

赤石　有里紗 東洋大学

益子　直美 東京女子体育大学

勝田　彩郁 日本体育大学

飯塚　美沙希 桐蔭横浜大学

西笛　里奈 桐蔭横浜大学

岩佐　望美 東京女子体育大学

榎本　志穂 東京女子体育大学

監督 手嶋　敏光 順天堂大学

板倉　玄京 明治大学

手嶋　将大 早稲田大学

栗本　武典 順天堂大学

中村　龍太郎 住友建機株式会社

原　裕紀 順天堂大学

監督 阿部　智篤 千葉経済大学附属高等学校

荒川　仁 千葉経済大学附属高等学校

杉本　鉄馬 千葉経済大学附属高等学校

女子 中村　妃智 日本写真判定株式会社

監督 齋藤　広宣 松戸市役所

的塲　彬 昭和ホールディングス（株）

森田　祐哉 ヨネックス㈱

黒羽　祥平 ヨネックス㈱

林田　和樹 ヨネックス㈱

髙月　拓磨 ヨネックス㈱

成年男子
選手

15 自転車

成年男子
選手

少年男子

選手

14 ハンドボール

成年女子
選手

16 ソフトテニス



監督 堀越　浩 東京コンサルタンツ㈱

柿崎　あやの ヨネックス㈱

神谷　絵梨奈 ヨネックス㈱

黑木　瑠璃華 ヨネックス㈱

齊藤　香純 明治大学

大井　樹来 ヨネックス㈱

監督 藤原　純一 和洋国府台女子中学校

館　桃香 植草学園大学附属高等学校

肥後　輝 昭和学院高等学校

芝崎　百香 昭和学院高等学校

宮本　菜月 植草学園大学附属高等学校

松尾　七海 昭和学院高等学校

監督 渡邉　稔之 千葉経済大学附属高等学校

大塚　裕貴 卓球三昧

吉田　将大 駒澤大学

鈴木　俊紘 （株）関電工京葉営業所

監督 真田　信弘 千葉県立幕張総合高等学校

寺門　春奈 木更津総合高等学校

中山　恭花 茂原市立南中学校

小林　美結 木更津総合高等学校

監督 加藤　寛之 京葉銀行

小泉　和雄 京葉銀行

山﨑　佑樹 京葉銀行

村岡　健次郎 京葉銀行

石原　一成 京葉銀行

濱田　光夫 京葉銀行

中川　龍斗 京葉銀行

鈴木　義典 京葉銀行

佐瀬　友基 京葉銀行

雪下　康太郎 京葉銀行

長谷川　直史 京葉銀行

氏　名競技No 競技 種別 種目 所属名

ソフトテニス16

少年女子

18 軟式野球 成年男子
選手

17 卓球

成年男子
選手

少年女子
選手

選手

成年女子
選手

役割

長谷川　直史 京葉銀行

古川　竜也 京葉銀行

兵藤　一真 京葉銀行

高橋　和広 京葉銀行

山﨑　純男 京葉銀行

田村　和麻 京葉銀行

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

中村　智昭  日本体育大学柏高等学校

監督 角田　昌 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

石田　航也  日本体育大学柏高等学校

伊藤　周  日本体育大学柏高等学校

水間　龍 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

監督 伴　孝徳  四街道グリーンヒル乗馬クラブ

少年馬場 ＨＭ・選手 松尾　涼 千葉県立市川東高等学校

水山　大輔 （有）成田乗馬クラブ

福島　大輔 STAR　HORSES

成女馬場 伴　美恵子  四街道グリーンヒル乗馬クラブ

福島　章 STAR　HORSES

林　友理 北総乗馬クラブ

木村　早希子  文京学院大学女子高等学校

下野　あずみ 聖心女子学院高等科

監督兼選手 柳原　宏昭 松戸市役所

村越　優希 三信住建株式会社

江川　颯一 専修大学

少年障害

21 フェンシング 成年男子
選手

少年男子
選手

20 馬術

全

成男障害

選手
成女障害

19 相撲

成年男子
選手



監督 中濱　真吾 京葉ガス

青木　大 日本体育大学

下山　徳大 了德寺学園

地崎　亮祐 千葉県警察

下和田　翔平 京葉ガス

加藤　博剛 千葉県警察

監督 加藤　栄一 帝京平成大学

角田　夏実 了德寺学園

ヌンイラ　華蓮 了德寺学園

井坂　希望 千葉県警察

監督 佐藤　洋介 千葉経済大学附属高等学校

伊藤　貴世美 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

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

小倉　美衣菜 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

監督 髙瀬　秀雄 西武台千葉高等学校

有川　友理奈 西武台千葉高等学校

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

伊藤　隆司 （株）本田技術研究所

木川　寿眞 多古町役場

小川　幸彦 スガツネ工業(株)

