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スキー部

坂井　冠太 （十日町高・経済）

クロスカントリー、Ｕ20日本

代表、2020全国高校総体10km

クラシカル優勝

小栗　浩輝 （北照高・法）アルペン

久保　飛雅 （盛岡南高・法）

クロスカントリー

福田幸太郎 （北照高・法）アルペン

福士　聖弥 （東奥義塾高・商）アルペン

村田　勇人 （福井工業大学附属福井高・

商）アルペン

米田依里湖 （花輪高・商）

クロスカントリー

牧野　　桃 （八海高・商）アルペン

吉野　恵実 （飯山高・商）アルペン

スピードスケート部

菊池　健太 （白樺学園高・経営）

三井　晃太 （東京都市大学塩尻高・経営）

2019 ／ 2020ジュニアワール

ドカップ日本代表

谷垣　優斗 （白樺学園高・経営）

相撲部

小林　海偉（日本体育大学柏高・法）

林田　泰嘉 （日本体育大学柏高・経営）

アリユンエルデネ　スフバット（鳥取城

北高・商）

ソフトテニス部

栗山　怜大（鹿児島商業高・ネット情報）

卓球部

後藤　世羽 （静岡学園高・経営）

町田　千尋 （桜の聖母学院高・経営）

笠井　智衆 （東海大学菅生高・文）

宮本　大輝 （希望が丘高・文）

野田　颯太 （育英高・文）

木澤　朱音 （樹徳高・文）

出澤　杏佳 （大成女子高・文）

2018全日本選手権ジュニア女

子シングルス優勝、ジュニア

日本代表、日本代表候補

福澤　勇太 （杜若高・人間科学）

テニス部

松村　英俊（敦賀気比高・経済）

間宮　浩輝（麗澤瑞浪高・経営）

伊藤　　凜（鳳凰高・経営）

桐山　良祐（相生学院高・文）

上村　海翔（富山第一高・文）

五十嵐萌々（東洋大学附属牛久高・文）

岡本　璃南（東京学館浦安高・文）

大本　葉月（野田学園高・人間科学）

馬術部

石田　滉樹 （北杜高・経済）

2018国体少年障害飛越競技団

体優勝

佐渡蒔結子 （東京農業大学第一高・経営）

川口　航矢 （近江兄弟社高・文）

櫻井　　篤 （真壁高・文）

韮塚　昭夫 （専大松戸高・経営）

バスケットボール部

河合　海輝 （仙台大学附属明成高・経済）

フォワード、2020ウインター

カップ優勝、Ｕ19日本代表候

補

佐藤　寛太 （金沢市立工業高・経済）

フォワード

當山　修梧 （福岡第一高・経済）

ポイントガード、Ｕ19日本代

表候補

淺野ケニー （洛南高・経済）フォワード、

Ｕ19日本代表候補

志村　愛莉 （千葉英和高・経営）ガード

上村　大佐 （能代工業高・商）フォワード

渡邉　　心 （鳥取城北高・商）フォワード

市場　脩斗 （市立船橋高・文）ガード

中村　帆香 （昭和学院高・文）ガード

倉持のりか （桜花学園高・人間科学）

センター、2020ウインターカ

ップ優勝

バドミントン部

赤須　佳奈 （甲斐清和高・商）

大津留呼春 （佐賀女子短期大学付属佐賀

女子高・文）

加藤　環季 （金沢向陽高・文）

西野公美子 （埼玉栄高・文）

バレーボール部

竹内　慶多 （啓新高・経済）サイド

井出　脩斗 （聖隷クリストファー高・

経済）セッター

西田　　郁 （宇部商業高・商）サイド

小林　陽向 （宇部商業高・商）センター

堺　　爽人 （佐賀工業高・文）センター

長田　陽介 （黒沢尻工業高・文）センター

フィギュアスケート部

福島　寛輝（鹿島学園高・法）

フェンシング部

小貫　暁人 （柏陵高・経済）フルーレ

齋藤　華南 （秋田商業高・経済）

エペ、2019全国高校総体女子

個人エペ優勝

伊藤海之亮 （栃木商業高・法）

エペ、2018全国カデ・エペ選

手権大会優勝

大谷　謙介 （岩国工業高・経営）エペ

成田　実礼 （聖霊女子短期大学付属高・

経営）フルーレ／エペ、2019

全国高校選抜フルーレ団体優

勝・エペ団体優勝、2019全国

高校総体フルーレ団体優勝

吉永　隆人 （東京学館新潟高・商）

サーブル

市ケ谷　愛 （高松北高・文）エペ

花田うらら （東亜学園高・文）フルーレ

長屋　美悠 （羽島北高・文）サーブル

