
1 成年 監督 相馬　聡 作新学院大学

2 少年男子 監督 坂本　嘉史 國學院大學栃木高校

3 少年女子 監督 田崎　康博 作新学院高校

4 選手 佐藤　風雅 作新学院大学　3年 400m

5 選手 降矢　恭兵 順天堂大学　4年 110mH

6 選手 中島　大輔 日本大学　4年 走高跳

7 選手 吉澤　尚哉 作新学院大学　4年 走幅跳

8 選手 落合　廉 作新学院高校　3年 A100m

9 選手 茂呂　柊汰 白鷗大学足利高校　3年 400mR

10 選手 小竹　理恩 佐野高校　3年 A400m

11 選手 四反田　遼馬 佐野日本大学高校　3年 A400mH

12 選手 野口　太一 佐野高校　3年 A棒高跳

13 選手 渡辺　雅博 作新学院高校　3年 A走幅跳

14 選手 田﨑　義規 宇都宮高校　1年 B100m

15 選手 川上　涼 作新学院高校　1年 B走幅跳

16 選手 根本　大輝 佐野日本大学高校　3年 共通800m

17 選手 田中　鼓太郎 宇都宮工業高校　3年 共通110mJH

18 選手 小林　海 作新学院高校　3年 共通走高跳

19 選手 佐藤　慧 さくら清修高校　2年 共通円盤投

20 選手 小寺　美沙季 作新学院大学大学院　1年 100m

21 選手 沼沢　美季 作新学院大学　4年 100mH

22 選手 海老原　有希 スズキ(株) やり投

23 選手 小野　真由 國學院大學栃木高校　3年 A100m

24 選手 福田　奈央 作新学院高校　2年 400mR

25 選手 黒岩　恭香 小山西高校　3年 A400mH

26 選手 市川　亜澄 作新学院高校　1年 B100m

27 選手 平山　萌花 若松原中　3年 B800m

28 選手 滝澤　皐 國學院大學栃木高校　3年 共通三段跳

29 選手 郡司　美奈子 矢板高校　3年 共通やり投

第72回国民体育大会本大会　栃木県選手団名簿

№ 競技名 種別 区分 氏 名 所属名　学年 備　　　　考

陸上競技

成年男子

少年男子

成年女子

少年女子
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№ 競技名 種別 区分 氏 名 所属名　学年 備　　　　考

30 成年 監督 長谷川　嘉明 白鷗大学足利高校

31 少年男子 監督 鈴木　正儀 宇都宮高校

32 少年女子 監督 大畑　豊 フィールドビックスイミングスクール

33 成年男子 選手 水沼　尚輝 新潟医療福祉大学　3年 100ｍバタフライ　100ｍ自由形

34 選手 清水　咲子 三起商行(株) 200m個人メドレー　400ｍメドレーリレー

35 選手 菊池　優奈 東洋大学　4年 400ｍ自由形

36 選手 岸本　梨沙 筑波大学　2年 50ｍ自由形　100ｍ自由形　400ｍメドレーリレー

37 選手 岸　愛弓 筑波大学　2年 100ｍ平泳ぎ　400ｍメドレーリレー

38 選手 今井　彩香 東洋大学　2年 100ｍ背泳ぎ　400ｍメドレーリレー

39 選手 髙橋　航希 宇都宮工業高校　3年 200ｍ平泳ぎ

40 選手 蘭　雄大 大田原高校　3年 200ｍバタフライ

41 選手 遠藤　光 作新学院高校　2年 400ｍ自由形　400ｍ個人メドレー

42 選手 今井　祐輝 宇都宮南高校　2年 50ｍ自由形

43 選手 宇賀神　海斗 今市中　3年 100ｍバタフライ

44 選手 髙村　光希 白鷗大学足利高校　3年 200ｍ背泳ぎ

45 選手 細澤　知弘 白鷗大学足利高校　3年 100ｍ自由形

46 選手 常田　夏綺 小山西高校　3年 200ｍ背泳ぎ

47 選手 菊池　亜璃咲 作新学院高校　3年 200ｍ平泳ぎ

48 選手 笹原　世玲菜 真岡女子高校　2年 100ｍ自由形　50m自由形

49 選手 赤羽　唯嘉 黒磯南高校　1年 200m個人メドレー

50 選手 髙橋　奈々 旭中　3年 100ｍ平泳ぎ

51 成年 監督 松本　行夫 横川中

52 成年女子 選手 榎本　遼香 筑波大　3年 飛板飛込　高飛込

53 成年男子 選手 岡本　宗 Palm　Beach　State　College　2年 飛板飛込　高飛込

54 成年 監督 阿久津　定之 栃木県那須農業振興事務所

55 選手 玉腰　敬大 上武大学　3年

56 選手 鈴木　佳太 日本紙通商(株)

