
男子 監督 伊東　謙二 千葉県立千葉東高等学校

100m 川上　拓也 大阪ガス

400m 伊東　利来也 早稲田大学

800m 梅谷　健太 順天堂大学

400mH 山本　竜大 日本大学

走高跳 戸邉　直人 つくばツインピークス

三段跳 柿埜　涼生 ゴールドジム

100m 瀬尾　英明 西武台千葉高等学校

400m 荘司　晃佑 成田高等学校

棒高跳 山田　直季 日本体育大学柏高等学校

走幅跳 海鋒　泰輝 西武台千葉高等学校

ハンマー投 丸山　裕己 木更津総合高等学校

100m 藤原　寛人 東海大学付属浦安高等学校

走幅跳 酒井　雷熙 西武台千葉高等学校

110mH 天岳　直樹 東海大学付属浦安高等学校

5000mW 加瀬　雄大 成田高等学校

走高跳 吉田　凌 千葉県立安房高等学校

三段跳 酒井　陽季 成田高等学校

女子 監督 花岡　麻帆 千葉県立幕張総合高等学校

1500m 上田　未奈 城西大学

400mH 村上　夏美 早稲田大学

5000mW 道口　愛 自衛隊体育学校

走高跳 神坂　莉子 日本女子体育大学

100m 景山　咲穗 船橋市立船橋高等学校

100mH 小林　歩未 船橋市立船橋高等学校

100m 渡辺　千奈津 千葉市立幕張本郷中学校

1500m 小坂井　智絵 成田高等学校

100mYH 岩佐　茉結子 成田高等学校

走幅跳 白土　茶実 成田高等学校

走幅跳・三段跳 伊藤　花名 千葉県立幕張総合高等学校

やり投 内田　萌奈 西武台千葉高等学校

岡田　昌之 セントラルスポーツ

森　謙一郎 柏洋スイマーズ

飛込 谷内　覚
ＯＷＳ 関谷　直輝 昭和学院高等学校

背泳ぎ 安田　純輝 稲泳会

平泳ぎ・個人メドレー 小日向　一輝 セントラルスポーツ

バタフライ 平井　健太 セントラルスポーツ

自由形 松元　克央 明治大学

自由形 川﨑　駿 明治大学

自由形 山元　啓照 海上自衛隊

自由形 高桑　健 海上自衛隊

自由形 秋生　航輝 千葉県立佐倉東高等学校

自由形 今西　慶太 渋谷教育学園幕張高等学校

自由形 市川　晟寛 千葉商科大学付属高等学校

自由形 大作　健二 船橋市立船橋高等学校

個人メドレー 早川　太陽 東海大学付属浦安高等学校

背泳ぎ 永藤　修一 成田高等学校

平泳ぎ 落合　兼優 千葉商科大学付属高等学校

バタフライ 井上　海 東海大学付属浦安高等学校

自由形 西條　智也 千葉商科大学付属高等学校

個人メドレー 寺門　弦輝 昭和学院高等学校

自由形 岩立　健太 千葉商科大学付属高等学校

自由形 江沢   陸 木更津市立太田中学校

背泳ぎ 湯原　利佳 明治大学

平泳ぎ 中島　亜沙姫 日本大学

自由形 持田　早智 日本大学

自由形 柏崎　清花 法政大学

平泳ぎ・個人メドレー 寺村　美穂 セントラルスポーツ

背泳ぎ 星　美里 昭和学院高等学校

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 和洋国府台女子高等学校

平泳ぎ 三國　美宝 拓殖大学紅陵高等学校

自由形・バタフライ 山川　唯巴　 千葉商科大学付属高等学校

背泳ぎ 三浦　亜依 昭和学院高等学校

2 水泳

全

競泳

監督

成年男子

選手

少年男子

成年女子

少年女子

1 陸上

成年男子

選手

少年男子

成年女子

選手

少年女子

第７３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 所属名



自由形・平泳ぎ 賀部　寿音 昭和学院高等学校

バタフライ 遠山　乃梨 市川市立第六中学校

自由形 田中　花 成田高等学校

自由形 堀　花音 市川市立第六中学校

バタフライ 小川　幸美 昭和学院高等学校

飛込 成年女子 中村　彩夏 慶應義塾大学

男子 松本　勝己 八千代市立大和田中学校

女子 小久保　琴音 昭和学院高等学校

監督 三上　尚子 ジェフユナイテッド株式会社

河邊　花観 オルカ鴨川FC

吉田　紫穂 オルカ鴨川FC

藤代　真帆 ジェフレディースU-18

