
【陸　上】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

全種別 監督 岩本　一雄 東京学館高校

監督 清水　進 県立千葉東高校

監督・選手 ４００ｍ 日色　さおり 成田高校

成年男子 選手 １００ｍ 菅野　優太 （株）サイボウズ

１５００ｍ 鈴木　良則 富士通（株）

１１０ｍＨ 田野中　輔 富士通（株）

４００ｍＨ 笛木　靖宏 日本大学

３０００ｍ障害 難波　祐樹 ＪＡＬグランドサービス

１００００ｍ競歩 鈴木　雄介 順天堂大学

走幅跳 鈴木　秀明 順天堂大学

棒高跳 澤野　大地 ニシスポーツ

ハンマー投 土井　宏昭 ファイテン

リレー 横尾　龍一 房南アスリートクラブ

成年女子 選手 １００ｍ 岡部　奈緒 筑波大学

５０００ｍ 佐伯　由香里 アルゼ

１００ｍＨ 石野　真美 長谷川体育施設

走高跳 藤澤　潔香 ファイテン

走幅跳 花岡　麻帆 チームミズノ

砲丸投 関　郁子 日本体育大学

リレー 河野　千波 東京女子体育大学

少年男Ａ 選手 １００ｍ 久保田　裕是 東海大学付属浦安高校

４００ｍ 松尾　修平 市立船橋高校

１１０ｍＨ 今関　真悟 東海大望洋高校

棒高跳 三浦　優 木更津総合高校

少年男Ｂ 選手 ２００ｍ 嵐川　愛斗 東海大学付属浦安高校

走幅跳 井上　栄司 館山市立館山第三中学校

少年共通 選手 ５０００ｍ競歩 大竹　洋平 成田高校

走高跳 尾又　平朗 成田高校

少年女Ａ 選手 １００ｍ 永田　栞菜 市立船橋高校

４００ｍＨ/４００ｍ 小川　直子 県立佐原高校

三段跳 渡邊　真奈美 東京学館高校

円盤投 高橋　優奈 市立船橋高校

少年女Ｂ 選手 ２００ｍ 渡辺　多恵 市立船橋高校

８００ｍ 松崎　璃子 船橋市立古和釜中学校

少年共通 選手 棒高跳 住石　智子 木更津総合高校

やり投 金子　彩加 西武台千葉高校

【水　泳】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

全種別 監督 競泳 森　秀俊 渋谷教育学園幕張高校

監督 競泳 照内　則雄 セントラル千葉

監督 競泳 森　謙一郎 柏洋スイマーズ

成年３０歳 選手 背泳ぎ５０ｍ 中嶌　良介 江崎グリコ

平泳ぎ５０ｍ 小森　康弘 仁スポーツネットワーク

バタフライ５０ｍ 宇佐見　政勝 東京電力（株）

自由形５０ｍ 百目木　一雄 市川高校
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成年男子 選手 背泳ぎ１００ｍ 山田　健夫 慶応大学

