
競技 種別 氏名
県強化指定

※1
所属 実績　※2

成年男子 石田　裕介 ○ 早稲田大学 日本選手権（400mH）2位、世界選手権出場

成年男子 戸邉　直人 ○ つくばツインピークス 日本選手権（走り高跳び）3位

少年女子 橋本　梨沙 千葉県立幕張総合高等学校 山形インターハイ（三段跳び） 優勝

成年男子 松元　克央 ○ 明治大学/セントラルスポーツ 世界選手権・ユニバーシアード　日本代表

少年女子 持田　早智 ○ 千葉商科大学付属高等学校/ルネサンス幕張 リオ五輪代表

少年男子 橋本　柊哉 船橋市立船橋高等学校 Ｕ－１６日本代表

少年男子 井上　怜 船橋市立船橋高等学校 Ｕ－１６日本代表

少年男子 井出　敬大 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 西堂　久俊 船橋市立船橋高等学校 Ｕ－１６日本代表

女子 大熊　環 船橋市立船橋高等学校/ジェフレディースＵ－１８ Ｕ－１６日本代表

女子 市瀬　千里 千葉経済大学附属高等学校／ジェフレディースＵ-１８ Ｕ－１９日本代表

ボクシング 少年男子 堤　駿斗 ○ 習志野市立習志野高等学校 2016世界ユース選手権 優勝、2017アジアユース選手権 優勝

成年男子 荻原　泰 ○ 順天堂大学 Ｕ－２３アジア選手権出場

成年男子 吉野　雅人 順天堂大学 Ｕ－１９ユース代表

成年男子 熊倉　允 ○ 順天堂大学 Ｕ－２１ジュニア代表、イタリア合宿参加

少年男子 上條　レイモンド ○ 習志野市立習志野高等学校 Ｕ－１９全日本ユース、アジアユース選手権 優勝

少年女子 関　菜々巳 ○ 千葉県立柏井高等学校
2016第18回アジアジュニア選手権 準優勝(日本代表)
2015第18回世界ジュニア選手権（日本代表）

少年女子 間野　安里彩 千葉県立柏井高等学校 第24回日・韓・中ジュニア交流競技会

少年女子 井上　玲央奈 千葉県立柏井高等学校 第24回日・韓・中ジュニア交流競技会

成年男子 野々村　笙吾 ○ セントラルスポーツ
ユニバーシアード 団体優勝、個人総合 2位
種目別平行棒 優勝、ナショナル強化指定選手

成年男子 早坂　尚人 ○ 順天堂大学 2015世界選手権 団体優勝、2015ユニバーシアード 団体優勝
リオ五輪補欠

少年男子 杉本　海誉斗 船橋市立船橋高等学校 全国高校選抜大会 個人3位、ジュニアナショナル強化指定選手

少年男子 鈴木　茂斗 ○ 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

少年女子 花島　なつみ ○ フジスポーツクラブ NHK杯個人 8位、ジュニアナショナル強化指定選手

少年男子 山口　海輝 ○ 日本体育大学柏高等学校 全国高等学校選抜大会55kg級 優勝･全国高校生グレコローマン選手権60kg級 優勝

女子 須﨑　優衣 ○ 安部学院高等学校 2017世界選手権大会 優勝

セーリング 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

女子 安藤　美希子 ○ 株式会社キュアリアス 全日本女子ウエイトリフティング選手権大会大会58kg級 優勝

女子 鈴木　梨羅 ○ 早稲田大学 全日本女子ウエイトリフティング選手権大会大会48kg級 準優勝

ハンドボール 成年男子 北詰　明未 ○ 中央大学 Ｕ－２０代表

自転車 女子 中村　妃智 ○ 日本写真判定株式会社 ワールドカップ出場、世界選手権出場

成年男子 高月　拓磨 ヨネックス株式会社 ナショナルチームメンバー

成年女子 神谷　絵梨奈 ヨネックス株式会社 ナショナルチームメンバー

成年女子 黑木　瑠璃華 ヨネックス株式会社 ナショナルチームメンバー

成年女子 大井　樹来 ヨネックス株式会社 東日本選手権 優勝

成年男子 福島　大輔 佐倉ライディングクラブ/ＳＴＡＲ ＨＯＲＳＥＳ 全日本障害選手権 １位

成年男子 小牧　加矢太 ○ 北総乗馬クラブ 全日本ヤングライダー選手権 １位

成年女子 木村　早希子 ○ 青山学院大学/STAR HORSES 全日本ジュニアライダー選手権 １位

少年 安西　紘一 ○ 広尾学園中学校/STAR HORSES 全日本チルドレンライダー選手権 １位

ソフトボール 少年女子 切石　結女 〇 千葉経済大学附属高等学校 日本代表

成年女子 千葉　朔海 ○ 早稲田大学 ナショナルチーム

成年女子 中山　亜弥 千葉県警察 平成28年度全日本選手権 優勝

少年男子 公賀　亜久理 ○ 千葉県立佐倉東高等学校 平成29年度全日本選手権 優勝（ファイナル日本新記録）

山岳 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 八角　周平 ○ 筑波大学 国体少年の部において連続優勝

少年男子 鈴木　涼太 ○ 千葉県立小見川高等学校 2017カヌースプリントジュニア日本代表

カヌー（SL） 成年男子 山本　嶺 ○ 駿河台大学 Ｕ－２３日本代表

成年女子 天野　美雅 駒沢大学 平成29年船越義珍杯　世界空手道選手権大会 準優勝

成年女子 清和田　雅美 ○ キッコーマン株式会社
平成28年東アジア空手道選手権大会 準優勝
平成28年プレミアリーグ沖縄大会 準優勝

ボウリング 成年女子 向谷　美咲 パナソニックリビング首都圏・関東株式会社 ナショナルチーム

女子 長野　未祈 ○ 麗澤高等学校 2016日本女子オープン３日間トップ

女子 吉田　優利 ○ 麗澤高等学校 JGAナショナルチーム選抜選手、関東女子アマ 優勝
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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」。

※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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