林　香奈絵 ジェフレディース

北村　美羽 ジェフレディースU-18

横山　亜依 ジェフレディース

山下　沙耶香 帝京平成大学

渕上　野乃佳 ジェフレディースU-18

今村　瑞月 順天堂大学

三橋　明香 ジェフレディース

小澤　寛 ジェフレディース

伊藤　七海 ジェフレディースU-18

松﨑　愛華 ジェフレディースU-18

植田　悠莉子 順天堂大学

堀越　柚衣 ジェフレディースU-18

監督 谷口　新太郎 東京学館高等学校

倉田　一唯 日本体育大学柏高等学校

佐々木　雅士 柏レイソルU-18

長田　京兵 船橋市立船橋高等学校

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

石田　侑資 船橋市立船橋高等学校

井上　凱斗 ジェフユナイテッド市原・千葉U-18

沼口　翔太 船橋市立船橋高等学校

成年 齋田　淳 千葉県立船橋東高等学校

少年 秋山　礼美 ＡＸ　ＴＥＮＮＩＳ

小林　雅哉 早稲田大学

蓮見　亮登 明治大学

小松　莉奈 東洋学園大学

岩井　真優 筑波大学

白石　光 秀明八千代高等学校

坂川　広樹 秀明八千代高等学校

宮本　愛弓 日出高等学校

西郷　里奈 秀明八千代高等学校

男子 監督 魚地　利明 千葉県立小見川高等学校

高橋　和輝 東京経済大学

木村　太一 日本大学

少年男子 １× 大竹　海斗 千葉県立小見川高等学校

監督 石井　大伸 千葉経済大学附属
高等学校

フライ級 片岡　亜沙人 東京農業大学

バンタム級 小川　寛樹 日本大学

ライト級 佐藤　貴則 野田市立二川小学校

ライトウェルター級 天野　瑛介 駒澤大学

ライトヘビー級 根本　拳太 沼南ボクシングクラブ

阿久津　理 西武台千葉高等学校

関茂　峰和 習志野市立習志野高等学校

ピン級 鈴木　優志 千葉県立沼南高等学校

バンタム級 吉永　翔太郎 習志野市立習志野高等学校

ライト級 堤　麗斗 習志野市立習志野高等学校

ライトウェルター級 髙橋　麗斗 千葉県立沼南高等学校

ウェルター級 宮田　彪我 習志野市立習志野高等学校

7 ボクシング

成年男子 
選手

少年男子

監督

選手

少年女子

5 ボート
２×

成年男子

4 テニス

監督

成年男子

選手

成年女子

少年男子

選手

3 サッカー

女子
選手

少年男子
選手

所属名

2

水泳 少年女子

選手

ＯＷＳ

競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名



監督 大塚　晃次郎 千葉商科大学
付属高等学校

柴田　大助 丸紅建材リース株式会社

上場　雄也 一般社団法人
REGALO SPORTS COMMUNITY

監督 飯塚　初義 千葉県立幕張総合高等学校

関本　信太郎 順天堂大学

角　雅也 順天堂大学

浅田　潮 順天堂大学

中村　竜輔 順天堂大学

タナカ　ショーン・力 順天堂大学

高橋　和幸 順天堂大学

小野　宙 順天堂大学

森垣　拓真 順天堂大学

鳥原　大地 順天堂大学

片寄　宏祐 順天堂大学

岡本　捷吾 順天堂大学

松下　正明 順天堂大学

監督 浅井　学 船橋市立船橋高等学校

佐々木　遥子 船橋市立船橋高等学校

山下　日和 船橋市立船橋高等学校

石川　栞 船橋市立船橋高等学校

大村　季色 船橋市立船橋高等学校

泉　花織 船橋市立船橋高等学校

雑賀　恵斗 船橋市立船橋高等学校

井上　亜里沙 船橋市立船橋高等学校

小山　菜月 船橋市立船橋高等学校

今西　璃里 船橋市立船橋高等学校

藤江　凜 船橋市立船橋高等学校

今西　璃香 船橋市立船橋高等学校

山﨑　百華 船橋市立船橋高等学校

監督 福尾　誠 順天堂大学

齊藤　優佑 徳洲会体操クラブ

湯浅　賢哉 順天堂大学

杉本　海誉斗 日本体育大学

鈴木　茂斗 順天堂大学

中川　将径 順天堂大学

監督 大竹　秀一 船橋市立
船橋高等学校

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