57 少年 監督 毛塚　英樹 足利工業大学附属高校

58 選手 横田　大夢 足利工業大学附属高校　1年

59 選手 青木　智寛 文星芸術大学附属高校　2年

60 選手 諏訪　円香 学悠館高校　3年

61 選手 佐藤　成美 作新学院高校　2年

テニス

成年男子

少年男子

少年女子

水泳(競泳)

成年女子

少年男子

少年女子

水泳（飛込）
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62 監督 戸田　圭一 佐野高校 ダブルスカル

63 選手 村野　滉太郎 仙台大学　1年 ダブルスカル

64 選手 大泉　朋生 白鷗大学　1年 ダブルスカル

65 監督兼選手 髙瀬　克也 (株)タカセキカク

66 選手 川端　諒大 北関東綜合警備保障(株)

67 選手 川村　敬亮 明治大学　4年

68 選手 松　健太 北関東綜合警備保障(株)

69 選手 山水　翼瑳 北関東綜合警備保障(株)

70 選手 落合　大将 北関東綜合警備保障(株)

71 選手 石村　俊 グランディハウス(株)

72 選手 大嶋　雄飛 学校法人明治大学

73 選手 手塚　裕史 (有)丸百安達材木店

74 選手 星　卓 (株)サンコー

75 選手 佐藤　有亮 (株)五光

76 選手 伊藤　旭 栃木県庁

77 選手 若林　勝己 日光市役所

78 選手 大橋　雅貴 北関東綜合警備保障(株)

79 監督 山本　儀之 今市高校

80 選手 安達　久佳 今市高校　3年

81 選手 柴田　ひかる 今市高校　3年

82 選手 狐塚　由衣 今市高校　3年

83 選手 村上　冴来 今市高校　3年

84 選手 加藤　未来 今市高校　3年

85 選手 豊後　さやか 今市高校　3年

86 選手 金子　奈津希 今市高校　2年

87 選手 竹澤　淳子 今市高校　2年

88 選手 大類　かんな 今市高校　2年

89 選手 竹原　万由 今市高校　2年

90 選手 永岡　ゆう 今市高校　2年

91 選手 柴田　那菜 今市高校　2年

92 選手 手塚　朱音 今市高校　2年

ボート 成年男子

少年女子

ホッケー

成年男子
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93 監督 川島　弘行 作新学院高校

94 選手 佐野　善則 日本体育大学　3年 ライトフライ級

95 選手 半田　光太郎 拓殖大学　1年 ライトウェルター級

96 選手 落合　佑季也 平成国際大学　3年 ウェルター級

97 選手 黒柳　禅 東京農業大学　1年 ミドル級

98 選手 髙倉　久生 日本大学　4年 ライトヘビー級

99 監督 大河原　賢祐 社会福祉法人　瑞宝会

100 監督 伊澤　源水 （公財）栃木県体育協会

101 選手 堀川　龍 作新学院高校　2年 ライトフライ級

102 選手 根本　元太 作新学院高校　2年 フライ級

103 選手 大関　潤 作新学院高校　1年 ライト級

104 選手 赤沢　辰徳 作新学院高校　2年 ライトウェルター級

105 選手 加藤　千龍 作新学院高校　2年 ミドル級

106 監督 黒後　洋 宇都宮大学

107 選手 石川　葵 宇都宮大学　4年

108 選手 宮田　夏湖 宇都宮大学　4年

109 選手 古市　彩音 宇都宮大学　4年

110 選手 関口　侑加 宇都宮大学　3年

111 選手 君島　彩 宇都宮大学　1年

112 選手 小林　璃奈 宇都宮大学　2年

113 選手 岩崎　世佳 宇都宮大学　4年

114 選手 石川　梨奈 宇都宮大学　3年

115 選手 阿部　史華 宇都宮大学　1年

116 選手 秋山　華代 宇都宮大学　3年

117 選手 水本　千咲 宇都宮大学　1年

118 選手 板橋　宙花 宇都宮大学　4年

成年女子

ボクシング

成年男子

少年男子

バレーボール
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119 監督 前山　光宏 足利工業大学附属高校

