
競技 種別 氏名
県強化

指定※1
所属 実績　※2

成年男子 川上　拓也 ○ 大阪ガス株式会社
令和元年度日本陸上競技選手権大会１００ｍ７位
平成３１年２月６０ｍで室内日本新記録を樹立

成年男子 伊東　利来也 ○ 早稲田大学 令和元年度日本陸上競技選手権大会４００ｍ６位
ＩＡＡＦ世界リレー２０１９横浜大会男女混合マイルリレー日本代表

少年男子 金子　魅玖人 千葉県立鎌ケ谷高等学校 令和元年度インターハイ８００ｍ２位

少年男子 村竹ラシッド 千葉県立松戸国際高等学校 令和元年度インターハイ１１０ｍＨ１位

少年女子 ハッサン　ナワール 松戸市立第五中学校 令和元年度全日本中学校陸上競技選手権大会１００ｍ・２００ｍ１位

少年女子 景山　咲穗 船橋市立船橋高等学校 令和元年度日本陸上競技選手権大会２００ｍ２位

少年女子 白土　莉紅 匝瑳市立八日市場二中学校 平成３０年度全日本中学校陸上競技選手権大会走幅跳１位

成年男子 平井　彬嗣 ○ 郵船ロジスティクス 第９５回日本選手権８００ｍ・１６００ｍ自由形１位

成年女子 持田　早智 ○ ルネサンス リオ五輪８００ｍリレー日本代表・第９５回日本選手権２００ｍバタフライ４位

成年女子 柏崎　清花 柏洋スイマーズ 第９５回日本選手権４００ｍ個人メドレー３位・２００ｍ・４００ｍ自由形６位

成年女子 湯原　利佳 セントラルスポーツ 第９５回日本選手権２００ｍ背泳ぎ５位・１００ｍ背泳ぎ８位

成年女子 飯塚　千遥 筑波大学 第９５回日本選手権１００ｍバタフライ６位

少年男子 井上　海 東海大学付属浦安高等学校 令和元年度インターハイ１００ｍバタフライ１位・２００ｍバタフライ２位

少年男子 寺門　弦輝 昭和学院高等学校 令和元年度インターハイ２００ｍバタフライ１位・４００ｍ個人メドレー４位

少年女子 遠山　乃梨 渋谷教育学園幕張高等学校 令和元年度インターハイ１００ｍバタフライ４位

少年女子 星　美里 昭和学院高等学校 令和元年度インターハイ１００ｍ背泳ぎ５位・２００ｍ背泳ぎ７位

サッカー 少年男子 真家　英嵩 柏レイソルU-18 Ｕ-１５日本代表

テニス 成年男子 大和田　秀俊 株式会社リコー ＪＴＡランキング　男子シングルス４０位（９月３日現在）

少年男子 大竹　海斗 千葉県立小見川高等学校
福井国体少年男子１×　第１位
令和元年関東高等学校ボート大会２×１位

少年男子 片野　凛 千葉県立小見川高等学校 令和元年関東高等学校ボート大会２×１位

成年男子 片岡　亜沙人 東京農業大学 フライ級　台北市カップ１位

少年男子 堤　麗斗 習志野市立習志野高等学校 ライト級　アジアジュニア大会１位

少年男子 髙橋　麗斗 千葉県立沼南高等学校 ライトウェルター級　令和元年度インターハイ１位

少年男子 野田　翔太 千葉経済大学附属高等学校 ライトフライ級　令和元年度インターハイ３位

バレーボール 少年女子 佐藤　淑乃 敬愛学園高校 全国高校選抜出場、ジュニアオールスター選出

少年男子 小池　航 千葉商科大学付属高校 ６人制バレーボール　県総体１位、令和元年度インターハイ出場

少年男子 大久保　隆成 千葉商科大学付属高校 ６人制バレーボール　県総体１位、令和元年度インターハイ出場

少年男子 橋本　大輝 ○ 船橋市立船橋高等学校
２０１９世界選手権代表　ＮＨＫ杯（世界選手権代表選考会）
６位
ナショナル強化指定選手

女子 宇山　芽紅 ○ 有限会社テン・フォーティー ２０１９世界選手権代表　２０１８世界選手権１位

成年女子 小山　真実 ＣＨＩＢＡ　ＣＬＵＢ 元ＪＸ－ＥＮＥＯＳサンフラワーズ選手

少年男子 小河原　幹太 八千代松陰高等学校 Ｕ１６日本代表

少年女子 花島　百香 昭和学院高等学校 Ｕ１６日本代表候補

女子 五十嵐　未帆 明光ネットワークジャパン
平成２９・３０年度Ｕ２３世界選手権１位
平成２９年度全日本選手権２位
平成３０年度福井国体３位

成年男子 森下　史崇 日本体育大学柏高等学校（教員） 平成２４・２５・２６年度全日本選手権１位（５７㎏級）

成年男子 尾形　颯 中央大学 平成３０年度全日本学生選手権１位

成年男子 吉田　ケイワン 日本大学 令和元年度ＪＯＣ杯２位・アジアジュニア代表

成年男子 大河原　蔵之介 日本体育大学 令和元年度ＪＯＣ杯２位・アジアジュニア代表

少年男子 山田　脩 日本体育大学柏高等学校
平成３０年度世界ユース五輪銅メダル
平成３０年度全国選抜大会１位

少年男子 田南部　魁星 日本体育大学柏高等学校
平成３０年度全国選抜大会１位
平成３０年度福井国体２位

少年男子
TUVAADORJ

BUKHCHULUUN