安達　太一 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

監督 神﨑　俊 株式会社フジスポーツクラブ

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

監督 塩屋　恵美子 昭和学院高等学校

石井　陽向 昭和学院高等学校

栫井　優 昭和学院高等学校

岩沢　希実 昭和学院高等学校

中村　胡桃 昭和学院高等学校

田中　来実 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

宇田川　一馬 新生紙パルプ商事株式会社

小山　純 東武ビルマネジメント株式会社

臼井　拓也 柏市役所

森山　翔太 株式会社千葉銀行

高田　歳也 新生紙パルプ商事
株式会社

出羽　崚一 新生紙パルプ商事株式会社

山田　侑樹 横河医療ソリュージョンズ株式会社

平良　彰大 株式会社メディセオ

井桁　龍太 千葉県立千葉聾学校

大崎　裕太 新生紙パルプ商事株式会社

山本　健太 新生紙パルプ商事株式会社

高澤　淳 新生紙パルプ商事株式会社

10 バスケットボール 成年男子
選手

所属名

8

ビーチバレーボール 男子
選手

バレーボール

成年男子
選手

競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名

少年女子
選手

9

体操
（競技）

成年男子
選手

少年男子
選手

少年女子
選手

体操
（新体操）

少年女子
選手



監督 近藤　義行 さわやかちば県民プラザ

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

監督 鈴木　親光 昭和学院高等学校

星　杏璃 昭和学院高等学校

黒澤　楓 昭和学院高等学校

西江　瑠伽也 ワリペ 昭和学院高等学校

大竹　優香子 昭和学院高等学校

玉田　和波 千葉経済大学附属高等学校

丹羽 オサス　未苑 柏市立柏高等学校

増田　泉美 昭和学院高等学校

松本　茜 昭和学院高等学校

小林　明日香 昭和学院高等学校

優　博美 千葉経済大学附属高等学校

石橋　玲奈 千葉英和高等学校

三田　七南 昭和学院高等学校

成年男子・女子 監督 吉田　雅明 千葉県立佐倉西高等学校

ﾌﾘｰ57kg級 山口　海輝 日本体育大学

ﾌﾘｰ61kg級 髙安　　直人 有限会社髙安組

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ72kg級 砂川　　航祐 有限会社髙安組

ﾌﾘｰ74kg級 梅林　太朗 早稲田大学

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ87kg級 佐々木　雄大 明治大学

ﾌﾘｰ97kg級 吉田　ケイワン 日本大学

監督 森下　史崇 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ51kg級 田南部　魁星 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ55kg級 竹下　雄登 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ92kg級 白井　逹也 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ125kg級 宮本　海渡 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ65kg級 山倉　孝介 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ71kg級 丸山　蒼生 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ80kg級 奥井　真吉 日本体育大学柏高等学校

