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2007年4月号
[14面]

体育会2007（平19）

期待のニューパワー
アーチェリー部
幾田 将人（大宮開成高＝167・57・経営）

アイスホッケー部
前田 健一（東北高＝173・68・経済）フォワード、平16国体2位
稲葉 惇（白樺学園高＝172・61・経 済）ディフェンダー、平17全国高校総体ベスト8
成田 大海（北海高＝172・72・法）ゴールキーパー、平16全国高校総体ベスト8
三田村 聡（武相高＝162・65・法）ディフェンダー
小笠原圭祐（北海高＝166・64・法）フォワード
小川 恭平（長野工業高＝172・72・法）センターフォワード
臺 智裕（清水高＝163・59・経営）ディフェンダー、平17全国高校総体ベスト8
佐藤 公哉（武修館高＝176・73・商）ディフェンダー

アメリカンフットボール部
三原 正裕（崇徳高＝170・63・経済）ランニングバック
藤井 翔太（崇徳高＝176・95・経済）オフェンスライン
水田 一希（崇徳高＝160・60・経済）ランニングバック
林 維（崇徳高＝180・90・法）オフェンスライン
石田 卓也（埼玉栄高＝170・73・法）ディフェンスバック
松井 徹（崇徳高＝168・76・法）ランニングバック
赤羽 浩（明治学院高＝167・72・法）ランニングバック
三分一良輔（埼玉栄高＝174・76・法）ラインバッカー
瀧田 篤志（明治学院高＝179・70・法）ワイドレシーバー
浜中 岳（武蔵工大付属高＝175・90・経営）ディフェンスライン
渡邊 徹（浦和学院高＝177・75・経営） ディフェンスタックル
今村 優一（崇徳高＝176・73・商）ワイドレシーバー
寺床聡一郎（埼玉栄高＝170・70・商）ランニングバック
中村祐大郎（浦和学院高＝174・70・ネット情報）タイトエンド

剣道部
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武内 仁（日田高＝182・85・経済）2段
岡本 怜（福岡第一高＝177・65・経済）3段
相田 将志（福岡舞鶴高＝174・67・法）3段
庄司 祐也（安房高＝181・67・法）3段
鶴海 雄斗（西大寺高＝175・75・法）3段
鈴木 雄大（九州学院高＝172・62・経営）3段、平18全国高校選抜大会団体優勝
松嶋 嘉仁（島原高＝176・73・商）3段

ゴルフ部
小川 陽子（香川西高＝161・58・経済）平18全国高校選手権団体2位
大西 康仁（東北高＝178・68・経営）
鶴谷 竜一（東北高＝180・70・経営）
黒石 雄二（柳川高＝179・75・商）
横川 竜也（名古屋高＝178・68・商）
岩田 佳那（埼玉栄高＝161・53・商）平18全国高校選手権団体7位
玉利 克幸（広島県瀬戸内高＝185・82・商）

サッカー部
秋山 昂久（常葉学園橘高＝175・67・経済）ミッドフィルダー
大森 広大（韮崎高＝172・65・経済）ミッドフィルダー、平18全国高校総体ベスト8
櫻井 誠也（柏西高＝184・67・法）ディフェンダー、平18日本クラブユース選手権3位
小泉 慶治（静岡学園高＝167・60・法）フォワード
藤倉 千明（前橋育英高＝168・63・法）フォワード
藤本 修司（駿台学園高＝177・68・法）ディフェンダー
高原 伸介（新栄高＝170・72・法）ディフェンダー
高山 薫（生田東高＝174・68・経営）フォワード、平17国体5位
小幡 純平（國學院大學久我山高＝165・59・商）ミッドフィルダー、平18全国高校総体ベスト8
神村 奨（相武台高＝170・57・ネット情報）フォワード

柔道部
大杉 翔（青森北高＝170・90・経済）2段
渡辺 裕也（田村高＝174・90・経営）初段
木次 達也（松本第一高＝175・75・商）初段、平18全国高校総体73kg級ベスト8
内藤 雄大（田村高＝166・95・商）初段、平18全国高校総体90kg級ベスト8

準硬式野球部
相馬 一輝（秋田中央高＝172・69・経営）外野手
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水泳部
小倉 隆幸（八王子高＝176・65・経済）競泳・背泳ぎ
松井 皓大（佐賀東高＝167・63・法）水球・フォワード
小塩 大輔（鳥取中央育英高＝178・72・法）水球・ディフェンス
伊藤 賢太（埼玉栄高＝172・65・法）水球・ディフェンス、平18全国
高校総体4位
堀脇 千尋（鹿児島南高＝180・65・経営）水球・フォワード、平18国
体4位

▲水球・桑田 卓

田中聡一郎（福岡工業高＝183・75・経営）水球・フォワード、平18国体5位
桑田 卓（秀明英光高＝178・69・商）水球・フォワード、平18全国高校総体2位
仲倉理亜子（日大藤沢高＝159・58・文）競泳・平泳ぎ

