
現在

計

大川　明久 須貝　昇 古畑　暁起 土田　慎平 長谷部　昇

木村　吉博 稲田　仁 新田　勉 小松　二男 片山　勲

氏　名 計

監督・コーチ 小松　繁 有賀　由美子 2
少年女子 久木　翠 鈴木　歩惟 2

スポーツクライミング 計

監督・コーチ 齋藤　昌之 本田　和恵 本田　達 工藤　秀之 栗田　秀信 5
成年男子 直木　光太郎 関根　清人 齋藤　和久 丹野　悠斗 佐藤　喜樹

成年女子 齋藤　由季 折笠　つぐ美

少年男子 安達　雄一郎 伊藤　瑠偉 丸谷　亮太 菊池　康聖

少年女子 工藤　花 工藤　空

弓道 計

小泉　正博 安達　寛明 澁谷　尚 今野　健一郎

笹原　楽 齋藤　拓磨 増子　慧 後藤　慶之 林　佑吏

関　隼也 坂井　鉄平 伊藤　大夢 加藤　雄太 荒木　清人

柴田　祐 伊藤　順一 竹内　憲

立里　ひかり 中村　亜弓 五十嵐　葵 泉屋　千香 八鍬　真生

佐藤　三枝子 山本　京子 橋本　愛加

ホッケー 計

（神野　将） 小林　静子 小池　公善 大木　裕輔 渡辺　裕太

中嶋　高彦 （須貝善郎）

神野　将 佐藤　遼河 山口　友貴 小関　孝大 小林  輝

宮田　将大 長岡　輝祐 小野　知則 井上　寿紀 伊藤　文哉

市川　祐二 須貝　善郎 安部　孝紀 高橋  誠 近藤　将来

高橋  奨 市川  司 小川　恭平 川崎　龍人 飯澤  丈

佐藤　友治 澤口　翔愛 本間　貴大 細谷　直人 若山　透也

水見  倫

今野　華瑠香 島津　佳代 髙橋　愛 吉永　加奈子 松田　佳保里

勝見　佳奈 吉村　弥生 渡部　葵 片倉　優季 遠藤　凪沙

水見　真彩 佐藤　彩乃 安部　榛夏 髙橋　佳歩 渡辺　菜々

青木　琴美 小林　瑞希 小池　桜 橋本　芽衣

石黒　陸斗 鈴木　澪生 中山　大我 小野　颯大 神尾　一輝

仲山　渉馬 小林　一成 須貝　知紀 鈴木　永遠 中嶋　丈大

本間　雄也 市川　唯人 大江　陽 小野　柊羽 村山　匠

柄澤　洸作

戸田　帆乃佳 萩原　夢華 齋藤　はなみ 橋本　菜生 石月　七星

星野　夏来 渡部　史華 羽賀　京香 髙木　真優 佐々木　理子

髙橋　夢玖 羽賀　美心 舟山　紗和子 佐藤　優璃 鈴木　里桜

遠藤　佑珠 皆川　真緒 松田　みなみ 山田　江里子

水泳（アーティスティックスイミング）
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体操 計

松本　誠也 五十嵐　直基 佐藤　勇志 会田　広 乙坂　哲也

乙坂　加奈

藤井　優貴 早坂　晶宗 森本　涼雅 野坂　周 星　竜成

佐々木　健太 駒林　晃 古川　廉

新関　彩乃 後藤　奈央 岡部　智子 渡會　奏 村上　舞

吉田　智子

新関　愛翔 峯田　宙 新妻　暖大 中川　快飛 小関　和也

柴田　悠希

新舘　未羽 三ツ澤　舞 伊與田　葵 石向　美羽 木村　茉穂

安藤　咲那 佐藤　深愛 菊地　くるみ

新体操 計

監督・コーチ 菊地　めぐみ 石田　美恵 孫田　葉子 後藤　由美子 4
向江　楓 前田　明梨 森　あみさ 佐藤　心寧 安部　美吹

吉田　陽奈 阿部　楓由 高橋　花音

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 吉田　将 長島　拓海

女子 舟越　愛実 角力山　美妃 山木　咲々 髙橋　琳

馬術 計

監督・コーチ 齊藤　栄治 （関　智哉） （二位関　尭） 1
関　智哉 二位関　尭 安部　勝哉 荒木　勝夫 金内　忠

金野　裕平

成年女子 関　郁美 丹野　浩美 丹野　里香 丹野　愛依 牧野　はな

少年男子 荒木　善元 安孫子　太一 酒井　つばさ

少年女子 梅津　和

サッカー 計

市川　清 遠藤　真介 相田　晃生 菅原　恵理 安彦　誠一

川又　寛大 進藤　和真 波多野　辰則 髙橋　慶司 海谷　克広

岩村　祐人 森　　政聡 佐藤　秀俊 吉泉　貴裕 富樫　弘人

熊田　技太 落合堂　圭亮 興津　海斗 越前　涼太 峰岸　利希

矢倉　大輝 須賀川　快斗 牧野　勉 森　麟太郎 廣瀬　珠立

嶋田　凛太郎 大久保　朋泰 山口　隼弥 磯　匡瑛 黒澤　渓斗

後藤　翼 内野　皓陽 斎藤　旬太 布尾　航誠 上岡　俊介

菅原　恵理 工藤　与夢 今野　彩音 笠原　琴寧 石川　美音

矢作　杏奈 澤頭　和香葉 三浦　奈央 長谷川　友花 岡村　鈴蘭

岡﨑　彩菜 池田　瑞姫 今井　伶 海藤　雛 富永　莉央

佐藤　梓 結城　花恋 齋藤　叶子 志鎌　奈津美 後藤　彩海

齋藤　ひより

小林　竜星 髙橋　未来 清水　塁斗 佐藤　颯哉 酒井　柊哉

安楽　隼人 遠藤　礼絃 岡田　快 飯塚　幸 塚本　直大朗

松田　海生 山城　恒 成沢　良太 半澤　光琉 細谷　唯斗

今野　聡一朗 千葉　虎士 深瀬　陽斗 天野　瑠成 渡辺　 哲多

鹿野　楓太 上林　大誠 猪狩　歩望 真崎　凌成
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