女子 ﾌﾘｰ53kg級 五十嵐　未帆 至学館大学

成年 宮野　美恵子 千葉県セーリング連盟

少年 天貝　謙介 千葉県立生浜高等学校

渡邊　哲雄 株式会社ｴｽ･ﾋﾟｰ･ﾈｯﾄﾜｰｸ

岩井　俊樹 早稲田大学

レーザー級 島本　拓也 市原市役所

ウインドサーフィン級 阿知波　宏明 株式会社住友商事

加瀬澤　千帆里 株式会社岩瀬歯科商会

石川　紗葉子 株式会社京葉銀行

レーザーラジアル級 菅沼　汐音 慶應義塾大学

ウインドサーフィン級 河村　真生 亀田総合病院

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

レーザーラジアル級 中村　虎太郎 千葉市立稲毛高等学校

石塚　春菜 千葉県立磯辺高等学校

市村　みずき 千葉県立磯辺高等学校

レーザーラジアル級 三浦　帆香 木更津市立浪岡中学校

全 監督 長谷川　強 千葉県立八千代西高等学校

５３ｋｇ級 佐野　優図 日本体育大学

８５ｋｇ級 荒木　望都 宗教法人萬徳院

７７ｋｇ級 中泉　龍也 千葉県立八千代西高等学校

８５ｋｇ級 中山　絢斗 千葉県立八千代西高等学校

１０５ｋｇ級 柴田　竜士 千葉県立松戸国際高等学校

５３ｋｇ級 鈴木　梨羅 早稲田大学

５８ｋｇ級 安藤　美希子 株式会社キュアリアス

６３ｋｇ級 松本　潮霞 綜合警備保障株式会社

少年女子
４２０級

13 ウエイトリフティング

成年男子

選手
少年男子

女子

12 セーリング

監督

成年男子

４７０級

選手

成年女子

ＳＳ級

少年男子
４２０級

11 レスリング

成年男子 選手

少年男子

選手

氏　名 所属名

10 バスケットボール

少年男子
選手

少年女子
選手

競技No 競技 種別 種目 役割



監督 元嶋　智和 旭市役所

赤石　有里紗 東洋大学

山﨑　可奈絵 株式会社ダイヤモンドダイニング

堀口 彩寧 国士館大学

渡辺　樹 桐蔭横浜大学

沢　綾乃 千葉国際コンベンションビューロー

佐藤　美月 桐蔭横浜大学

松浦　志織 桐蔭横浜大学

宮田　日菜子 東京女子体育大学

飯塚　美沙希 桐蔭横浜大学

成嶋　美優 日本体育大学

兼子　樹 桐蔭横浜大学

榎本　志穂 株式会社日本保育サービス台東入谷こどもクラブ

監督 杉浦　嘉彦 市川高等学校

髙木　アレキサンダー 市川高等学校

榎本　洋輝 二松學舍大学附属高等学校

長谷川　隼 市川高等学校

穗苅　大 市川高等学校

永橋　優太朗 市川高等学校

土山　健 市川高等学校

白石　竜聖 市川高等学校

根本　光太郎 市川高等学校

佐々木　健太 市川高等学校

アシュール　亜寿治 市川高等学校

小池　大智 市川高等学校

上岡　彪徳 市川高等学校

監督 齋藤　喜美男 有限会社大和交通

ケイリン
チームスプリント

板倉　玄京 明治大学

スプリント
チームスプリント

荒川　仁 明治大学

スクラッチ
チームスプリント
ロードレース

鈴木　浩太 明星大学

ポイントレース 澁谷　泰世 東洋大学
1ｋｍタイムトライアル
チームスプリント 菊山　将志 日本写真判定株式会社

少年男子・女子 監督 造田　康明 敬愛学園高等学校

1ｋｍタイムトライアル 清水　美寛 拓殖大学紅陵高等学校

スプリント 小田原　健汰 千葉経済大学附属高等学校

スクラッチ 中村　凌輔 千葉学芸高等学校

ポイントレース
ロードレース

重田　恵杜 柏市立柏高等学校

スクラッチ
チームスプリント

中村　妃智 日本写真判定株式会社

ケイリン
チームスプリント

刈込　奈那 敬愛学園高等学校