平泳ぎ１００ｍ 大崎　拓朗 東海大学

バタフライ１００ｍ 森　龍之介 早稲田大学

自由形１００ｍ 内山　慎太郎 東海大学

リレー 藤原　裕太 ユアー習志野

リレー 永田　貴大 慶応大学

成年女子 選手 背泳ぎ１００ｍ 斎藤　喜子 翔泳会

平泳ぎ１００ｍ 縄田　さなえ 早稲田大学

自由形１００ｍ 重田　智絵美 早稲田大学

リレー 水落　夏海 筑波大学

リレー 川端　彩加 山梨学院大学

リレー 宮川　梓 立正大学

個人メドレー２００ｍ 入田　津久詩 日本大学

少年男Ａ 選手 背泳ぎ２００ｍ 岩井　健介 市立船橋高校

平泳ぎ２００ｍ 大和田　卓爾 市立稲毛高校

バタフライ２００ｍ 茶森　翔悟 市川高校

自由形１００ｍ 三島　将嵩 市立船橋高校

自由形４００ｍ 麻生　真稔 千葉商科大学付属高校

自由形４００ｍ 平井　康翔 市立船橋高校

自由形１００ｍ 戸辺　健介 市立船橋高校

個人メドレー４００ｍ 谷浦　健太 県立千葉東高校

少年男Ｂ 選手 リレー 西口　直人 市立船橋高校

リレー 渡部　涼太 松戸市立新松戸北中学校

バタフライ２００ｍ 森谷　俊 市立船橋高校

自由形１００ｍ 米川　琢 千葉商科大学付属高校

自由形４００ｍ 渡邊　涼太 柏市立大津ヶ丘中学校

リレー 吉澤　太雲 市川高校

リレー 渡邉　優磨 市川市立福栄中学校

少年女Ａ 選手 背泳ぎ１００ｍ 出川　友理江 渋谷教育学園幕張高校
平泳ぎ２００ｍ/個人メドレー２００ｍ 村上　優海 市立船橋高校

バタフライ１００ｍ 吉田　理紗 市立船橋高校

自由形１００ｍ 鈴木　綾 市立船橋高校
個人メドレー２００ｍ/自由形１００ｍ 平山　瑛梨奈 県立小見川高校

バタフライ１００ｍ 中野　彩望 成田高校

平泳ぎ２００ｍ 松島　美菜 東海大学付属浦安高校

自由形４００ｍ 国原　典子 東海大学付属浦安高校

背泳ぎ１００ｍ 和家　有希 渋谷教育学園幕張高校

少年女Ｂ 選手 背泳ぎ１００ｍ 金子　友香 市立船橋高校

背泳ぎ１００ｍ 長島　杏子 和洋国府台女子高校

平泳ぎ１００ｍ 佐藤　愛菜 我孫子市立我孫子中学校

バタフライ１００ｍ 熊崎　弥生 市立稲毛高校

自由形１００ｍ 藤田　沙羅 流山市立流山北部中学校
バタフライ１００ｍ/個人メドレー２００ｍ 金井　優里 市立船橋高校

自由形１００ｍ 西田　沙月 市立船橋高校

自由形４００ｍ 宮武　郁実 市立船橋高校

リレー 田中　成美 和洋国府台女子高校

全種別 監督 飛込 谷内　覚 県立幕張総合高校

少年男子 選手 山田　晋吾 県立幕張総合高校
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少年女子 選手 瀧岡　奈緒 県立幕張総合高校

岩田　幸 県立幕張総合高校

少年女子 監督 ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ 伊藤　珠 千葉ｱｽﾚﾁｯｸｾﾝﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

