
競技№ 競技 種別 種目 役割 氏名 所属名

男子 監督 伊東　謙二 千葉県立千葉東高等学校

100m 川上　拓也 大阪ガス株式会社

400m 伊東　利来也 早稲田大学

800m 梅谷　健太 株式会社サンベルクス

三段跳 柿埜　涼生 ゴールドジム

A100m 藤原　寛人 東海大学付属浦安高等学校

A400m 山本　峻汰 八千代松陰高等学校

A5000m 石井　一希 八千代松陰高等学校

A棒高跳 山田　直季 日本体育大学柏高等学校

A走幅跳 鳥海　勇斗 東京学館船橋高等学校

Aハンマー投 塩澤　拓海 木更津総合高等学校

B100m 守　祐陽 船橋市立船橋高等学校

B走幅跳 植木　優太 成田高等学校

共800m 金子　魅玖人 千葉県立鎌ケ谷高等学校

共110mH 村竹　ラシッド 千葉県立松戸国際高等学校

女子 監督 花岡　麻帆 千葉県立幕張総合高等学校

100m・400m 藤井　彩乃 青山学院大学

5000m 鷲見　梓沙 株式会社ユニバーサルエンターテインメント

400mH 比嘉　和希 山梨学院大学

5000mW 道口　愛 自衛隊体育学校

棒高跳 根本　智子 日本製鉄君津

A100m 景山　咲穗 船橋市立船橋高等学校

A400m 松岡　萌絵 東海大学付属浦安高等学校

A3000m 小坂井　智絵 成田高等学校

A100mH 増田　絢菜 船橋市立船橋高等学校

A走幅跳 白土　茶実 成田高等学校

B100m ハッサン　ナワール 松戸市立第五中学校

B走幅跳 白土　莉紅 匝瑳市立八日市場第二中学校

共三段跳 加藤　綾乃 千葉県立幕張総合高等学校

共砲丸投 篠塚　美咲 東京学館高等学校

共円盤投・共やり投 内田　萌奈 西武台千葉高等学校

森　謙一郎 柏洋スイマーズ

西崎　勇 株式会社ルネサンス

OWS 関谷　直樹 昭和学院高等学校

自由形 山元　啓照 海上自衛隊

自由形 平井　彬嗣 郵船ロジスティクス

平泳ぎ 落合　兼優  千葉商科大学付属高等学校

背泳ぎ 牧田　翔吾 昭和学院高等学校

バタフライ 井上　海 東海大学付属浦安高等学校

自由形 國分　隆平 成田高等学校

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 大作　健二 船橋市立船橋高等学校

自由形 川嶋　虎太郎 千葉明徳高等学校

背泳ぎ 養日　聖 いすみ市立大原中学校

平泳ぎ 工藤　大空 千葉県立行徳高等学校

バタフライ・個人メドレー 山口　将太郎 東邦大学付属高等学校

自由形 設樂　航希 千葉県立柏南高等学校

自由形 江沢　陸 成田高等学校

背泳ぎ 湯原　利佳 セントラルスポーツ

平泳ぎ 徳永　彩花 神奈川大学

バタフライ 飯塚　千遥 筑波大学

自由形 持田　早智 ルネサンス

個人メドレー 柏崎　清花 柏洋スイマーズ

2 水泳

全
競泳

監督

成年男子

選手

少年男子

成年女子

第74回国民体育大会　監督・選手名簿一覧

1 陸上

成年男子

選手

少年男子

成年女子

選手

少年女子



競技№ 競技 種別 種目 役割 氏名 所属名

自由形 込山　瞳 筑波大学

自由形 梅澤　麻友 ルネサンス

背泳ぎ 星　美里 昭和学院高等学校

平泳ぎ・自由形 賀部　寿音 昭和学院高等学校

バタフライ 小川　幸美 昭和学院高等学校

自由形 久保田　梨琉 植草学園大学附属高等学校

自由形 松村　多恵 和洋国府台女子中学校高等学校

背泳ぎ 笹生　舞琳 市川市立第六中学校

平泳ぎ 谷口　真尋 渋谷教育学園幕張高等学校