監督 藤原　亮二 松戸市役所

林田　和樹 ヨネックス株式会社

髙月　拓磨 ヨネックス株式会社

十津川　将義 市川市役所

榊原　耕平 ヨネックス株式会社

溝端　亮二 日本体育大学

監督 齋藤　広宣 松戸市役所

黑木　瑠璃華 ヨネックス株式会社

森田　奈緒 ヨネックス株式会社

大井　樹来 ヨネックス株式会社

黒田　麻衣 ヨネックス株式会社

松尾　七海 日本体育大学

監督 高橋　章典 昭和学院
高等学校

吉野　南美 昭和学院
高等学校

齋木　菜々花 昭和学院
高等学校

原　千晴 昭和学院
高等学校

藤本　奈々美 昭和学院
高等学校

日高　里歩 昭和学院
高等学校

監督 村田　政宏 木更津総合高等学校

小林　光優 木更津総合高等学校

中山　恭花 千葉県立幕張総合高等学校

吉田　みさと 木更津総合高等学校

選手

17 卓球 少年女子
選手

16 ソフトテニス

成年男子
選手

成年女子
選手

少年女子

15 自転車

成年男子
選手

少年男子

選手

女子

所属名

14 ハンドボール

成年女子
選手

少年男子
選手

競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名



監督 中原　竜太 株式会社京葉銀行

高橋　和広 株式会社京葉銀行

山﨑　佑樹 株式会社京葉銀行

村岡　健次郎 株式会社京葉銀行

石原　一成 株式会社京葉銀行

栗原　洸 株式会社京葉銀行

蛭田　堅斗 株式会社京葉銀行

中川　龍斗 株式会社京葉銀行

小野田　滉平 株式会社京葉銀行

櫻井　勝成 株式会社京葉銀行

佐瀬　友基 株式会社京葉銀行

雪下　康太郎 株式会社京葉銀行

長谷川　直史 株式会社京葉銀行

古川　竜也 株式会社京葉銀行

兵藤　一真 株式会社京葉銀行

田村　和麻 株式会社京葉銀行

監督 山本　勇吾 千葉県立袖ヶ浦高等学校

後藤　鷹輔 拓殖大学紅陵高等学校

黒川　宏次朗 拓殖大学

ジャミン 拓殖大学

監督 角田　昌 拓殖大学紅陵高等学校

佐藤　耀太 日本体育大学柏高等学校

岸本　涉利 拓殖大学紅陵高等学校

大嶋　淳史 拓殖大学紅陵高等学校

松永　ジョージ 拓殖大学紅陵高等学校

角田　雄祐 拓殖大学紅陵高等学校

全 監督 江里口　裕子 株式会社ニューオリンピッククラブ

ＨＭ・選手 福島　大輔 佐倉ライディングクラブ

水山　大輔 有限会社成田乗馬クラブ

成年女子 朴本　真侑 有限会社成田乗馬クラブ

少年 安西　紘一 日本航空高等学校

監督兼選手 村越　優希 三信住建株式会社

五十畑　輝 中央大学

塚本　夕太郎 専修大学

監督兼選手 宮枝　桃子 株式会社アスリートプランニング

溝口　礼菜 早稲田大学

山田　瑞樹 専修大学

監督 渡邉　崇宏 千葉県立松戸高等学校

佐久間　朝陽 千葉県立柏陵高等学校

小貫　暁人 千葉県立柏陵高等学校

菅谷　優斗 千葉県立柏陵高等学校

監督 中濱　真吾 京葉瓦斯株式会社

石川　勇太 日本体育大学

六郷　雄平 了德寺学園

細谷　京亮 千葉県警察

下和田　翔平 京葉瓦斯株式会社

加藤　博剛 千葉県警察

監督 田中　良明 千葉経済大学附属高等学校

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

監督 西田　一幸 千葉県立大原高等学校

横山　澄香 千葉県立八千代高等学校

渡部　優花 綜合警備保障株式会社

新井　風花 千葉県立八千代高等学校

矢作　彩芽 千葉県立八千代高等学校

緒方　亜香里 了德寺学園

監督 細川　哲洋 酒々井町立
酒々井中学校