120 選手 天谷　隼人 足利工業大学附属高校　2年

121 選手 小倉　有矢 足利工業大学附属高校　3年

122 選手 植竹　智也 足利工業大学附属高校　3年

123 選手 塚越　龍二 足利工業大学附属高校　3年

124 選手 加藤　瑠偉士 足利工業大学附属高校　3年

125 選手 五月女　拓海 足利工業大学附属高校　3年

126 選手 細井　佑樹 足利工業大学附属高校　3年

127 選手 金澤　琉也 足利工業大学附属高校　2年

128 選手 石川　勇斗 足利工業大学附属高校　2年

129 選手 持田　一至 足利工業大学附属高校　1年

130 選手 高橋　快人 足利工業大学附属高校　1年

131 選手 大澤　慎也 真岡高校　3年

132 監督 佐藤　智信 白鷗大学

133 選手 星　香那恵 白鷗大学　4年

134 選手 渡辺　葵 白鷗大学　4年

135 選手 上田　祐季 白鷗大学　3年

136 選手 春日　イザベル瑠璃 白鷗大学　3年

137 選手 米長　華菜 白鷗大学　3年

138 選手 天坂　伶香 白鷗大学　2年

139 選手 佐坂　樹 白鷗大学　2年

140 選手 山崎　澪菜 白鷗大学　2年

141 選手 今村　優花 白鷗大学　1年

142 選手 神﨑　璃生 白鷗大学　1年

143 選手 佐藤　京香 白鷗大学　1年

少年男子

バスケットボール 成年女子

バレーボール
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144 成年 監督 齋川　哲克　 足利工業高校

145 選手 鹿子嶋　功 日本大学　1年 フリースタイル57ｋｇ

146 選手 新井　拓巳 大東文化大学　4年 フリースタイル61ｋｇ

147 選手 鏡　隼翔 法政大学　1年 フリースタイル65ｋｇ

148 選手 齋藤　隼佑 早稲田大学　3年 グレコローマン75ｋｇ

149 選手 東泉　恵二 那須高校 グレコローマン85ｋｇ

150 選手 生形　航汰 日本大学　1年 フリースタイル97ｋｇ

151 女子 選手 東川　加奈 至学館大学　1年 フリースタイル53ｋｇ

152 少年男子 監督 石川　利明 足利工業大学附属高校

153 選手 松本　秀介 足利工業大学附属高校　3年 フリースタイル50ｋｇ

154 選手 鴇田　昇大 足利工業大学附属高校　2年 フリースタイル55ｋｇ

155 選手 上村　悠 足利工業高校　3年 フリースタイル60ｋｇ

156 選手 磯　次郎 足利工業大学附属高校　3年 フリースタイル66ｋｇ

157 選手 田代　英才 足利工業大学附属高校　3年 グレコローマン74ｋｇ

158 選手 市川　アンディ 足利工業大学附属高校　1年 グレコローマン84ｋｇ

159 選手 小林　　蓮 足利工業高校　3年 グレコローマン96ｋｇ

160 監督兼選手 白井　保 栃木県警察 レーザー級

161 選手 小島　僚将 東北大学　4年 470級

162 選手 小山　礼 東北大学　4年 470級

163 選手 荒川　智大 神戸大学大学院　1年 国体ウインドサーフィン級

164 成年女子 選手 木村　美子 栗田煙草苗育布製造(株) レーザーラジアル級

165 監督 会沢　豊 昭和電工(株)