スキー部
高村 幸一（八海高＝168・58・経済）クロスカントリー
塩田 大喬（飯山南高＝166・65・法）アルペン、平17全日本ジュニアオリン
ピック大会スーパー大回転3位
高澤 伸（歌志内高＝175・74・経営）アルペン、平17全国高校選抜大会大
回転・回転優勝、平18世界ジュニア出場
丸子由里香（北照高＝160・58・経営）アルペン、平17全国高校選抜大会
回転準優勝
大丸 夏希（東奥義塾高＝162・57・商）クロスカントリー
梁取 那緒（猪苗代高＝169・75・文）アルペン

▲スキー・大丸 夏希

田村 真理（十日町総合高＝158・50・文）クロスカントリー
相原 希美（旭川大学高＝165・58・文）アルペン

スピードスケート部
山越 竜輔（嬬恋高＝167・71・経済）平17国体1000メートル優勝
土井 優斗（白樺学園高＝175・66・経営）
蓑田 翔（白樺学園高＝173・68・経営）平17全国高校総体10000メートル6位

相撲部
牧園 大悟（樟南高＝185・120・経済）3段
有川 義一（樟南高＝169・105・法）3段
今川 善宏（三本木農業高＝175・110・経営）初段
小池 辰彦（水戸農業高＝171・105・経営）初段
窪田 敬介（向の岡工業高＝176・145・商）初段

漕艇部
黒坂 将哉（谷地高＝170・73・法）平18全国高校総体（Ｋ－4）500メートル6位
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中里 直貴（津久井高＝166・75・ 経営）平18全日本ジュニアカヤックペア3位
和田 恭平（二本松工業高＝166・68・商）平18日本カヌーフラットウォーターレーシングジュニア選手権（Ｋ
－4）500メートル・200メートル優勝

ソフトテニス部
飯山 佳祐（上尾高＝173・56・法）平18全国高校総体団体ベスト8

卓球部
松岡 新也（東奥学園高＝166・62・経済）平17全国高校選抜大会団体3位
古川 晋輔（鎮西学院高＝163・59・法）
金山 真大（北海道尚志学園高＝166・66・法）
小林 湖希（松商学園高＝173・60・法）
橋本 明（県立広島商業高＝162・53・経営）
森門 聡（柳川高＝161・55・商）
高 瑜瑶（秀光中等教育学校＝168・57・商）平18全国高校総体ダブルスベスト4
桑原真帆花（明誠高＝159・66・文）平18全国高校総体団体5位
森藤みなみ（相原高＝154・48・文）平18国体団体3位
渡辺 薫（武蔵野高＝159・49・文）

テニス部
安江 慎二（四日市工業高＝171・65・経済）
中澤 野里（大和西高＝161・48・経済）
勝間田恭兵（日大三島高＝186・63・経営）
市川わかな（湘南高＝160・51・商）
松重 貴子（秀明英光高＝166・58・文）
谷地 彬人（岩手高＝175・65・文）
川崎智恵美（長尾谷高＝162・53・文）

馬術部
秋山 桜子（横浜旭陵高＝152・45・経済）
高桑恵利香（砺波高＝156・46・経営）
林 舞（市立前橋高＝164・55・商）平18全日本ジュニア馬場馬術選手権優勝

バスケットボール部
金田 大輝（飛龍高＝184・65・経済）セカンドガード
外岡 孝幸（常磐大学高＝174・77・経済）ポイントガード、平18国体5位
張 威威（霞ケ浦高＝198・104・経営）センター、平17国体ベスト8
宮城 信吾（美来工科高＝193・77・経営）センターフォワード
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内村 有里（浜松市立高＝170・68・経営）フォワード
岩井奈緒美（市立柏高＝168・62・商）ガード
高橋 美沙（宇都宮中央女子高＝177・69・商）センター
喜納 亮（北中城高＝193・76・文）フォワード
境藤 昌江（函館大学付属柏稜高＝173・60・文）フォワード
野 めぐみ（昭和学院高＝176・64・文）センター、平17全国高校選抜大会ベスト4

バドミントン部
安藤真里絵（西条農業高＝165・53・経営）平18全国高校総体シングルスベスト8
穴井 友喜（青森山田高＝159・52・商）平18全国高校総体ダブルスベスト8
田村 千秋（昭和学園高＝158・54・文）平18全国高校総体シングルス3位

バレーボール部
簔島 義英（秦野南が丘高＝182・75・経済）サイド
石川 辰実（岡谷工業高＝186・75・経済）センター、平18全国高校総体優勝
中司 大地（宇部商業高＝181・75・法）サイド
井田康太朗（宮崎工業高＝192・78・経営）センター
栗山 雅史（佐賀商業高＝188・80・商）サイド
中村航太朗（宮崎工業高＝185・73・商）サイド

