
現在

体操（体操） 人数 計

鈴木　豊 五十嵐直基 徳永　聡 柳川沙織 佐藤勇志

会田　広 乙坂加奈

齋藤孝史 松本啓吾 髙橋　諄 高橋鷹伸 樋口　剛

深瀬亮祐 柴崎　匠 斎藤　馨 鈴木颯太 伊藤正勝

吉田智子 日向朝海 熊谷亜美 熊谷菜奈美 白幡歩惟

工藤綾華 小関茉実 菅原　愛 村上　舞

柴田健久 吉田　将 早川亮太 杉原悠飛 栗原　遼

白川楓也 勝見　優 志田昂暁

神保果那 守屋　萌 橋本みなみ 阿蘇梨花 佐藤晴南

金原円香 阿蘇梨音 新関天音 岡部智子 安達富葵

体操（新体操） 人数 計

石田美恵 三澤樹知 大倉めぐみ 孫田葉子

浅野凪砂 千場吏紗 立里菜々 渡邉日向子 平間奈悠

三浦志輝 奥山綺奈 大崎華世

サッカー 人数 計

市川　清 長南春夫 高山明泰 鴨田直樹 （菅野博子）

白石幸子 菅原恵里 羽角哲弘

長南康太 及川　準 江口一至 佐藤　新 遠藤真介

海藤力也 佐藤永志 大場琢文 江畑智也 柳橋一翔

波多野辰則 掛田悠輔 加藤千晶 渡部翔宙 中村勇貴

阿部成希 鈴木泰二 立里拓也 荒木大器 近江　光

遠藤千明 伊冨貴さやか 齋藤叶子 芦埜結香 大宮頌子

小鹿莉奈 横山智美 松浦　葵 志鎌優希 工藤　岬

冨樫美紗子 山口祐実 菅野博子

貝山龍平 青野夏波 吉田篤志 沓澤優真 枝松大夢

奥山温葵 工藤万尋 猪狩豪之 佐藤海都 加藤雅也

吉田　樹 剱持麟太郎 今田悠斗 渡部拓斗 高山颯斗

阿曽拓海

自転車 人数 計

監督・コーチ 5 土田　毅 水野　定 吉田浩志 今田幸広 髙橋　誠

武田祥典 大田勝也 菅藤貴昭 矢口優希 佐々木徹

今田崇史 宇野喬紋 佐々木謙介 吉田和志 小屋孝明

少年男子 3 大内涼雅 田中　亨 西塔愛良
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氏　　　　　名