滝口　悠真 コープみらい
安房センター

林　　卓磨 栄町立
安食台小学校

坂井　貴之 千葉県立八千代特別支援学校

伊佐治　豪 株式会社東昭和化学

安井　琢磨 松戸市役所

細川　卓翁 四街道市立
八木原小学校

三崎　圭剛 船橋市立
薬園台小学校

選手

23 ソフトボール 成年男子
選手

22 柔道

成年男子
選手

少年男子
選手

女子

成年女子 フルーレ・エペ
選手

少年男子 フルーレ
選手

20 馬術
成年男子

障害
選手

21 フェンシング

成年男子 フルーレ・サーブル
選手

19 相撲

成年男子
選手

少年男子
選手

所属名

18 軟式野球 成年男子
選手

競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名



鈴木　耕士郎 千葉市立
新宿小学校

須佐　　篤 株式会社平和

酒井　　匠 日本体育大学

石井　智尋 早稲田大学

亀田　弦希 国士舘大学

監督 行方　　晋 千葉敬愛高等学校

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

吹原　健太 千葉敬愛高等学校

監督 佐藤　洋介 千葉経済大学附属高等学校

前田　衣里奈 千葉経済大学附属高等学校

田村　優佳 千葉経済大学附属高等学校

眞嶋　花 千葉経済大学附属高等学校

伊東　乃々香 千葉経済大学附属高等学校

米田　百々春 千葉経済大学附属高等学校

木村　友奏 千葉経済大学附属高等学校

笠原　朱里 千葉経済大学附属高等学校

杉浦　穂華 千葉経済大学附属高等学校

川地　葵 千葉経済大学附属高等学校

大寄　なつみ 千葉経済大学附属高等学校

杉原　あみ 千葉経済大学附属高等学校

石井　桃加 千葉経済大学附属高等学校

原田　理子 千葉経済大学附属高等学校

監督 齋藤　康弘 株式会社ピークスポーツ

平戸　充 野田市役所

加藤　颯 ウエンブレー

相澤　桃李 日本大学

監督 髙瀬　秀雄 西武台千葉高等学校

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

金田　由紀 丸善雄松堂株式会社

相原　真起子
須田　優美 千葉信用金庫赤坂支店

監督 鈴木　稔 成田高等学校

原　愛汰 松戸市立松戸高等学校

今木　英之 成田高等学校

杉田　尚哉 松戸市立松戸高等学校

全 監督 藤平　敏 千葉県立茂原樟陽
高等学校

50mP60M 金坂　広幸 末広自動車工業株式会社

50m3×40M 井尻　圭亮 慶應義塾大学

10mS60M 青山　敬志 大多喜ガス株式会社

CP60M/CP30M 中島　愼吾 千葉県警察

成年女子 10mS40W 池田　絵美 日綜産業株式会社

少年男子 10mS60JM 佐々木　徹也 千葉県立茂原樟陽
高等学校

10mS40ＪW 目羅　渚 茂原北陵
高等学校

BRS40JW 泉舘　玲香 千葉県立実籾
高等学校

BP40JW 中山　彩 千葉県立
茂原高等学校

26 ライフル射撃

成年男子

選手

少年女子

25 弓道

成年女子

近的、遠的

選手

少年男子
選手

選手

24 バドミントン

成年男子
選手

少年女子
選手

所属名

23 ソフトボール

成年男子 選手

少年男子
選手

少年女子

競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名



監督兼選手 林　佐登美 中央学院
高等学校

岩切　勇磨 国際武道大学

小谷　明徳 千葉県警察

岩下　智久 千葉県警察

鈴木　剛 千葉県警察