バタフライ 遠山　乃梨 渋谷教育学園幕張高等学校

自由形 清水　アマネ 浦安市立富岡中学校

個人メドレー 前田　沙也佳 船橋市立習志野台中学校

自由形 堀　花音 千葉商科大学付属高等学校

自由形 野村　奈緒 市原市立五井中学校

男子 ＯＷＳ 松本　勝己 船橋市立船橋高等学校

女子 ＯＷＳ 小川　幸夏 成田高等学校

監督 加藤　英雄 秀明大学

野元　裕世 秀明大学

松浦　優花 秀明大学

吉見　ひより 秀明大学

山本　彩乃 秀明大学

山井　裕加 千葉県立幕張総合高等学校

関根　桜彩 千葉県立幕張総合高等学校

柳生　響 千葉県立幕張総合高等学校

木村　美結 千葉敬愛高等学校

阿部　紗也香 芝浦工業大学柏高等学校

岡田　日和 東海大学付属浦安高等学校

杉本　華音 秀明八千代高等学校

監督 田中　章太郎 千葉県立生浜高等学校

近野　勝大 柏レイソルＵ－１８

伊達　由太嘉 柏レイソルＵ－１８

平良　碧規 船橋市立船橋高等学校

田中　隼人 柏レイソルＵ－１８

大和　優槻 柏レイソルＵ－１８

尾形　陸 千葉県立八千代高等学校

山本　大輝 船橋市立船橋高等学校

坪谷　至祐 船橋市立船橋高等学校

真家　英嵩 柏レイソルＵ－１８

菅原　大知 柏レイソルＵ－１８

市瀬　飛翔 柏レイソルＵ－１８

天川　幹 船橋市立船橋高等学校

大輪　昂星 船橋市立船橋高等学校

藤谷　敦也 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８

木下　颯太 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８

夏山　響生 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８

成年少年男子 齋田　淳 千葉県立船橋東高等学校

成年少年女子 秋山　礼美 AX TENNIS

大和田　秀俊 株式会社リコー

蓮見　亮登 明治大学

岩井　真優 筑波大学

清水　里咲 駒澤大学

石井　涼太 千葉県立八千代高等学校

村松　陸 東京学館浦安高等学校

山﨑　郁美 秀明八千代高等学校

長門　桃子 東京学館船橋高等学校

監督 松元　剛 千葉県立銚子商業高等学校

木村　太一 日本大学

長尾　磨周 日本大学

１× 熱田　敏信 東海大学

監督 魚地　利明 千葉県立小見川高等学校

大竹　海斗 千葉県立小見川高等学校

片野　凛 千葉県立小見川高等学校
２× 選手

選手

成年女子

少年男子

少年女子

5 ボート

成年男子 ２×
選手

少年男子

3 サッカー 少年男子
選手

4 テニス

監督

成年男子

2 水泳

成年女子

選手少年女子

女子 水球
選手



競技№ 競技 種別 種目 役割 氏名 所属名

成年男子 石井　大伸 千葉経済大学附属
高等学校

少年男子 関茂　峰和 習志野市立習志野高等学校

少年男子 横山　拓児 千葉県立流山高等学校

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 中村　洸太 日本大学

ミドル級 西邑　蓮 平成国際大学

ライトヘビー級 根本　拳太 沼南ボクシングクラブ

ピン級 佐伯　侑馬 習志野市立習志野高等学校

ライトフライ級 野田 翔太 千葉経済大学附属
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 松永　敦朗 習志野市立習志野高等学校