選手 戸村　恵理 県立磯辺高校

篠田　彩 市立稲毛高校

【サッカー】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 片岡　操 東日本ジェイアール古河（株）

選手 瀧本　雄太 立正大学

安川　洋介 バックスグループ

小沼　純矢 東光石油

川上　典洋 東日本ｼﾞｪｲｱｰﾙ古河ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

野澤　健一

宇野　勇気 バックスグループ

木村　直純 県立浦安高校

蓮沼　剛 バックスグループ

河野　将吾 大和建材

渡邉　健雄 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ｸﾗﾌﾞ

鳥養　祐矢 国際武道大学

上野　拓也 東光石油

河野　太郎 東日本ジェイアール古河（株）

伊藤　大介 順天堂大学

堀川　恭平 東日本ｼﾞｪｲｱｰﾙ古河ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

女子 監督・選手 奥平　みどり パソナスポーツメイト

選手 浅野　麻衣子 パソナスポーツメイト

石井　多恵子 習志野市役所

土屋　いずみ アートバンライン

吉田　彩香

大澤　江梨子 パソナスポーツメイト

懸樋　朋子

綱川　玲奈 パソナスポーツメイト

清水　由香 三井住友海上きらめき生命

関根　麻里 パソナスポーツメイト

小堀　舞 日本鉄鋼建材リース

庄子　由香里 東京情報大学

小林　優司葉 修徳高校

瀬川　邑那 八千代市立萱田中学校

山下　実花 八千代松陰高校

春山　沙織 千葉市立若松中学校

少年男子 監督 宗像マルコス望 渋谷教育学園幕張高校

選手 有富　大紀 市立船橋高校

茨田　陽生 柏日体高校

宮本　拓弥 東京学館浦安高校

中村　翔太 県立千葉西髙校

沓掛　勇太 都立葛西南高校

宮澤　勇樹 渋谷教育学園幕張高校

杉山　亮平 市川高校
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笈川　大樹 市立船橋高校

岡庭　和輝 東京学館浦安高校

指宿　洋史 県立柏高校

遠藤　真 県立幕張総合高校

神﨑　勇介 柏日体高校

奥田　勇太 東海大学付属浦安高校

水野　輝 市立船橋高校

森田　峻輔 市立船橋高校

川尻　晋 県立柏中央高校

【テニス】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督・選手 辻　雄馬 荏原湘南スポーツセンター

選手 有松　達矢 法政大学

成年女子 監督・選手 磯貝　綾子 日本大学

選手 畑中　葵 筑波大学

少年男子 監督 佐藤　篤也 県立流山中央高校

選手 星野　武蔵 東京学館浦安高校

選手 越智　健斗 東京学館浦安高校

少年女子 監督 秋山　礼美 習志野市スポーツ振興協会

選手 奥間　安祐美 東京学館浦安高校

選手 猪俣　里菜 東京学館浦安高校

【ボート】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 舵手付フォア 野口　知一 香取市役所

選手 吉村　浩平 香取市教育委員会

伊藤　浩之 大森綱紀（株）

平野　利光 香取広域市町村圏事務組合

池谷　渉 日本大学

高橋　秀彰 高橋石材店

伊橋　貞行 ＪＡかとり

監督 シングルスカル 菅井　秀幸 香取市役所

選手 諏訪　倉一 早稲田大学

少年男子 監督 舵手付クォドルプル 江澤　昭久 県立岬高校

選手 大山　優英 県立小見川高校

田山　明 県立小見川高校

浦上　広志 県立小見川高校

木村　昌志 県立小見川高校

吉田　昌弘 県立岬高校

高橋　優太 県立小見川高校

少年女子 監督 舵手付クォドルプル 魚地　利明 県立小見川高校

選手 倉迫　ひかり 県立小見川高校

石井　華菜 県立小見川高校

山崎　笑 県立小見川高校

淺野　栞里 県立銚子商業高校

伊藤　美佳 県立小見川高校

池田　千紗 県立小見川高校
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【ボクシング】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 阿久津　理 西武台千葉高校

選手 フライ級 牛山　智博 拓殖大学

バンタム級 小林　健児 日本大学

フェザー級 西山　聡 中央大学

ライト級 西村　直哉 大東文化大学

ライトウエルター級 鮫島　昇太 法政大学

ウエルター級 中島　康太 明治大学

少年男子 監督 坂巻　義男 市立習志野高校

曽根崎　武吉 文理開成高校

選手 ライトフライ級 林田　太郎 市立習志野高校

フライ級 三須　寛幸 市立習志野高校

バンタム級 岩佐　亮佑 市立習志野高校

フェザー級 佐藤　貴則 西武台千葉高校

ライトウエルター級 横山　拓児 県立流山高校

ウエルター級 福本　祥馬 市立習志野高校

【バレーボール】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

少年女子 監督 三澤　義彦 柏市少年補導センター

選手 田中　優 市立柏高校

植草　美由紀 市立柏高校

山本　晶 市立柏高校

門馬　恵理子 市立柏高校

鳥飼　祥乃 県立柏井高校

市原　由貴 県立柏井高校

立花　千嘉沙 県立柏井高校

遠藤　睦弓 県立柏井高校

伊藤　菜津美 敬愛学園高校

根本　亜純 敬愛学園高校

坂巻　穂奈美 市立船橋高校

川平瑠　優美 東京学館浦安高校

【体　操】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 大竹　秀一 市立習志野高校

選手 村田　憲亮 セントラルスポーツ

木下　紘一郎 順天堂大学大学院

斉藤　優佑 日本体育大学

斉藤　雅史 早稲田大学研究生

萩原　達也 順天堂大学

予備登録選手 久保木　智大 中京大学

直江　一彌 国士舘大学

少年男子 監督 神田　眞司 市立船橋高校

選手 藤巻　立樹 市立船橋高校

白鳥　良太 市立船橋高校
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少年男子 選手 井澤　翔平 市立船橋高校