監督 増子　恭通 千葉県立君津高等学校

藤田　航洋 東海大学付属浦安高等学校

齊藤　安斗夢 千葉県立京葉高等学校

宇野　隆志 東海大学付属浦安高等学校

小川　　巽 拓殖大学紅陵高等学校

樋浦　雄也 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

山本　秀文 NEC

堀口　裕二 下総海上自衛隊

石橋　達也 千葉県立泉高等学校

為成　智広 サンフロンティア不動産

石本　海斗 株式会社ネオキャリア

加部　恭史 株式会社ヒューモニー

日高　健 NEC

藤原　健太 日鉄住金物流君津

森　功至    クボタ

阿部　亮介 京葉銀行

監督 山口　武 千葉県立千葉北高等学校

葛西　拓斗 流通経済大学付属柏高等学校

作田　駿介 流通経済大学付属柏高等学校

神田　剛 流通経済大学付属柏高等学校

室岡　武 流通経済大学付属柏高等学校

八木澤　龍翔 流通経済大学付属柏高等学校

篠澤　輝 流通経済大学付属柏高等学校

木村　倭 流通経済大学付属柏高等学校

星野　竜輝 流通経済大学付属柏高等学校

諸井　琉哉 流通経済大学付属柏高等学校

家村　健太 流通経済大学付属柏高等学校

當眞　慶 流通経済大学付属柏高等学校

土居　大吾 流通経済大学付属柏高等学校

柳田　翔吾 流通経済大学付属柏高等学校

永山　大地 流通経済大学付属柏高等学校

金澤　春樹 流通経済大学付属柏高等学校

石水　健太 流通経済大学付属柏高等学校

中山　郁大 流通経済大学付属柏高等学校

吉澤　郁生 専修大学松戸高等学校

野澤　伴丞 流通経済大学付属柏高等学校

當眞　真 流通経済大学付属柏高等学校

岡田　和暉 流通経済大学付属柏高等学校

浅見　亮太郎 流通経済大学付属柏高等学校

髙橋　三也 流通経済大学付属柏高等学校

監督 阿部　雅史 千葉県立松戸馬橋高等学校

村井　隆一 APEX SOLUTIONS

島谷　尚季 流通経済大学

全 ＳＬ 監督 井田　涼介 浦安市役所

成年男子 ＳＬK1 山本　嶺 株式会社極洋

成年女子 ＳＬＫ１ 藤井　南帆 日本赤十字看護大学

全 ＳＰ 監督 秋葉　一憲 香取市役所

成年男子 SPC1 八角　周平 筑波大学

福井　伸紘 千葉県立小見川高等学校

吉岡　和美 佐倉市立臼井西中学校

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

男子 監督 小森　政之 千葉県立京葉高等学校

鬼塚　聡 早稲田大学

吉田　和希 専修大学

西條　凌介 立教大学

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

選手

少年男子

31 アーチェリー

成年男子

選手

30 カヌー

選手

　選手

少年男子

少年女子 SPK4

28 ラグビーフットボール

成年男子
選手

少年男子
選手

SPK2

29 山岳 成年男子

氏　名 所属名

27 剣道

成年男子
選手

少年男子
選手

競技No 競技 種別 種目 役割



監督 小園　優美 千葉県立津田沼高等学校

八木　さくら 千葉英和高等学校

松本　結花 千葉県立流山おおたかの森高等学校

岩中　萌梨 千葉県立津田沼高等学校

全 監督 馬場　秀和 株式会社かわでん

組手軽量級 池澤　元太 国際武道大学

組手中量級 宮﨑　佑介 株式会社リバイブル

組手重量級 大井　達也 ファナック株式会社

形 本　一将 株式会社エージーピー

成年女子 組手 内田　千奈美 共立女子大学

組手 宮﨑　光 拓殖大学紅陵高等学校