監督 大塚　晃次郎 千葉商科大学付属高等学校

小池　航 千葉商科大学付属高等学校

大久保　隆成 千葉商科大学付属高等学校

監督 三澤　義彦　 柏市立柏高等学校

関根　優穂 柏市立柏高等学校

田中　凜 柏市立柏高等学校

監督 上原　典人 敬愛学園高等学校

佐藤　淑乃 敬愛学園高等学校

鈴木　遥 敬愛学園高等学校

永井　知佳 敬愛学園高等学校

大木　春香 敬愛学園高等学校

袋　日星 敬愛学園高等学校

鈴木　杏梨 敬愛学園高等学校

工藤　唯夢 敬愛学園高等学校

村井　理桂 敬愛学園高等学校

芝﨑　くるみ 敬愛学園高等学校

小栗　優 敬愛学園高等学校

櫻井　聖綾 敬愛学園高等学校

梅川　愛邑理 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

前野　風哉 セントラルスポーツ

村山　覚人 順天堂大学

鈴木　茂斗 順天堂大学

中川　将径 順天堂大学

山田　元大 早稲田大学

監督 大竹　秀一 船橋市立
船橋高等学校

橋本　大輝 船橋市立
船橋高等学校

金田　希一 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

倉田　玲男 船橋市立
船橋高等学校

安達　太一 船橋市立
船橋高等学校

監督 神﨑　俊 ＪＧＣ

青木　梨奈 東京学館高等学校

兒玉　優光子 八千代市立八千代台西中学校

塙　颯香 東京学館高等学校

芹田　未果子 東京学館高等学校

大越　美杏 東京学館高等学校

監督 宿谷　あゆみ 八千代松陰高等学校

濵本　心幸 八千代松陰高等学校

田村　菜々子 八千代松陰高等学校

上島　珠葵 八千代松陰高等学校

皆見　ひなつ 八千代松陰高等学校

秋山　奈央 八千代松陰高等学校

男子女子 監督 伊藤　有紀子 有限会社　テン・フォーティー

男子 石井　祐雅 静岡産業大学

女子 宇山　芽紅 有限会社　テン・フォーティー

新体操
選手

トランポリン
選手

9 体操

成年男子

競技

選手

少年男子
選手

少年女子
選手

少年女子

8 バレーボール

少年男子

ビーチバレーボー
ル

選手

少年女子
選手

少年女子 6人制
選手

7 ボクシング

監督

成年男子

選手

少年男子



競技№ 競技 種別 種目 役割 氏名 所属名

監督 鈴木　親光 昭和学院高等学校

余郷　美奈 三井住友銀行

田口　明佳莉 丸紅パルプ販売株式会社

山本　加奈子 青山学院大学

佃　夏子 QUEEN BEE

関根　彩乃 丸紅パルプ販売株式会社

渡邉　愛海 国際武道大学

村岡　美英 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

秋元　文香 専修大学

中村　美羽 早稲田大学

馬　雲 CHIBA  CLUB

小山　真実 CHIBA  CLUB

監督 相田　貴史 千葉県立千葉南高等学校

田中　晴瑛 船橋市立船橋高等学校

市場　脩斗 船橋市立船橋高等学校

天野　皓介 船橋市立船橋高等学校

濱野　聡一郎 船橋市立船橋高等学校

神川　大地 船橋市立船橋高等学校

古川　大貴 千葉県立一宮商業高等学校

河崎　歩夢 習志野市立習志野高等学校

小河原　幹太 八千代松陰高等学校

坂本　康成 アースフレンズ東京Ｚ　Ｕ－１５

廣岡　大翔 柏市立柏高等学校

宮原　崚祐 千葉県立八千代高等学校

若林　勇翔 千葉県立市川東高等学校

監督 高松　淳史 船橋市立船橋高等学校

中村　帆香 昭和学院高等学校

齋藤　まみ 船橋市立船橋高等学校

高根澤　伽心 千葉英和高等学校

花島　百香 昭和学院高等学校

田嶋　優希奈 昭和学院高等学校

渡辺　花菜 千葉経済大学附属高等学校

田平　真弥 昭和学院高等学校

石橋　花穂 昭和学院高等学校

石田　美羽 船橋市立船橋高等学校

田丸　実来 千葉英和高等学校

早川　菜々 昭和学院高等学校

アチャラオゲチクランシー 昭和学院高等学校

成年男女 監督 吉田　雅明 千葉県立佐倉西高等学校

ﾌﾘｰ53kg級 五十嵐　未帆 明光ネットワークジャパン

ﾌﾘｰ62kg級 三輪　奏歩 東洋大学

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ60kg級 大河原　蔵之介 日本体育大学

ﾌﾘｰ61kg級 森下　史崇 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ65kg級 齋藤　一樹 明治大学