吉田　隼也 市立船橋高校

久永　翔太 市立船橋高校

予備登録選手 越川　大樹 県立銚子商業高校

落宰　龍 市立船橋高校

少年女子 監督 新体操 塩屋　恵美子 昭和学院高校

選手 坂上　裕美子 昭和学院高校

吉川　ゆきの 昭和学院高校

永田　ゆか 県立柏陵高校

富樫　沙織 日出学園高校

完倉　麻美 昭和学院高校

予備登録選手 西條　有香 昭和学院高校

野原　香奈子 昭和学院高校

【バスケットボール】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 砂明利　明仁 敬愛大学八日市場高校

選手 岡村　憲司 千葉バジャース

清水　貴司 帝京平成大学

高橋　亮介 柏リーブス

髙木　賢伸 横河電気

黒田　裕 豊田通商

秋元　啓人 市立柏高校

梶原　剛 横河電気

戸倉　寛之 千葉バジャース

篠崎　要輔 Ａ．Ｂ．Ｌ

皆川　哲郎 ハーツ

石塚　剛 六実レイダース

江野沢　真 県立君津特別支援学校

成年女子 監督 横山　廣美 市立船橋特別支援学校

選手 桑原　美和 市川高校

川畑　光代 六実レイダース

吉田　尚子 スウィーツ

金谷　亜紀子 ＳＴＥＬＬＡＲ

政木　美希 千葉女子教員

野村　由希 市立船橋高校

三木　清香 千葉市立幕張西中学校

鈴木　麻友美 白鴎大学

伊藤　奈月 筑波大学

藤岡　真亜佐 マリンスター

高橋　香澄 専修大学

野崎　めぐみ 専修大学

少年男子 監督 廣田　誠 市立船橋高校

選手 神　佳希 市立船橋高校

小出　翼 市立船橋高校

遠藤　祐亮 市立船橋高校

西　信之 市立船橋高校

岩井　俊憲 市立船橋高校
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少年男子 選手 星野　拓海 市立船橋高校

河合　智平 市立船橋高校

三富　修平 市立船橋高校

和田　保彦 市立船橋高校

田渕　優 県立幕張総合高校

渡邉　良健 県立幕張総合高校

草野　和樹 拓殖大学紅陵高校

【レスリング】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 小出　日出夫 県立布佐高校

選手 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ55kg級 鈴木　一美 （株）綜合警備保障

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ60kg級 大迫　博文

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ66kg級 中園　啓太 （株）日本アクセス

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ74kg級 吉田　毅

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ84kg級 三井　克彦 山梨学院大学

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ96kg級 澁江　悠介 県立松戸特別支援学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ120kg 山内　翼 （株）シミズオクト

少年男子 監督 橋山　哲 県立関宿高校

選手 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ50kg級 高安　直人 県立佐倉南高校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ55kg級 大用　真郷 県立関宿高校

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ60kg級 臼井　快彰 県立関宿高校

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ66kg級 吉川　嵩吾 八千代松陰高校

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74kg級 酒巻　和輝 県立佐倉南高校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ84kg級 吉田　祐平 県立関宿高校

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ96kg級 斉藤　和也 県立泉高校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ120kg級 増田　拓也 県立佐倉南高校