競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名 所属名

成年男子

23 ソフトボール 少年女子
選手

24 バドミントン 少年女子
選手

22 柔道

成年男子
選手

成年女子
選手

小川　幸彦 スガツネ工業(株)

髙橋　和子 ひがし歯科クリニック

堀田　真起子 柏駅前なかやまメンタルクリニック

金田　由紀 布施鍼灸整骨院

監督 鈴木　稔 成田高等学校

和泉　敦也 成田高等学校

中島　巧 成田高等学校

森　富太郎 成田高等学校

監督 早川　輝行 千葉県立津田沼高等学校

飯塚　律子 成田高等学校

石毛　真帆 千葉県立佐原高等学校

菅原　未彩 千葉県立津田沼高等学校

監督 保谷　憲久 千葉県立茂原高等学校

50m3×40M 目良　明裕 陸上自衛隊

50mP60M/K20M 金坂　広幸 末広自動車工業（株）

CP60M/CP30M 梅本　雄二 千葉県警察本部

30AP60M 金木　康知 千葉県警察本部

10mS40W/P40W 千葉　朔海 早稲田大学

10mAP40W 中山　亜弥 千葉県警察本部

10mS60JM 有馬　朋輝  千葉県立佐倉東高等学校

BP40JM 河野　智  千葉県立茂原樟陽高等学校

10mS40JM 中村　彩乃  千葉県立茂原樟陽高等学校

BP40JM 藤井　晴香  千葉県立佐倉西高等学校

監督兼選手 重松　公明 千葉県警察

佐藤　弘隆 千葉県警察

小谷　明徳 千葉県警察

蒔田　直人 千葉県警察

染谷　恒治 千葉県警察

25 弓道

剣道27

選手

少年女子

成年男子
選手

少年女子
選手

26 ライフル射撃

全

成年男子

選手成年女子

少年男子

成年女子

少年男子
選手



監督兼選手 中川　久美子 千葉県警察

鷹見　由紀子 順天堂大学

図末　杏菜 平成国際大学

監督 増子　恭通 千葉県立君津高等学校

大力　丈門 東海大学付属浦安高等学校

野中　翠 千葉県立安房高等学校

増田　滉士 東京学館浦安高等学校

岡戸　裕二郎 東海大学付属浦安高等学校

白鳥　湧也 東海大学付属浦安高等学校

監督兼選手 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

小池　辰弥 下総海上自衛隊

山本　秀文 NEC

日高　健 NEC

石橋　達也 千葉県立泉高等学校

石本　海斗 株式会社ＰＳＩ

畠中　大士 習志野自衛隊

浅利　哲哉 前田建設工業（株）

村岡　誠一郎 豊島株式会社

監督 六角　智之 千葉市立青葉病院

村井　隆一 上智大学

島谷　尚季 流通経済大学

監督 飯田　ゆか グラビティリサーチTOKYO BAY

菊沢　絢 千葉県立幕張総合高等学校

清水　夏子 千葉県立千葉東高等学校

監督 井田　涼介 浦安市役所

成年男子 ＳＬ 山本　嶺 駿河台大学

成年女子 ＳＬ 上野　由斐 千葉県立津田沼高等学校

監督 菅澤　俊明 千葉県立佐倉高等学校

成年男子 Ｃ１ 岸　平悟 立命館大学

氏　名 所属名

27 剣道

競技No 競技 種別 種目

選手
少年女子

ＳＬ

山岳

選手

ＳＰ

28 ラグビーフットボール 成年男子
選手

29

成年男子
選手

成年女子
選手

少年男子
選手

役割

成年男子 Ｃ１ 岸　平悟 立命館大学

Ｋ１ 北條　翔馬 千葉県立佐倉高等学校

Ｃ１ 花島　滉季 千葉県立佐倉高等学校

八角　周平 千葉県立佐原高等学校

鈴木　涼太 千葉県立小見川高等学校

Ｋ１ 藤井　南帆 千葉県立佐倉高等学校

柳堀　あいり 香取市立小見川中学校

髙野　真緒 香取市立小見川中学校

諏訪　智美 香取市立小見川中学校

髙橋　星菜 香取市立小見川中学校

監督 小園　優美 千葉県立千葉特別支援学校

中野　遥 千葉県立船橋高等学校

桂木　範子 千葉英和高等学校

小林　珠緒 千葉黎明高等学校

監督 馬場　秀和 株式会社かわでん

組手軽量級 知久　嵩生 国士舘大学

組手中量級 橋本　翼 （有）八正道