18成年男子

8

少年女子 10

氏　　　　　名

44

成年男子 10

成年女子 9

10

少年男子 16

12

氏　　　　　名

監督・コーチ 7

少年男子

少年女子 8

監督・コーチ 4

氏　　　　　名

監督・コーチ
トレーナー

8

57

成年男子 20

女子
（成年女子）

13



ソフトボール 人数 計

（榎本勝輝） 有住浩昭 四釜雅俊 樋口道也 丹野有香子

渡邉和人 谷田幸隆 鈴木若雄 大村明久 有住　隆

樋口　斉

榎本勝輝 大村裕一 児玉聡太 高橋尚貴 山田大樹

五十嵐圭太 高橋　翔 東海林学 原田恭兵 清野大輔

平良拓也 小倉幸典 高橋篤史 横山　光 堀越拓弥

中村　真 酒井駿吾 安食文哉 舩山寿希也 大村宥仁

岡村祥吾 田苗遼平 伊藤翔大 高橋和磨 中川駿介

舩岡千晴 大村　茜 板垣明星 佐藤美智 髙橋綾子

数馬史穂 柿﨑　彩 大滝美結 山田沙也加 矢口千尋

横山美咲 矢部寿佳 飯田瑞稀 齋藤祥子 須貝由佳

佐藤菜々 八鍬あゆみ

竹田　快 嶋貫佑平 後藤祐知 那須圭太 菅守継

髙橋侑希 安部潤哉 加藤聖士郎 佐藤功基 新野右京

伊藤誉将 佐藤遼汰 横澤史鷹 飯澤佑哉

長谷部陽香 加藤亜実 吉田　舞 鑓水ゆう 山口日向

吉田七海 加藤智絵 早坂瑞希 阿部莉帆 八巻明花里

江口ひかる 庄司悠衣 佐藤京香 鈴木里奈 齋野　栞

弓道 人数 計

橋本雄太郎 渡部正芳 目黒　尚 鑓水浩二 澁谷　尚

永井茂子 秋野與博 遠藤龍一 本間章郎 石川崇久

成年男子 4 奥山裕貴 坂本　淳 橋本　久 安達寛明

成年女子 4 後藤早耶子 仲野愛加 佐藤笑美子 山本京子

剣道 人数 計

安部美智雄 松井寿夫 永登一明 東條文子 後藤俊之

阿部淳一 貝田裕昭 高橋克幸

今井貴大 阿部康成 鈴木啓大 渡部　玲 工藤毅史

渡部雄大 土門幸範 川木一也 軽部和彦 中原正史

三浦　均 柿崎俊春

成年女子 5 大場　明 佐久間陽子 逸見利香 石井満貴 鈴木陽子

桜井大地 鎌田聡史 川俣倫太郎 今野　皓 齋藤大吾

石田英之 庄司拓未 堀　将人 大関敦久 結城瑠工

菅原万莉 阿住朱莉 松浦　絢 栗本　希 森都佳歩

佐藤華子 池田　唯 佐藤亜実 齋藤眞紀子 平野世名

山岳 人数 計

監督・コーチ 4 斎藤昌之 本田和恵 本田　達 高橋　明

成年男子 3 手塚慎也 川崎智美 佐田裕介

成年女子 3 松田友里 高橋春香 高橋あかり

少年男子 2 鹿谷翔太 小島有貴

少年女子 3 船越晴香 河野亜希子 三宅佑佳

少年男子

少年女子

18

45

少年女子

氏　　　　　名

監督・コーチ 10

成年男子 25

少年女子 15

10

12

少年男子 10

氏　　　　　名

82
成年女子 17

監督・コーチ 11

14少年男子

氏　　　　　名

氏　　　　　名

監督・コーチ 8

成年男子

15



陸上競技 人数 計

佐藤孝夫 渡邉信晃 茂木麻子 日下部登 小林千里

櫻井重友 叶内公章 本間　哲 高橋博貴 仙野達也

大澤　勉 佐藤　支 吉田　進 髙橋政則 小松智弥

田宮　健 阿部　亮 半田　亘 竹嶋　祐 原田隆弘

嵐田　学 半澤宏樹 高橋　尚 角田龍亮 柴崎宏平

横山秀郎 青木純子 小口郁生 松澤信高

安孫子充裕 武田貴大 田中慎太郎 粟野祐弥 江口悠貴

木伏雄太郎 村岡健也 宮田　涼

佐藤日奈子 石河遥香 武田梨沙 吉田菜穂 木村芙有加

大谷美優 青木成美

佐藤開陸 柴崎悠斗 齋藤諒平 池田恒太 住石海希

横尾　周 生亀幸輝 渡邊　成 佐藤史音 伊藤和弘

森　優太 荒生実慧 石山太一 斎藤　凱 宮内勝史

柏倉康平 熊田青空 松田　基 小林勇希 布施　守

村山詩織 菊地　葵 黄木紗永 佐藤由菜 池田有里

青野朱李 烏　侑亜 上野文歌 五十嵐香穂 佐藤　和

根木真理子 大城楓奈 茨木　凛 烏　聖奈 三浦万歩

佐藤　凛 石川涼音 石澤希らら 長沼明音 武田千捺

佐藤美由喜 森　夏鈴 小笠原美羽 髙橋かおり 伊勢村真子