ﾌﾘｰ74kg級 尾形　颯 中央大学

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ87kg級 宮本　海渡 日本体育大学

ﾌﾘｰ97kg級 選手 吉田　ケイワン 日本大学

監督 大澤　友博 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

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ60kg級 宇戸平　莞爾 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ65kg級 山倉　孝介 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ71kg級 深田　雄智 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ80kg級 山田　　脩 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ92kg級 TUVAADORJ　BUKHCHULUUN 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ125kg級 持永　空弥 日本体育大学柏高等学校

12 セーリング 成年 監督 宮野　美恵子 千葉県セーリング連盟

選手

11 レスリング

成年女子

選手

成年男子

少年男子
選手

10 バスケットボール

成年女子
選手

少年男子
選手

少年女子



競技№ 競技 種別 種目 役割 氏名 所属名

少年 監督 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 山内　健史 中央大学

ウィンドサーフィン級 重松　竜威 上智大学

ＳＳ級 加瀬澤　千帆里 株式会社　岩瀬歯科商会

ＳＳ級 宮野　菜々 株式会社　ANAエアポートサービス

レーザーラジアル級 杉浦　智香 千葉県セーリング連盟

ウィンドサーフィン級 三石　真衣 千葉大学

三村　颯斗 千葉県立磯辺高等学校

田尻　遊 千葉県立磯辺高等学校

レーザーラジアル級 石井　貴大 千葉市立稲毛高等学校附属中学校

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 佐藤　真心 千葉市立稲毛高等学校

全種別 監督 髙村　義隆 千葉県立松戸国際高等学校

７３kg級 吉井　暖登 中央大学

81kg級 大澤　脩斗 富里市立富里南中学校

61kg級 堀越　海翔 千葉県立松戸国際高等学校

73kg級 間藤　幸汰 千葉県立松戸国際高等学校

81kg級 関　大騎 千葉県立松戸国際高等学校

55kg級 鈴木　梨羅 早稲田大学

59kg級 安藤　美希子 ＦＡコンサルティング株式会社

71kg級 茅野　まり 日本体育大学

監督 玉屋　裕基 千葉県立八千代高等学校

田中 直樹 ＦＯＧ

白石 竜聖 日本体育大学

長谷川 舜 中央大学

臼田 翔馬 中央大学

大村 俊介 中央大学

髙橋 宗汰 中央大学

峰岸 勁志郎 順天堂大学

島田 純 順天堂大学

井沼田 賢一 ＦＯＧ

加瀬 駿也 東海大学

小川　航世 ＦＯＧ

岩田 圭司 明治大学

監督 元嶋　智和 昭和クラブ

沢　綾乃 昭和クラブ

榎本　志穂 昭和クラブ

佐藤　美月 桐蔭横浜大学

松浦　志織 桐蔭横浜大学

兼子　樹 桐蔭横浜大学

山根　萌 早稲田大学

江連　織圭 早稲田大学

成嶋　美優 日本体育大学

小沼　千咲 日本体育大学

成嶋　七海 ｓａｎｇｌｉｅｒ

井熊　野々香 順天堂大学

石井　なな子 昭和クラブ

監督 杉浦　嘉彦 市川高等学校

大島　永聖 市川高等学校

根本　光太郎 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

渡邊　桂也 市川高等学校

鴻巣　開輝 市川高等学校

萩原　雅也 昭和学院高等学校

村上　歩夢 昭和学院高等学校

選手

14 ハンドボール

成年男子
選手

成年女子
選手

少年男子