組手重量級 大井　達也 東京理科大学

形 神子　靖和 山梨学院大学

組手 多田野　彩香 高栄警備保障㈱

形 清和田　雅美 慶應義塾大学

少年男子 組手 鈴木　舜士 拓殖大学紅陵高等学校

少年女子 組手 相内　美空 拓殖大学紅陵高等学校

監督兼選手 新田　隆志 デルタ航空会社

林　直樹 林自動車

秋葉　隆行 西千葉接骨院

監督 住母家　喜代美
月井　英美 特別養護老人ホーム松寿園

道端　琴美 君津市役所保健福祉部子育て支援課

竹内　萌乃 淑徳大学

なぎなた34

全

成年女子 選手

成年女子

33 クレー射撃 成年男子 トラップ
選手

32

選手

全

成年男子

空手道
選手

Ｃ２

少年女子
Ｋ４

31 アーチェリー 少年女子

30 カヌー

選手

少年男子



石川　あす夏 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

磯貝　七海 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

水野　耕佑 株式会社　ｱｲｷｮｰﾗｲﾌﾞﾘｰｽﾎﾟｰﾂ

鈴木　大介 （有）三和建装工業所

吉野　貴宣 株式会社晴恒

吉野　浩章 千葉県ボウリング連盟

監督 張ヶ谷　富美子 張ヶ谷税理士事務所

向谷　美咲 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾋﾞﾝｸﾞ首都圏・関東（株）

霜出　佳奈 千葉県ボウリング連盟

伊藤　てるみ 千葉県ボウリング連盟

鈴木　順子 （株）サンブリッジ

監督 水野　茂幸 （公社）日本ﾌﾟﾛﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会

佐藤　龍生 八千代市立村上東中学校

髙橋　侑也 千葉県立成田北高等学校

監督 小松　永宜 （公社）日本ﾌﾟﾛﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会

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

小泉　正樹 日本大学

宮内　孝輔 東北福祉大学

櫛山　勝弘 専修大学

監督 日暮　浩之 （有）太左衛門

羽藤　勇司 千葉学芸高等学校

伊藤　泰良 千葉経済大学附属高等学校

河内　勝行
工藤　優海 麗澤高等学校

吉田　優利 麗澤高等学校

長野　未祈 麗澤高等学校

監督 吉越　慎吾 スポーツクラブNAS

氏　名 所属名

ゴルフ

34

競技No 競技 種別 種目 役割

選手なぎなた

ボウリング

成年男子

女子

選手

少年女子
選手

36

成年男子
選手

少年男子

35

選手

成年女子
選手

少年男子
選手

少年女子

監督 吉越　慎吾 スポーツクラブNAS

渡部　晃大朗 博慈会

馬立　賢治 NTT東日本

監督 太田　麻衣子 ラプレム

上田　藍 京葉インタナショナルスポーツ倶楽部

加藤　友里恵 京葉インタナショナルスポーツ倶楽部

責任教師 青山　茂雄 木更津総合高等学校

監督 五島　卓道 木更津総合高等学校

早川　隆久 木更津総合高等学校

大澤　翔 木更津総合高等学校

山下　輝 木更津総合高等学校

小池　航貴 木更津総合高等学校

井上　瑞樹 木更津総合高等学校

峯村　貴希 木更津総合高等学校

細田　悠貴 木更津総合高等学校

木戸　涼 木更津総合高等学校

鳥海　嵐万 木更津総合高等学校

武田　大慶 木更津総合高等学校

三石　和季 木更津総合高等学校

佐々木　駿 木更津総合高等学校

大熊　啓夢 木更津総合高等学校

前田　和希 木更津総合高等学校

岡本　涼 木更津総合高等学校

綿田　将也 木更津総合高等学校

監督 66

選手 454

本部役員 20

千葉県選手団 計 540

成年女子
選手

特
別
競
技

硬式野球 少年男子

37 トライアスロン

選手

成年男子
選手