石田ゆり愛 山村奈津美 安齋れんか 渡部結衣 齋藤真希

岡崎美里

セーリング 人数 計

（冨樫　力） （佐藤勝則） 阿部　力 佐藤久哉 田中博志

齋藤雄樹

成年男子 4 寒河江聡志 冨樫　力 佐藤勝則 諏訪喬之

村山耕二郎 佐藤智矢 髙橋海位 堀　大輝 佐藤誠治郎

吉住　陸 野尻寛人

卓球 人数 計

佐々木剛 髙橋和之 遠藤法子 大宮弘恵 杉野森大輔

佐藤重美 布川友昭 池田　健

岩崎栄光 林　一茂 八木橋優 澤畑宏徳 藤田将弘

藤田哲弘

目黒さくら 公平万由里 佐野春香 大場綾香 後藤祐香

松本実紗 高梨真衣

相馬　練 葉波　啓 櫻内　遼 浦侑太郎 大澤祐貴

䋆本隆帆

内藤麻衣 原田美香 大竹莉央 大場夏紀 佐直春香

梅木梨穂 白旗　彩

95

8

成年女子

少年女子 31

氏　　　　　名

監督・コーチ 29

成年男子

34

成年男子 6

少年女子 7

成年女子 7

監督・コーチ 6

少年男子 20

7

少年男子 6

少年男子 7

監督・コーチ

氏　　　　　名

17

氏　　　　　名

8



馬術 人数 計

髙橋昭一 齊藤栄治 秋葉友勝 奥山秀則 関　智哉

二位関　尭 冨田六郎太 工藤俊毅 髙橋一成

鈴木杏奈 横尾範子 小林郁美 淵上夏澄美 鈴木紗絢

井上永久 山口智美 丹野里香

安部勝哉 髙橋亜織衣 寺村陽里 丹野愛依

柔道 人数 計

遠藤浩史 高橋利治 板垣祥和 安食秀利 土屋好英

田島友幸 松田　昭 丸野　瞳 吉田康輔 石川哲也

佐藤　廉 木下光之 （佐藤恵美）

高谷英司 青木勇介 松倉剛志郎 佐藤大地 酒井貴広

岩渕　淳 鈴木秋宏

須藤美希 武井嘉穂 後藤亜衣李 渡部紘子 佐藤恵美

齋藤成哉 森下勇斗 鎌倉　司 布施祐晟 佐藤力斗

齋藤悠斗 佐藤魁星 後藤昌毅 大沼将太 峯田龍祈

狩野ちひろ 松田妃那 峯田千裕 保科稔実 福嶋佳愛

中鉢千尋 鹿俣　文

ゴルフ 人数 計

青柳敬子 渋谷康博 小笠原篤 石田享子 滝澤一夫

髙橋淑代

兼子直応 工　辰夫 斉藤靖則 阿部明彦 中村友樹

鈴木一弥 本間　滿 和田照弘 東海林和之 長登将士

成年女子 4 大和静香 五十嵐佳 谷田由紀 小幡いづみ

少年男子 4 長谷川隆太 日塔啓介 石澤祐怜 前川大輔

少年女子 5 本間明日香 勝田孝代 渡部夏生 酒井ひより 酒井ももよ

クレー射撃 人数 計

監督・コーチ 1 （須貝　昇）

須貝　昇 多田丈弘 大川明久 新田　勉 菅　昭義

荒木　勝

フェンシング 人数 計

少年女子 2 梅津春香 髙田真帆 2

水泳（競泳） 人数 計

槙　佳苗 田代祐一 板垣　真 池田規生 佐藤　若

髙橋　真 青山健也

成年男子 1 小関也朱篤

成年女子 5 渡辺耶唯 本間あかり 西脇怜奈 長谷川鼓 渋井柚実

江本　樹 栗原涼太 佐藤祐大 村上優真 讃岐昂汰

髙橋　猛 佐藤　歩 荘司和樹 池田尚樹

少年女子 5 古林毬菜 丸子紗奈 五十嵐悠 須藤美里 荘司菜々子

氏　　　　　名

監督・コーチ 7

27

少年男子 9

氏　　　　　名

29
成年男子 10

10

少年女子 7

少年男子

氏　　　　　名

42

成年男子 7

成年女子 5

監督・コーチ 13

監督・コーチ 6

氏　　　　　名

氏　　　　　名

成年男子 6
7

21

少年 4

氏　　　　　名

監督・コーチ 5

成年男子 4

成年女子 8



水泳（水球） 人数 計

齋藤秀樹 木村潤一 吉田幸宏 岸　康弘 曲山洋司

今野洋平

市村朋也 長岡拓武 佐藤丈一 森谷修斗 荘司直宏

鈴木　健 佐藤界人 佐々木拓心 山川修太 阿部　凪

斉藤大輝 加藤時也 小出唯斗 結城　翼 齋藤礼喜

水泳（飛込） 人数 計

監督・コーチ 1 藤原　浩

成年女子 1 山本芽依

少年男子 2 松本　駿 松本　慧

少年女子 2 皆川夏鈴 小関　蓮

氏　　　　　名

6

氏　　　　　名

監督・コーチ 6

21

少年男子 15