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

成年男子

470級

選手

成年女子

少年男子
４２０級



競技№ 競技 種別 種目 役割 氏名 所属名

髙橋　侑吾 昭和学院高等学校

天野　太陽 昭和学院高等学校

高橋　飛路 市川高等学校

金田　昇 市川高等学校

監督 平松　裕 千葉県立若松高等学校

宮代　花菜 昭和学院高等学校

田中　優里 昭和学院高等学校

高橋　璃晏 昭和学院高等学校

永嶋　萌々子 昭和学院高等学校

小柴　夏輝 昭和学院高等学校

橋山　明星 昭和学院高等学校

西本　華子 昭和学院高等学校

鈴木　晴千 昭和学院高等学校

小沼　美尋 昭和学院高等学校

尾関　栞 昭和学院高等学校

近藤　衣良 昭和学院高等学校

三明　千弥那 千葉県立八千代高等学校

監督 阿部　智篤 千葉経済大学附属高等学校

ケイリン
チームスプリント

板倉　玄京 明治大学

1kmタイムトライアル
チームスプリント

荒川　仁 明治大学

スプリント
チームスプリント

鈴木　浩太 明星大学

ロードレース
スクラッチ

重田　恵杜 順天堂大学

監督 造田　康明 敬愛学園高等学校

ロードレース
スクラッチ

中村　凌輔 千葉学芸高等学校

スプリント 小田原　健汰 千葉経済大学附属高等学校

ポイントレース 大網　建人 敬愛学園高等学校

ロードレース
1kmタイムトライアル

松﨑　新太 敬愛学園高等学校

女子 スクラッチ 五味田　奈穂 順天堂大学

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

溝端　亮二 日本体育大学

齋藤　大樹 明治大学

監督 齋藤　広宣 松戸市役所

井田　真季 ヨネックス株式会社

菊地　はづき 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

河村　希美 日本体育大学

監督 東　慎一郎 木更津総合高等学校

松橋　嘉依 木更津総合高等学校

山下　真央 木更津総合高等学校

滝瀬　敬太 木更津総合高等学校

岡田　凌旺 木更津総合高等学校

遠藤　陸斗 木更津総合高等学校

監督 石毛　宏幸 千葉県立銚子商業高等学校

林　めぐみ キャノンメディカルシステムズ株式会社

田中　千秋 株式会社豊田自動織機

伊藤　佑里子 松戸市役所

監督 中原　竜太 株式会社京葉銀行

選手 高橋　和広 株式会社京葉銀行
18 軟式野球 成年男子

選手

17 卓球 成年女子
選手

16 ソフトテニス

成年男子
選手

成年女子
選手

少年男子

15 自転車

成年男子
選手

少年男子

選手

14 ハンドボール

少年男子 選手

少年女子
選手



競技№ 競技 種別 種目 役割 氏名 所属名

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 今井　哲郎 市原市立国府小学校

山科　梨玖 拓殖大学

黒川　宏次朗 拓殖大学

後藤　鷹輔 拓殖大学紅陵高等学校

監督 角田　昌 拓殖大学紅陵高等学校

岸本　涉利 拓殖大学紅陵高等学校

井出　純也 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　雄佑 拓殖大学紅陵高等学校

山本　優羽 拓殖大学紅陵高等学校

全種別 監督 江里口裕子 オリンピッククラブ

少年男子 障害 ＨＭ・選手 村尾　颯宥 インターアクションホースマンスクール

馬場 増元　拓巳 ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝﾎｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

水山　大輔 成田乗馬クラブ

小牧　加矢太 北総乗馬クラブ

馬場 増元　真以子 ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝﾎｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