フィギュアスケート部
瀬尾 茜（武蔵野高＝157・44・経済）
諏訪部 潤（東北高＝155・55・文）平17シンクロナイズドスケーティング世界大会出場

フェンシング部
小野 淳美（宇都宮中央女子高＝156・56・経済）、平18国体フルーレ団体ベスト8
山添 貴司（東京学館新潟高＝168・56・経済）サーブル
平間 雄大（札幌光星高＝170・58・法）フルーレ
千葉 至一（関第二高＝164・51・法）フルーレ
萩原 竜之（東亜学園高＝171・56・経営）、平18全国高校総体サーブル個人4位
三浦 大和（川俣高＝170・60・商）、平18全国高校総体フルーレ団体ベスト8
領家 葵（美萩野女子高＝163・66・文）、平18全国高校総体エペ個人ベスト8
庄子 美樹（仙台南高＝161・52・文）フルーレ

ボクシング部
西尾 亮輔（蒲郡高＝153・45・経済）モスキート級、平18全国高校総体3位
戸田 祥司（仙台育英学園高＝165・51・商）ライトフライ級
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市村 友樹（水戸葵陵高＝170・57・商）フェザー級

野球部
加藤 聖人（専大玉名高＝180・72・経済）投手
山内 裕詞（相洋高＝173・66・経済）外野手
安達 至孝（小松島高＝180・72・経営）投手、平17全国高校選抜大会出
場
太田 真司（金沢桜丘高＝176・74・経営）投手、平17全国高校選抜大会
出場
森山 誠（金沢高＝182・85・経営）捕手、平18全国高校選手権出場
栗田 将治（小松島高＝168・77・経営）捕手、平17全国高校選抜大会出
場
▲野球・森山 誠

甲元 宏治（県立広島商業高＝ 184・74・経営）一塁手・投手
河野上一馬（高陽東高＝173・76・経営）三塁手、平17全国高校選手権出場
大川 裕士（常総学院高＝172・74・経営）遊撃手、平18全国高校選手権出場
小石 貴也（専大北上高＝189・72・商）投手、平18全国高校選手権出場
山口 哲志（佐賀商業高＝177・78・商）捕手、平18全国高校選手権出場
門脇 奨（盛岡中央高＝179・75・商）捕手
北川竜乃介（星稜高＝175・69・商）二塁手、平16全国高校選抜大会出場
長尾 雄人（県立岐阜商業高＝171・70・商）二塁手、平18全国高校選手権出場
倉田龍之介（東北高＝173・73・商）遊撃手
田路 裕基（専大北上高＝175・74・商）外野手、平18全国高校選手権出場

ラグビー部
武田 達也（啓光学園高＝174・88・経済）プロップ
瀬戸口勇介（鹿児島玉龍高＝180・86・経済）ナンバーエイト
福田 拓郎（三本木農業高＝177・87・経営）フランカー、平18国体5位
月館 純平（八戸工業高＝180・100・経営）ナンバーエイト
西村 人哉（御所工業高＝171・71・経営）センター
野地 秀平（崇徳高＝180・93・経営）フランカー
塩田 和寛（東福岡高＝172・70・経営）ウイング、平18全国高校選抜大
会準優勝
水元 啓介（都城工業高＝185・100・経営）ナンバーエイト

▲ラグビー・小 泰雄

小野 裕右（秋田中央高＝174・93・商）プロップ
田 侑弥（三沢商業高＝176・105・商）プロップ、平18高校日本代表候補
蛸 俊佑（保善高＝182・92・商）ナンバーエイト
國江 孝太（関商工高＝176・72・商）センター
守田 拓記（報徳学園高＝176・70・商）センター、平17国体3位
黒田 豊貴（佐賀工業高＝173・90・商）プロップ
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小

泰雄（長崎南山高＝171・103・商）プロップ

陸上競技部
渡邊 勇和（専大北上高＝165・54・経済）
佐藤 豪（村上桜ケ丘高＝184・62・経済）
塩原 大（松商学園高＝170・56・経済）
瀬崎 裕次（作新学院高＝166・55・経営）
足立 怜史（藤枝明誠高＝173・54・経営）
新 健世（鹿児島商業高＝179・61・商）
田中 貴大（土浦日大高＝172・58・商）
佐藤 優気（黒沢尻工業高＝178・64・商）
五十嵐祐太（荏田高＝171・56・文）

▲陸上競技・田中 貴大（左）

レスリング部
笠井 健士（北越高＝171・63・経済）平18国体60kg級5位
渡辺 祥平（米沢工業高＝168・68・法）
三浦 和也（秋田商業高＝170・65・経営）平18国体60kg級準優勝
江藤 公洋（福島高＝176・77・経営）平18国体74kg級優勝、平18高校総体74kg級優勝
鈴木 聖二（岐阜工業高＝180・84・経営）平18全国高校選抜84kg級準優勝
岩間 奨平（鳥取中央育英高＝183・85・商）平18全国高校総体84kg級3位
松本 卓弥（ 網野高＝164・61・文）平17全日本ジュニア選手権カデットの部50kg級優勝

ローラースケート部
須賀 啓太（千葉経済大学附属高＝172・56・法）平18全日本スプリント選手権総合2位、世界選手権出場
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