
競技 種別 氏名
県強化指定

※1
所属 実績　※2

成年男子 毛呂　康絋 ○ 順天堂大学 関東インカレ（走り幅跳び） 優勝

成年男子 石田　裕介 早稲田大学 学生個人選手権（400mH）優勝

少年女子 加世田　梨花 成田高等学校 世界ジュニア（3000m）8位

成年女子 道口　愛 自衛隊体育学校 日本選手権（20kmW）準優勝

成年女子 寺村　美穂 ○ 日本大学 リオ五輪代表（200m個人メドレー）

少年女子 持田　早智 ○ 千葉商科大学附属高等学校 リオ五輪代表（4×200mフリーリレー8位入賞）

男子（OWS） 平井　康翔 朝日ネット リオ五輪代表（オープンウォータースイミング8位入賞）

少年男子 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 Ｕ－１６日本代表

少年男子 関川　郁万 流通経済大学付属柏高等学校 Ｕ－１６日本代表

成年男子 小林　雅哉 ○ 早稲田大学 全日本ジュニア選手権 優勝、インカレ 優勝

少年女子 荒川　晴菜 ○ 日本体育大学柏高等学校 全日本ジュニア選手権 準優勝

ボート 少年男子 越川　智宏 千葉県立小見川高等学校 関東ブロック大会 １位、インターハイ 優勝

（ダブルスカル） 少年男子 木村　太一 千葉県立小見川高等学校 関東ブロック大会 １位、インターハイ 優勝

ボクシング 少年男子 堤　駿人 ○ 習志野市立習志野高校 アジアユース大会（フライ級）金メダル、全国大会（フライ級）三冠

バレーボール 少年女子 川上　雛菜 ○ 敬愛学園高等学校 全日本ジュニア候補選手

少年男子 中川　将径 ○ 習志野市立習志野高等学校 2015国際ジュニア体操競技選手権個人 総合優勝、

少年男子 湯浅　賢哉 ○ 船橋市立船橋高等学校 全国高校選抜大会　個人優勝、ジュニアナショナル強化指定選手

少年男子 谷川　翔 ○ 船橋市立船橋高等学校 全国高校選抜大会 個人準優勝、ジュニアナショナル強化指定選手

少年女子 花島　なつみ ○ 東京学館高等学校 環太平洋大会出場、ジュニアナショナル強化指定選手

成年男子 小松　雅輝 千葉県総合スポーツセンター管理事務所 H27･28日本学生選手権大会 優勝

少年男子 赤穂　雷太 ○ 船橋市立船橋高等学校 Ｕ－１８日本代表

成年男子 宮原　将裕 ○ 大東文化大学 2015ジュニアアジア選手権大会 準優勝

少年男子 山口　海輝 ○ 日本体育大学柏高等学校 和歌山国体 優勝

女子 須崎　優衣 安部学院高等学校 H28全日本選抜選手権 優勝

少年女子 菅沼　汐音 ○ 渋谷教育学園幕張高等学校 ワールドユース（レーザーラジアル級）日本代表

少年女子 石井　茜 ○ 千葉県立磯辺高等学校 ワールドユース（420級）日本代表

少年女子 盛田　冬華 ○ 千葉県立磯辺高等学校 ワールドユース（420級）日本代表

ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 安藤　美希子 ○ いちごグループホールディングス（株） リオ五輪代表（58kg級５位入賞）

成年男子 吉野　樹 ○ 明治大学 Ｕ－２４代表

成年男子 北詰　明未 中央大学 Ｕ－２０代表

成年男子 高月　拓磨 ヨネックス（株） 2015世界選手権大会国別対抗 優勝、2016アジア競技大会メンバー

成年女子 柿崎　あやの ヨネックス（株） 2016アジア競技大会メンバー

成年女子 神谷　絵梨奈 ヨネックス（株） 2016アジア競技大会メンバー

成年女子 黑木　瑠璃華 ヨネックス（株） 2016アジア競技大会メンバー

成年男子 福島　大輔 ＳＴＡＲ　ＨＯＲＳＥＳ リオ五輪代表

成年男子 水山　大輔 （有）成田乗馬クラブ 和歌山国体 優勝

少年 木村　早希子 文教学院大学女子高等学校 全日本ジュニア選手権 優勝

フェンシング 成年男子 江川　颯一 ○ 専修大学 ＪＯＣジュニアオリンピックサーブル 優勝

柔道 成年男子 青木　大 ○ 日本体育大学 2016柔道グランプリ・ブダペスト（ハンガリー）優勝

成年女子 千葉　朔海 ○ 早稲田大学 ＩＳＳＦジュニアワールドカップズール大会出場

少年女子 藤井　晴香 ○ 千葉県立佐倉西高等学校 H28高校関東大会 優勝

成年女子 鷹見　由紀子 順天堂大学 第14回世界剣道選手権 優勝

成年女子 図末　杏菜 平成国際大学 全日本学生大会 準優勝

成年男子 島谷　尚季 流通経済大学 ＩＦＳＣ世界選手権2016リード日本代表

少年女子 菊沢　絢 千葉県立幕張総合高等学校 ＩＦＳＣワールドカップリード2016日本代表

少年女子 清水　夏子 千葉県立千葉東高等学校 ＩＦＳＣワールドカップリード2016日本代表

カヌー（SP） 少年男子 八角　周平 ○ 千葉県立佐原高等学校 ジュニア日本代表、和歌山国体２種目 優勝

カヌー（SL） 成年男子 山本　嶺 ○ 駿河台大学 Ｕ－２３日本代表

成年男子 神子　靖和 山梨学院大学 2015パンアメリカン大会 優勝

成年女子 清和田　雅美 慶應義塾大学 ナショナルチーム、東アジア空手道選手権大会 準優勝

成年女子 多田野　彩香 高栄警備保障（株） 2015アジア空手道選手権大会 優勝

成年女子 向谷　美咲 パナソニックリビング首都圏・関東（株） ナショナルチーム、国体個人４連覇中

少年女子 向谷　優那 船橋市立船橋高等学校 ユースナショナルメンバー

少年男子 伊藤　泰良 ○ 千葉経済大学附属高等学校 2015関東ジュニア 優勝

女子 工藤　優海 ○ 麗澤高等学校 2015ファルドシリーズグランドファイナル世界大会 優勝

成年女子 上田　藍 京葉インターナショナルスポーツ倶楽部 リオ五輪代表（北京・ロンドン五輪出場）、2015日本選手権 優勝

成年女子 加藤　友里恵 京葉インターナショナルスポーツ倶楽部 リオ五輪代表

※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」。

※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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