日本体育大学柏高等学校 平成３０年度全国選抜大会２位

少年男子 山倉　孝介 日本体育大学柏高等学校 平成３０年度全国選抜大会２位

少年男子 持永　空弥 日本体育大学柏高等学校 平成３０年度全国選抜大会３位

少年女子 石塚　春菜 千葉県立磯辺高等学校 関東高等学校ヨット競技大会第２位

少年女子 市村　みずき 千葉県立磯辺高等学校 関東高等学校ヨット競技大会第２位

ウエイト
リフティング

女子 安藤　美希子 ○ ＦＡコンサルティング株式会社 ２０１９アジア女子選手権大会　Ｓ４位　Ｃ＆Ｊ３位　Ｔ３位

成年男子 白石　竜聖 日本体育大学 ユース日本代表

成年女子 松浦　志織 桐蔭横浜大学
第５回Ｕ２２東アジア選手権
第１４回Ｕ２０アジアジュニア選手権日本代表

成年男子 板倉　玄京 ○ 明治大学 日本自転車競技連盟　エリート強化選手指定「Ｂ」指定選手

成年男子 荒川　仁 ○ 明治大学 日本自転車競技連盟　エリート強化選手指定「Ｂ」指定選手

少年男子 中村　凌輔 千葉学芸高校 スクラッチ　福井国体９位、令和元年度インターハイ６位

自転車

セーリング

ハンドボール

第７４回国民体育大会 本大会 千葉県選手団 注目選手一覧

レスリング

水泳

ビーチバレー
ボール

陸上

ボート

ボクシング

体操

バスケット
ボール
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相撲 成年男子 黒川　宏次朗 拓殖大学（職員） 平成３０年度天皇杯全日本相撲選手権大会１位

成年男子 増元　拓巳 エバーグリーンホースガーデン 和歌山国体１位、関東ブロック大会１位

成年女子 増元　真以子 エバーグリーンホースガーデン ２０１７全日本セントジョージ１位

成年女子 福島　章 ＳＴＡＲ　ＨＯＲＳＥＳ 岩手国体１位、２０１８全日本ＭーＤ１位

成年女子 朴本　真侑 成田乗馬倶楽部 ２０１８全日本Ｍ－ＣクラスＳ＆Ｈ３位

成年男子 小牧　加矢太 北総乗馬倶楽部 全日本ヤングライダー選手権１位、関東ブロック大会１位

成年男子 水山　大輔 成田乗馬倶楽部 岩手国体１位、関東ブロック大会１位

少年 安西　紘一 ＳＴＡＲ　ＨＯＲＳＥＳ 愛媛国体１位、福井国体１位

少年男子 濱田　大樹 木更津総合高等学校 第４１回全国高等学校柔道選手権大会２位

女子 泉　真生 （株）小松製作所 アジアパシフィック選手権１位

成年男子 加藤　博剛 千葉県警察 平成３１年度全日本選手権大会２位

少年女子 杉山　未来 西武台千葉高等学校 令和元年度インターハイダブルス３位

少年女子 栗原　琉夏 西武台千葉高等学校 令和元年度インターハイシングルス５位

成年男子 鈴木　剛 千葉県警察 全日本選手権大会１位

成年男子 小谷　明徳 千葉県警察 全日本選手権大会２位

少年女子 柳堀　あいり 千葉県立小見川高等学校 令和元年度インターハイ　スプリントカヤックフォア１位

少年女子 髙野　真緒 千葉県立小見川高等学校 令和元年度インターハイ　スプリントカヤックフォア１位

少年女子 諏訪　智美 千葉県立小見川高等学校 令和元年度インターハイ　スプリントカヤックシングル１位

カヌー（SL） 成年男子 山本　嶺 ○ 株式会社　極洋 スラロームカヤックシングル　Ｕ２３日本代表

クレー射撃 成年男子 秋葉　隆行 ○ 西千葉接骨院 平成３０年度全日本選手権１位

成年女子 菅原　若加菜 千葉県立千葉女子高等学校 幸村杯第３回全国女子なぎなた大会　個人３位

少年女子 長嶋　姫那 植草学園大学附属高等学校 第２６回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　演技３位

成年男子 鈴木　大介 （有）三和建装工業所 岩手国体１位

成年男子 吉野　貴宣 （株）ｻﾝﾒｲ･ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｼﾞｱﾑ太田 岩手国体１位

成年女子 鈴木　順子 （株）サンブリッジ 岩手国体１位

ゴルフ 女子 六車　日那乃 麗澤高等学校 2019 関東ジュニア15～18歳の部１位

トライアスロン 成年男子 玉崎　稜也 早稲田大学 日本Ｕ２３トライアスロン選手権１位

※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１位（個人)等の該当者を抜粋。

※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」。
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