嶋田　愛音 （聖霊女子短期大学付属高・

文）フルーレ／エペ、2019全

国高校選抜エペ団体優勝、

2019全国高校総体フルーレ団

体優勝

伊藤　　凜 （安来高・人間科学）エペ

ボクシング部

鈴木　　蓮 （花咲徳栄高・経済）ライト級

中川原忠由 （秀明英光高・商）

ウエルター級

屋宜　太河 （秀明英光高・商）ライト級

野球部

奥村　　開 （福井商業高・経済）投手

秋田　駿樹 （広島新庄高・経済）投手

河村　拓民 （天理高・経済）外野手

藤本　涼也 （大島高・経済）捕手

高田隼之介 （鹿児島実業高・経済）投手

西里　　颯 （興南高・経済）内野手

田中　誠央 （高岡第一高・経営）投手

下　　志音 （広島新庄高・経営）外野手

佐々木　涼 （仙台育英学園高・経営）外

野手

狭間　大暉 （明豊高・経営）投手／外野手

村上　仁将 （熊本工業高・経営）投手

山口　信太 （坂井高・経営）内野手

作本　想真 （大村工業高・経営）内野手

副島　優斗 （佐賀商業高・経営）内野手

肥沼　　竣 （加藤学園高・商）投手

中谷　仁人 （日本航空高等学校石川高・

文）捕手

常田　唯斗 （飯山高・文）投手

平田　健眞 （専大松戸高・経済）投手

松濤　友朗 （専大松戸高・経済）外野手

菊地　優吾 （専大松戸高・経営）外野手

西村　卓真 （専大松戸高・経営）投手

高崎　大和 （専大松戸高・経営）内野手

ラグビー部

川瀬　翔太 （秋田工業高・経済）センター

新野　　翼 （石見智翠館高・経済）

ウイング

吉武　利将 （東福岡高・経済）フッカー

丹治　好晴 （東海大学付属相模高・経済）

ナンバーエイト

ウェストブルック アレックス（茗溪学

園高・経済）スタンドオフ

小林　洋平 （東福岡高・経営）プロップ

首藤　翔雄 （小倉高・経営）フルバック

松下　海斗 （報徳学園高・経営）フッカー

舟山真斗勇 （國學院大學栃木高・経営）

センター

大西ひろと （日川高・経営）フランカー

後田　泰貴 （長崎北陽台高・経営）ロック

橋本　青空 （城東高・経営）

ナンバーエイト

三野　　心 （大阪桐蔭高・経営）ロック

木原三四郎 （東福岡高・経営）プロップ

高田　亮志 （昌平高・文）プロップ

竹森　彩仁 （仙台育英学園高・文）

スクラムハーフ

小材　光騎 （専大玉名高・経済）センター

和田　大輝 （専大玉名高・経営）プロップ

陸上競技部

鎌田明日翔 （中央学院高・経済）

堀野　愛斗 （札幌日本大学高・経済）

佐藤　翔太 （私立石川高・経済）

中島　琢登 （鹿児島工業高・経営）

兼箇段　颯 （知念高・経営）

有本　　逸 （東海大学付属福岡高・経営）

辻　　優輝 （洛南高・経営）

渡辺　　凜 （名古屋経済大学高蔵高・

経営）

石塚　颯太 （相洋高・経営）

長谷川　源 （名古屋経済大学高蔵高・

経営）

ダンカン　キサイサ（大分東明高・経営）

千代島宗汰 （鳥栖工業高・文）

大田和一斗 （東京農業大学第二高・文）

レスリング部

渡部　泰世 （今治工業高・経済）

古瀬　　稜 （いなべ総合学園高・経済）

2019全国高校総体51㎏級優勝

西田　衛人 （韮崎工業高・経営）

2019ＪＯＣジュニアオリンピ

ックカップ（カデット）グレ

コローマン80kg級優勝、2019

アジアカデット選手権グレコ

ローマン80㎏級優勝

佐藤　大斗 （磯子工業高・商）

山賀　　秀 （八海高・商）

出田　　匠 （玉名工業高・商）

宮崎　　駆 （上田西高・文）

池端　珠理 （和歌山北高・文）

伊藤　翔哉 （鳥栖工業高・文）

ローラースケート部

高萩　紗ら （光丘高・文）

ジュニア日本代表、2020全日

本トラックレーススピード選

手権女子シニア200mタイムレ

ース優勝、1000m優勝
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ローラースケート部

高萩紗ら

バスケットボール部

倉持のりか

体育会〈2021年度〉　　体育会〈2021年度〉　　期待のニューパワー期待のニューパワー ７、８面