福島　章 ＳＴＡＲ　ＨＯＲＳＥＳ

朴本　真侑 成田乗馬クラブ

安西　紘一 日本航空高等学校

吉野　真奈 恵泉女学園高等学校

監督兼選手 村上　隼悟 千葉県警察本部

村越　優希 株式会社東急コミュニティー

武田　仁 AGC株式会社

監督 岩下　一也 千葉県警察

清水　夏輝 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 京葉ガス株式会社

加藤　博剛 千葉県警察

監督 浅野　繁 清和大学

大和久　友佳 株式会社千葉薬品

永井　風歌 木更津総合高等学校

渡邉　彩香 木更津総合高等学校

矢作　彩芽 千葉県立八千代高等学校

泉　真生 株式会社小松製作所

監督 近野　貞治 木更津総合高等学校

濵田　大樹 木更津総合高等学校

市川　晃次郎 習志野市立習志野高等学校

北條　嘉人 木更津総合高等学校

金澤　聡瑠 木更津総合高等学校

桒田　真雄 習志野市立習志野高等学校

女子
選手

少年男子
選手

21 フェンシング 成年男子 フルーレ・エペ
選手

22 柔道

成年男子
選手

20 馬術

成年男子

選手

障害

成年女子
障害

少年 障害

選手

19 相撲

成年男子
選手

少年男子
選手

18 軟式野球 成年男子



競技№ 競技 種別 種目 役割 氏名 所属名

監督 飯田　武司 中央学院高等学校

岡部　天 法政大学

有川　友理奈 立教大学

荒井　菜月 東京情報大学

監督 稲田　聡 西武台千葉高等学校

塩澤　慶郁 西武台千葉高等学校

滝本　千裕 西武台千葉高等学校

佐藤　一真 西武台千葉高等学校

監督 髙瀬　秀雄 西武台千葉高等学校

杉山　未来 西武台千葉高等学校

栗原　琉夏 西武台千葉高等学校

岡本　萌奈未 西武台千葉中学校

監督 松浦　陽次 株式会社日立ソリューションズ

金田　由紀 千葉県弓道連盟

内山　知美 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ株式会社

須田　優美 千葉信用金庫

全種別 監督 藤平　敏 千葉県立茂原樟陽高等学校

AR60/AR60PR 青山　敬志 大多喜ガス株式会社

CFP60M/CFP30M 金木　康知 千葉県警察本部

R3×40/R60PR 千葉　朔海 早稲田大学

AR60W/AR60PRW 鈴木　若葉 法政大学

AR60J 佐々木　徹也 千葉県立茂原樟陽高等学校

BR60J/BR30J 窪田　悠希 千葉県立実籾高等学校

BP60J 八田　泰寿 千葉県立茂原樟陽高等学校

AR60WJ 泉舘　玲香 千葉県立実籾高等学校

BR60WJ/BR30WJ 広瀬　こころ 千葉県立実籾高等学校

BP60WJ 山本　胡桃 千葉県立茂原樟陽高等学校

監督兼選手 林　佐登美 中央学院高等学校

鈴木　剛 千葉県警察本部

小谷　明徳 千葉県警察本部

熊谷　省吾 千葉県警察第一機動隊

小川　侑吾 千葉県警察

少年男女 監督 久間　浩史 千葉県立大網高等学校

藤田　航洋 東海大学付属浦安高等学校

片田　悠太 東海大学付属浦安高等学校

藤間　翔栄 東海大学付属浦安高等学校

西原　圭一郎 東海大学付属浦安高等学校

遠藤　航介 翔凛高等学校

佐々木　楓 船橋市立船橋高等学校

川上　環 船橋市立船橋高等学校

中田　はな 翔凛高等学校

所　和華奈 翔凛高等学校

佐々木　花菜 千葉県立我孫子高等学校

監督 阿部　雅史 千葉県立幕張総合高等学校

村井　隆一 APEX SOLUTIONS

島谷　渓亮 グラビティリサーチTOKYO BAY

監督 飯田　恒次 自営業

大里　拓己 千葉県立幕張総合高等学校

村下　善乙 千葉県立柏南高等学校

全種別 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

全種別 SP 監督 秋葉　一憲 香取市役所

SPK1 福井　伸紘 立命館大学

SPC1 岸　平悟 立命館大学

SPK1 吉岡　和美 千葉県立小見川高等学校