【セーリング】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

全種別 監督 内藤　一也 （財）千葉市スポーツ振興財団

成年男子 監督 真田　敦史

少年 監督 内藤　祥緒 （財）千葉県体育協会

成年男子 選手 470級 長橋　誠

470級 田淵　靖浩

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級 齋藤　武明 県立勝浦若潮高校

ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 住母家　渉 青山学院大学

成年女子 選手 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 宮本　聡美 （株）京葉銀行

ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 福谷　舞 （株）京葉銀行

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ＳＲ 石川　智香 （株）パソナスポーツメイト

ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 大西　富士子

少年男子 選手 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 植木　剛史 県立磯辺高校

ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 大鹿糠　拓海 県立磯辺高校

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ＳＲ 池野　昂貴 県立磯辺高校

少年女子 選手 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 半沢　智奈美 県立磯辺高校

ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 平山　亜都 県立磯辺高校

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ＳＲ 小鷹　真理 県立磯辺高校
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【ウエイトリフティング】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 長谷川　強 県立松戸国際高校

選手 ５３㎏級 奥山　正和 （株）富士通ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

６２㎏級 西嶋　勝典 国士舘大学

６９kg級 高橋　和也 国士舘大学

８５kg級 和賀　明 海上自衛隊下総航空基地

少年男子 監督 三石　悦雄 八千代松陰高校

選手 ６２kg級 染谷　樹 県立市川西高校

６９kg級 出山　司 八千代松陰高校

９４kg級 東海林　聡志 県立八千代西高校

【ハンドボール】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 柴内　博之 都一（株）

選手 吉添　孝直 グッドウィルエンジニアリング

玉屋　裕基 柏市立豊四季中学校

佐藤　奏吉 筑波大学

酒井　雅彦 八千代市立八千代台東小学校

近藤　孝洋 習志野市役所

富久　悠輔 （株）富創

杉浦　嘉彦 市川高校

谷口　崇 （株）スタッフサービス

西手　克臣 東日本プラスチック健康保険組合

内野　智 川崎市立川中島中学校

釜谷　健太郎 市川市立第三中学校

杉浦　公一 習志野市立東習志野小学校

少年女子 監督 笠原　利宏 昭和学院高校

選手 溝井　友佳 昭和学院高校

鎌田　奈津子 昭和学院高校

吉沢　佳奈 昭和学院高校

佐原　真央 昭和学院高校

大塚　友佳里 昭和学院高校

八田　佳奈 昭和学院高校

芳賀　裕美 昭和学院高校

宮間　悠菜 昭和学院高校

山﨑　可奈絵 昭和学院高校

沢　綾乃 県立幕張総合高校

長洞　美加子 県立千葉商業高校

藤原　沙織 県立千葉商業高校

【自転車】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 石丸　健次 陸上自衛隊第一空挺団

夏目　幸

選手 ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 湯浅　大輔 法政大学

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 辻本　翔太 順天堂大学

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 湯浅　徹 明治大学
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成年男子 選手 ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 光富　雄也 法政大学

4km団体追抜 大川　雅継 富士ソフト（株）

少年男子 監督 原田　康司 千葉学芸高校

選手 4km団体追抜 竹内　智哉 千葉学芸高校

4km団体追抜・ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 坂部　慎之助 千葉学芸高校

5km団体追抜・ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 小島　尚裕 県立津田沼高校

4km団体追抜 味戸　義輝 県立京葉工業高校

【ソフトテニス】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 中澤　紀夫 千葉経済大学附属高校

選手 室谷　洋平 ヨネックス（株）

斉藤　広宣 松戸市役所

白根　真人 中京大学

大川戸　岳 中央大学

堀越　智博 中央大学

佐々木　洋介 ヨネックス（株）

成年女子 監督 堀越　浩 東京コンサルタンツ

選手 八城　優子 ヨネックス（株）

渡邊　晶子 ヨネックス（株）

長　奈津子 ヨネックス（株）

髙橋　千晴 ヨネックス（株）

高橋　由梨香 東京女子体育大学

大塚　亜季 和洋女子大学

【卓　球】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年女子 監督 大家　仁 東京ﾚｼﾞｬｰｽﾎﾟｰﾂ