166 選手 山根　大地 日本大学　1年 69kg級

167 選手 田中　孝明 昭和アルミ缶(株) 85kg級

168 選手 中島　要 明治大学　3年 105kg級

169 選手 小林　拓斗 平成国際大学　2年 ＋105ｋｇ級

170 選手 櫻井　大輔 青藍泰斗高校　3年 69kg級

171 選手 瀬出井　海英 小山南高校　3年 85kg級

172 選手 稲葉　陵 栃木翔南高校　3年 94㎏級

レスリング

成年男子

少年男子

セーリング
成年男子

ウェイトリフティング

成年男子

少年男子
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173 成年 監督 小口　英之 本郷中

174 選手 石原　悠希 順天堂大学　2年 ﾎﾟｲﾝﾄ　ﾛｰﾄﾞ　TP

175 選手 坂井　洋 日本大学　4年 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ　TS

176 選手 佐々木　真吾 朝日大学　4年 ｽｸﾗｯﾁ　ＴＰ

177 選手 安達　隆己 朝日大学　3年 1kmTT　ﾛｰﾄﾞ　TP

178 少年男子 監督 山本　宏恒 作新学院高校

179 選手 幸田　望夢 作新学院高校　3年 1kmTT　ＴＳ

180 選手 宇賀神　怜眞 作新学院高校　3年 SP　TS

181 選手 小野寺　慶 真岡工業高校　2年 ﾎﾟｲﾝﾄ　ﾛｰﾄﾞ　TP

182 選手 福田　滉 作新学院高校　3年 ｹｲﾘﾝ　TS

183 選手 落合　悠斗 作新学院高校　3年 ｽｸﾗｯﾁ　ﾛｰﾄﾞ　TP

184 選手 福田　礼佳 日本競輪選手会栃木支部 ｹｲﾘﾝ　TS

185 選手 小口　加奈絵 作新学院高校　3年 ｽｸﾗｯﾁ　TS

186 監督 岩波　恭平 今市工業高校

187 選手 高野　裕基 宇都宮短期大学附属高校　3年

188 選手 高橋　竜 宇都宮短期大学附属高校　3年

189 選手 深澤　克己 矢板中央高校　3年

190 選手 篠塚　尚弥 宇都宮短期大学附属高校　3年

191 選手 相澤　琢斗 大田原高校　3年

192 監督 小瀧　学 大田原女子高校

193 選手 平野　安惟 宇都宮中央女子高校　3年

194 選手 酒井　香乃 白鷗大学足利高校　3年

195 選手 生形　彩香 足利短期大学附属高校　3年

196 選手 大岡　魅来乃 宇都宮短期大学附属高校　3年

197 選手 新井　花依 宇都宮短期大学附属高校　3年

198 監督 佐藤　稔 作新学院高校

199 選手 和久井　達喜 文星芸術大学附属高校　3年

200 選手 関口　龍人 作新学院高校　3年

201 選手 津吹　怜央 作新学院高校　3年

自転車

成年男子

少年男子

女子

ソフトテニス

少年男子

少年女子

卓球 少年男子
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202 成年男子 監督 益子　邦浩 黒羽高校

203 選手 橋本　隆希 日本体育大学　2年

204 選手 西方　航 矢板高校

205 選手 福田　真雄 那須学園

206 少年男子 監督 三田　尚紀 若草中

207 選手 益子　慎太郎 黒羽高校　3年

208 選手 穂積　駿 黒羽高校　3年

209 選手 菊池　崚太 黒羽高校　2年

210 選手 三田　大生 黒羽高校　1年

211 選手 和氣　悠斗 矢板高校　3年

212 監督兼選手 広田　龍馬 那須トレーニングファーム 大障害　S&H

213 選手 増山　誠倫 小山乗馬クラブ トップスコア　六段

214 選手 増山　久佳 小山乗馬クラブ ダービー

215 選手 広田　思乃 那須トレーニングファーム トップスコア　標準障害

216 少年 選手 鶴見　汐花 佐野日本大学中等教育学校　4年 標準障害　トップスコア

217 監督兼選手 萩原　宏樹 栃木商業高校 フル－レ　エペ

218 選手 伊藤　大輝 日本大学　2年 フル－レ　エペ

219 選手 内田　貴之 宇都宮フェンシングクラブ フル－レ　エペ

220 監督 葭葉　国士 國學院大學栃木高校

221 選手 吉田　翔 白鷗大学足利高校　3年

222 選手 齋五澤　航介 白鷗大学足利高校　2年

223 選手 長島　斥弥 白鷗大学足利高校　3年

224 選手 岩瀬　裕希 白鷗大学足利高校　3年

225 選手 吉田　功二 白鷗大学足利高校　3年

226 監督 三村　奈弓 ホンダエンジニアリング(株)

227 選手 坂田　大士 ホンダエンジニアリング(株)

228 選手 浜口　辰也 ホンダエンジニアリング(株)

229 選手 浦本　大嗣 ホンダエンジニアリング(株)

230 選手 保坂　真樹 ホンダエンジニアリング(株)

231 選手 林田　太地 ホンダエンジニアリング(株)

232 選手 石川　直稔 ホンダエンジニアリング(株)

233 選手 床井　優介 ホンダエンジニアリング(株)

234 選手 糸瀬　勇助 ホンダエンジニアリング(株)

235 選手 加藤　一秀 ホンダエンジニアリング(株)

236 選手 大石　司 ホンダエンジニアリング(株)

237 選手 浅野　公太 ホンダエンジニアリング(株)

238 選手 長井　風雅 ホンダエンジニアリング(株)