形 岡本　拳 拓殖大学紅陵高等学校

少年女子 組手 嶋田　さらら 秀明八千代高等学校

監督兼選手 戸村　輝雄 日立建機日本株式会社関東支社千葉支店成田営業所

早坂　紘樹 自営

石川　喜美 自営

三上　佳也 夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務局

関本　武 ANAラインメンテナンステク二クス株式会社

石出　信 有限会社ジャパンオート販売

全 監督 住母家　喜代美
星　若加菜 千葉県立千葉女子高等学校

道端　琴美 君津市保健福祉部子育て支援課

竹内　萌乃 淑徳大学

中村　星花 植草学園大学附属高等学校

福本　ひより 千葉県立千葉女子高等学校

田中　成美 千葉県立千葉女子高等学校

監督 張ヶ谷　富美子 張ヶ谷税理士事務所

向谷　美咲 ＩＴカンファー株式会社

向谷　優那 日本経済大学健康ｽﾎﾟｰﾂ経営学科

水野　あやか 神田外語学院

齊藤　美希 千葉美容専門学校

監督 小松　永宜 公益社団法人日本ﾌﾟﾛﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会

佐藤　龍生 千葉県立八千代高等学校

岩井　俊輔 千葉県立成田北高等学校

監督 谷澤　重男 千葉県ボウリング連盟

藤田　梨聖 敬愛学園高等学校

室伏　萌 印西市立本埜中学校

成年男子・女子 監督 篠塚　美幸 株式会社ワタナベ

櫛山　勝弘 専修大学

羽藤　勇司 日本ウエルネススポーツ大学

沼田　凌 中央学院大学

監督 日暮　浩之 有限会社太左衛門

鈴木　晃祐 西武台千葉高等学校

大野　倖 四街道市立旭中学校

小林　拳史郎 西武台千葉高等学校

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

監督 吉越　慎吾 スポーツクラブNAS

渡部　晃大朗 カンパニオ

玉﨑　稜也 早稲田大学

監督 安藤　幹夫 千葉県海匝土木事務所

上田　藍 ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター

加藤　友里恵 千葉県トライアスロン連合

監督 68

選手 505

本部役員 24

千葉県選手団 計 597

37 トライアスロン

成年男子
選手

成年女子
選手

選手

36 ゴルフ

成年男子 選手

少年男子

選手

女子

35 ボウリング

成年女子
選手

少年男子
選手

少年女子

スキート

34 なぎなた

成年女子

選手

少年女子

32 空手道

成年男子

選手

少年男子

33 クレー射撃 成年男子

トラップ

選手

所属名

31 アーチェリー 少年女子
選手

競技No 競技 種別 種目 役割 氏　名

※「選手兼監督」は「選手」として数える。

結団式・開会式　旗手 結団式　宣誓者

  し ら  い し   　　　ひかる

白石　光
（秀明八千代高等学校　テニス　少年男子）

30年度　全国高等学校総合体育大会
　　　　　 ダブルス     優勝
　　　　 　シングルス      優勝
　　　　　 団体　　　　　優勝

こ  ば や し　        あ  ゆ み

小林　歩未
（船橋市立船橋高校　陸上競技　少年女子）
30年度　全国高等学校総合体育大会
　　　　　 100mハードル  第１位
　　　　　　　　　　　　       （高校新記録）
　　　　　　　　　　　 　      （大会新記録）

第７３回国民体育大会（福井しあわせ元気国体）旗手および結団式宣誓者

３０年度　福井国体


