
現在

自転車競技 計

監督・コーチ 土田　毅 水野　定 今田　幸広 高橋　誠 柴田　智幸 5
成年男子 武田　祥典 太田　勝也 宇野　喬紋 佐藤　岳 渡辺　拓海

成年女子 菅野　愛華

少年男子 岩本　利通 叶内　輝人 佐藤　陽輝 斎藤　光 石川　大雅

少年女子 菅井　真生

ゴルフ 計

監督・コーチ 北村　博 1
成年男子 工藤　大河 池田　太郎

女子 柴﨑　香凜 中野　杏 秋葉　怜奈 半田　乙姫 半田　千峰

工藤　颯太 大石　恵輝 髙橋　勇郎 金村　旭朗 小山　新

富塚　玲音

水泳：水球 計

近野　洋平 齋藤　秀樹 𠮷田　幸宏 木村　潤一 設樂　実

岡崎　郁子

近野　紫乃 三浦　里佳子 高橋　綾佳 細谷　香奈 羽角　萌香

鈴木　琴莉 設樂　ひかる 河原　彩乃 黒坂　朋世 秋田　花菜

後藤　清花 井上　萌々 江口　セイラ 齋藤　真依

阿部　祐太 大山　虎 三浦　蒼代 太田　寅琳 高橋　洋多

高橋　遼平 太田　獅音 大津　慶士 後藤　竜ノ輔 佐藤　祐星

陸上競技 計

佐藤　孝夫 渡邉　信晃 嵐田　学 茂木　麻子 高橋　尚

日下部　登 本間　哲 髙橋　博貴 阿部　亮 髙橋　政則

半田　亘 竹嶋　祐 古川　裕太郎 古川　沙耶香 佐藤　支

遠藤　久 半澤　宏樹 矢口　和代 角田　龍亮 今井　潤

高桑　秀郎 青木　純子 小口　郁生 松澤　信高

伊藤　輝 軽部　恭矢 柴崎　悠斗 齋藤　諒 熊倉　優介

山田　康太 柏倉　康平 松田　基 宮内　勝史

青野　朱李 阿部　璃音 岡田　悠 川田　愛佳 阪　希望

杉沼　凜穂 髙橋　かおり

菅原　稜太 後藤　大和 白畑　健太郎 嵐　琉煌 紺野　稜真

高橋　大史 渡辺　壮大 殿岡　禀太郎 早藤　海音 東海林　慎也

細谷　大智 清野　康介 齋藤　葵 増子　岳 保科　心斗

高橋　亜珠 赤坂　美玲 赤坂　美結 池田　遍 森谷　乙葉

柏倉　うみ 齋藤　綾菜 秋葉　日愛 齋藤　愛香 遠藤　奈那

前田　実咲 今井　颯希 菅野　穂乃

テニス 計

監督・コーチ 本間  久義 中村　嘉久 那須　祐介 小林　貴記 松田　陽一 5
成年男子 西野目　敏貴 鈴木　宏次朗

少年男子 池野　匠 遠藤　大空

少年女子 石澤　萌々子 阿部　咲楽
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剣道 計

栗田　一輝 小笠原　優太 曽根　和也 渋谷　樹 滝口　翔平

三條　恵介 渡部　玲 髙橋　克幸 川井　正喜 三浦　均

外記　真理

成年女子 白田　瑠璃 大場　千尋 長岡　陽子 布施　チヨ 滝口　亜子

留場　大翔 阿部　武 藤田　晶 東海林　奏智 堀　智也

阿部　勇純 奥山　郁海 片桐　飛翔 野口　将太郎 宍戸　寛人

鹿野　久深 鈴木　望愛 酒井　輝星 大瀧　玲奈 熊田　桜花

富田　紅緒 山村　理緒 佐藤　礼 髙橋　亜唯子 佐々木　亜耶乃

体操 計

松本　誠也 五十嵐　直基 遠藤　雅人 乙坂　哲也 乙坂　加奈

佐藤　勇志 遠藤　雅人

森本　涼雅 早坂　晶宗 野坂　周 星　竜成 佐々木　健太

古川　廉 駒林　晃

成年女子 新関　彩乃 後藤　奈央 岡部　智子 渡會　奏 新舘　未羽

少年男子 柴田　悠希 新関　愛翔 峯田　宙 新妻　暖大 浅岡　光

三ツ澤　舞 伊與田　葵 石向　美羽 佐藤　深愛 安藤　咲那

乙坂　星寧

新体操 計

監督・コーチ 菊地　めぐみ 石田　美恵 後藤　由美子 3
安部　美吹 阿部　楓由 吉田　陽奈 遠藤　由萌 庄司　柚香

髙橋　花音 山崎　心春 福田　乃慧 秋葉　百音 古沢くらら

奥山　璃子

トランポリン 計

監督・コーチ 会田　広 舟越　信弘 齋藤　哲也 3
男子 大場　晟太

女子 角力山　美妃 山木　咲々 髙橋　琳

馬術 氏　　名 計
監督・コーチ 齊藤　栄治 (丹野　里香) （関　智哉） （二位関　尭） 1

成年男子 関　智哉 二位関　尭 荒木　勝夫 金内　忠 金野　裕平

成年女子 丹野　浩美 丹野　里香 丹野　愛依

少年男子 荒木　善元 安孫子　太一 酒井　つばさ 上月　信葉

水泳：競泳・OWS 計

池田　規生 高橋　　真 白田　亜弓 梅木　大輔 那須　翔太

板垣　　真 武田　　理 田代　祐一

今野　太介 大久保琳太郎 佐藤　隆成

古林　毬菜

伊藤　太一 進藤悠大郎 佐藤　隆晴 佐藤　　陽 伊藤　大輝

小林　竜士 工藤　岳斗 小松　大智

長岡　愛海 疋田きらり 小原希々颯 國松　由依 遠藤　咲来

松坂　星夏 長岡　海涼 髙橋　美羽 安野　　憧 佐藤　心愛
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ソフトボール 計

横山　　拓 富樫　　司 榎本　勝輝 鈴木　光弘 秋葉　　裕

大村　　茜 谷田　幸隆 宮崎　　光 酒井　駿吾 飛塚　　旭

大村　明久 三ケ山正樹 安達　貞治

原田　恭兵 岡村　祥吾 石山　篤史 鈴木　拳信 小倉　幸典

大竹　聖哉 板垣　翔斐 高橋　　翔 横山　　光 大村　裕一

児玉　聡太 五十嵐豪士 廣居　　心 秋葉　章太 佐藤　　塁

小松　峻輔 星　　昇陽 原田　　樹 横山　駿茶郎 安部　　優

佐藤　　悠

上原　理瑛 阿蘓　七瑚 平田　那奈 五十嵐小雪 佐直　多笑

佐藤日向子 川口　愛空 石川　莉乃 佐藤　心彩 長谷部陽香

加藤　亜実 星　　妃那 内藤　結芽 山田沙也加

板垣　祇恩 小関　大輔 佐藤　凜遠 安部　晟生 林　　希望

髙取　龍生 小野　拓也 漆山　翔也 梅津　　蓮 寒河江悠斗

伊藤　智大 相田朔之介 安部　董矢 安部　　守 吉崎　祐星

石井　遼大

鈴木菜々美 齋藤　千愛 矢口　花菜 金丸　紫苑 土井　瀬菜

小林　紅羽 今井　　愛 松沢　もも 石川　　恋 齋藤ゆづき

片倉　萌花 鈴木ことね 設楽　柚菜 鈴木　　結 尾形　郁実

河内　澪那 西塔　　凜
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