成年男子

少年男子

馬術
成年

フェンシング 成年男子

柔道 少年男子

ソフトボール 成年男子

相撲
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239 監督 岡﨑　仁壽 那須拓陽高校

240 選手 中根　美来 作新学院大学　4年

241 選手 山下　知穂 作新学院大学　3年

242 選手 中静　日向子 法政大学　1年

243 監督 遠井　努 宇都宮南高校

244 選手 塩野　圭吾 作新学院高校　3年

245 選手 新妻　哲太 作新学院高校　3年

246 選手 廣木　俊輔 作新学院高校　2年

247 監督 増渕　敦人 鹿沼商工高校

248 選手 馬渕　信幸 栃木工業高校 近的　遠的

249 選手 柿崎　雅哉 栃木県弓道連盟 近的　遠的

250 選手 佐山　匠 シーケーエンジニアリング(株) 近的　遠的

251 監督 宮澤　章啓 足利工業大学附属高校

252 選手 熊倉　拓磨 作新学院高校　2年 近的　遠的

253 選手 鏑木　篤 鹿沼高校　2年 近的　遠的

254 選手 鈴木　啓太 作新学院高校　2年 近的　遠的

255 監督 岩田　貴宏 真岡北陵高校

256 選手 村山　敦史 栃木県警察 CP60M/CP30M

257 選手 小林　郁弥 北関東綜合警備保障(株) 50m3×40M

258 選手 上竹　強仁 日本大学　1年 10mS60M/10mP60M

259 成年女子 選手 里川　日向子 日本大学　3年 10mS40W/10mP40W

260 少年男子 選手 田﨑　蓮 真岡北陵高校　3年 10mS60JM

261 監督兼選手 白石　賢史 栃木県警察

262 選手 小島　謙人 栃木県警察

263 選手 齋藤　拓斗 西那須野中

264 選手 麻生　直征 大平中

265 選手 佐藤　哲通 栃木県剣道連盟

266 監督 藤沼　秀行 (株)栃毛木材工業

267 選手 芝田　将基 Monolithe　Bouldering　Gym

268 選手 楢﨑　智亜 栃木県山岳連盟

269 監督 勅使河原　暁 (株)オートテクニックジャパン

270 選手 楢﨑　明智 第一学院高校　3年

271 選手 茂呂居　岳人 佐野高校　2年

成年男子

少年男子

バドミントン

成年女子

少年男子

ライフル射撃
成年男子

剣道 成年男子

山岳

成年男子

少年男子

弓道
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272 成年 監督 秋澤　靖幸 清原空手道スポーツクラブ

273 選手 高橋　優裕 国士舘大学　2年 軽量級組手

274 選手 山形　達也 鬼怒パッケージ(株) 中量級組手

275 選手 渋井　飛陽賀 立正大学　1年 重量級組手

276 成年女子 選手 福田　有希 日本体育大学　2年 組手

277 少年 監督 高橋　一正 (株)ティエム

278 少年男子 選手 高橋　昻輝 世田谷学園高校　3年 組手

279 少年女子 選手 中山　雅深 帝京高校　3年 組手

280 監督 鈴木　利広 陸上自衛隊　第12特科隊

281 選手 古川　クリスチアン 文星芸術大学附属高校　2年

282 選手 村上　友勇 文星芸術大学附属高校　3年

283 選手 野澤　和将 文星芸術大学附属高校　2年

284 監督兼選手 大庭　勇希 陸上自衛隊　第12特科隊

285 選手 関根　卓範 陸上自衛隊　第12特科隊

286 選手 伏見　洋平 陸上自衛隊　第12特科隊

287 監督兼選手 小川　裕之 小川物産(株) トラップ

288 選手 佐藤　仁一 栃木県クレー射撃協会 トラップ

289 選手 水井　礼和 宇都宮市役所 トラップ

290 選手 折原　研二 (株)那須国際射撃場 スキート

291 選手 折原　梨花 文星芸術大学　3年 スキート

292 選手 内山　豊 (株)内山製作所 スキート

293 監督 篠原　まゆみ 國學院大學栃木高校

294 選手 飯野　小百合 飯野歯科医院 試合

295 選手 鎌田　和甫 国分寺特別支援学校 演技　試合

296 選手 萱場　由華 (株)とちぎ県南青果 演技　試合

297 選手 人見　由衣 國學院大學栃木高校　3年　 演技

298 選手 渡邉　珠希 國學院大學栃木高校　3年　 演技

299 成年 監督 小森　幸恵 (株)グリーンヘリテージ

300 選手 半田　匠佳 日本大学　4年

301 選手 百目鬼　光紀 中央学院大学　2年

302 選手 荒井　陸 日本大学　2年

303 選手 佐藤　有仁加 宇都宮大学附属中　3年

304 選手 菊地　りお 宇都宮文星女子高校　2年

305 選手 和久井　麻由 代々木高校　1年

クレー射撃 成年

空手道

成年男子

銃剣道

少年男子

成年男子

なぎなた
成年女子

少年女子

ゴルフ

成年男子

女子