藤崎　雄太 千葉県立佐倉高等学校

市川　幹太 千葉県立佐倉高等学校

今西　悠人 千葉県立佐倉高等学校

小林　京太 千葉県立佐倉高等学校

SPC1 金子　誠生 千葉県立佐倉高等学校

SPK1 諏訪　智美 千葉県立小見川高等学校

柳堀　あいり 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

29 カヌー

選手

成年男子

選手
少年男子 SPK4

少年女子
SPK2

選手

28 スポーツクライミング

成年男子 リード・ボルダリング
選手

少年男子 リード・ボルダリング
選手

27 剣道

成年男子
選手

少年男子 選手

少年女子

26 ライフル射撃

成年男子

選手

成年女子

少年男子

少年女子

選手

25 弓道 成年女子 近的・遠的
選手

24 バドミントン

成年女子
選手

少年男子
選手

少年女子



競技№ 競技 種別 種目 役割 氏名 所属名

全種別 監督 小森　政之 千葉県立京葉高等学校

中野　遥 東洋大学

𠮷留　光咲 千葉県警察学校

荒井　公佳 明治大学

岩澤　舜介 千葉英和高等学校

春日　宏太 千葉英和高等学校

塩見　柊斗 千葉県立流山おおたかの森高等学校

全種別 監督 馬場　秀和 株式会社かわでん

形 本　龍二 帝京大学

組手軽量級 池澤　海 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 渡邉　健太 国士舘大学

成年女子 組手 澤江　優月 帝京大学

少年男子 組手 寺岡　瞭 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 星野　登志夫 千葉県クレー射撃協会

Bruce Derek Nimmo インターアック千葉

秋葉　隆行 西千葉接骨院

監督 住母家　喜代美 袖ヶ浦市なぎなた連盟

試合 菅原　若加菜 千葉県立千葉女子高等学校

演技試合 道端　琴美 君津市役所

演技試合 齋藤　衣吹 国際武道大学

演技試合 髙𣘺　遥香 植草学園大学附属高等学校

試合 安宅　飛明 千葉県立千葉女子高等学校

演技試合 長嶋　姫那 植草学園大学附属高等学校

監督 渡辺　　勇 千葉県ボウリング連盟

鈴木　大介 有限会社　三和建装工業所

平野　一平 ヤマトシステム開発株式会社

吉野　貴宣 株式会社　サンメイ・ドリームスタジアム太田

小倉　康輔 翔凜中学校高等学校

監督 張ヶ谷　富美子 張ヶ谷税理士事務所

向谷　優那 日本経済大学

鈴木　順子 株式会社　サンブリッジ

水野　あやか 千葉県ボウリング連盟

藤田　梨聖 学校法人日本教育財団HAL東京

監督 庄司　太郎 公益社団法人　日本プロボウリング協会

岩井　俊輔 千葉県立成田北高等学校

佐藤　滉介 千葉市立花見川中学校

成年男子女子 監督 増田　秀仁 有限会社双伸ゴルフセンター

櫛山　勝弘 専修大学

野呂　涼 東北福祉大学

鈴木　海斗 明治大学

羽藤　和奏 わせがく高等学校

六車　日那乃 麗澤高等学校

吉澤　柚月 麗澤高等学校

監督 日暮　浩之 有限会社太左衛門

大野　倖 千葉黎明高等学校

小林　龍生 千葉学芸高等学校

坂田　一真 千葉黎明高等学校

成年男子 吉越　慎吾 スポーツクラブNAS

成年女子 安藤　幹夫 千葉県海匝土木事務所

玉崎　稜也 早稲田大学

堀田　光輝 明治大学

小山　陽和 東海大学

佐藤　志帆 自営業

※選手名は９月１０日時点のものです。

選手 445

合計 516

監督 67

ＨＭ（馬術）兼選手 1

監督兼選手 3

36 ゴルフ

成年男子

選手

女子

少年男子
選手

37 トライアスロン

監督

成年男子

選手

成年女子

34 なぎなた

成年女子

選手

少年女子

35 ボウリング

成年男子
選手

成年女子
選手

少年男子
選手

32 空手道

成年男子

選手

33 クレー射撃 成年男子 トラップ
選手

31 アーチェリー

成年女子

選手

少年男子