選手 阿部　恵 青山学院大学

長谷川　慧 和洋女子大学

村山　真実 大正大学

少年男子 監督 日下田　清 東京学館浦安高校

選手 鳥羽　裕輔 東京学館浦安高校

稲垣　拳 木更津総合高校

鈴木　廉 千葉経済大学附属高校

【軟式野球】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

一般Ａ 監督 田中　陸衛 （株）京葉銀行

選手 主将 北原　忠臣 （株）京葉銀行

投手 鈴木　隆朗 （株）京葉銀行

投手 勝又　洋二 （株）京葉銀行

投手 松尾　公平 （株）京葉銀行

投手 三村　恭平 （株）京葉銀行

捕手 只縄　元樹 （株）京葉銀行

内野手 久保山　孝志 （株）京葉銀行

内野手 柴田　最資 （株）京葉銀行

内野手 中原　竜太 （株）京葉銀行
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一般Ａ 選手 内野手 鈴木　康司 （株）京葉銀行

内野手 花井　祐介 （株）京葉銀行

内野手 荒木関　隆 （株）京葉銀行

外野手 濱田　光夫 （株）京葉銀行

外野手 山﨑　純男　 （株）京葉銀行

一般Ｂ 監督・選手 竹本　明 富里市役所

選手 主将 根本　秀樹 富里市役所

投手 池田　勉 富里市役所

投手 金親　佑樹 富里市役所

投手 塙　裕樹 富里市役所

捕手 鈴木　和浩 富里市役所

捕手 吉田　貴一 富里市役所

内野手 水越　正信 富里市役所

内野手 山川　歩 富里市役所

内野手 須永　忠勝 富里市役所

内野手 永田　健矢 富里市役所

内野手 福田　栄士 富里市役所

外野手 小林　直樹 富里市役所

外野手 平岡　将幸 富里市役所

外野手 斉藤　康夫 富里市役所

【相　撲】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 政川　薫 市立船橋特別支援学校

成年男Ａ 選手 先鋒 窪田　清盛 （有）大丸興業

中堅 伊東　良 日本体育大学

大将 寺元　憲一郎 ダイニッカ（株）

成年男Ｂ 選手 先鋒 安部　豊 （株）ヤマヨ商事

中堅 尾上　高志 拓殖大学紅陵高校

大将 河辺　昌之 船橋市立塚田小学校

少年男子 監督 角田　昌 拓殖大学紅陵高校

選手 先鋒 蒲田　勝太 専修大学松戸高校

ニ陣 直江　正敏 拓殖大学紅陵高校

中堅 笠松　亮太 拓殖大学紅陵高校

副将 積田　雄大 拓殖大学紅陵高校

大将 蛯原　拓郎 専修大学松戸高校

【馬　術】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

全種別 監督・選手 馬場馬術・自由演技 伴　孝徳 （有）Gift From Horse

全種別 ﾎｰｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ 鈴木　直人 ｱﾆﾏﾙﾍﾞｼﾞﾃｨｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ

少年 ﾎｰｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ・選手 馬場馬術 佐藤　翔吾 ｱﾆﾏﾙﾍﾞｼﾞﾃｨｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ

成年男子 選手 ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ 林　忠義 北総乗馬クラブ

標準障害飛越 二宮　誠治 （有）成田乗馬倶楽部

国体総合馬術 水山　大輔 （有）成田乗馬倶楽部

六段障害飛越 宇都宮　誉司 （有）成田乗馬倶楽部

予備登録選手 増元　拓巳 （株）宝馬グラウンド

成年女子 選手 馬場馬術・自由演技 伴　美恵子 （有）Gift From Horse
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成年女子 選手 二段障害飛越・ﾄｯﾌﾟｽｺｱ 臼井　亜由美 順天堂大学浦安病院

標準障害飛越・ﾀﾞｰﾋﾞｰ 黒岩　弥生 （株）宝馬グラウンド

予備登録選手 松浦　春香 （有）成田乗馬倶楽部

少年 選手 ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ・ﾘﾚｰ・ﾀﾞｰﾋﾞｰ 齋藤　功貴 県立多古高校
標準障害・ﾄｯﾌﾟｽｺｱ・ﾀﾞｰﾋﾞｰ 林　忠寛 県立多古高校

二段障害飛越 鳴田　梨那 八千代松陰高校

予備登録選手 林　友理 県立多古高校

【フェンシング】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督・選手 菊池　陽 慶応義塾大学

選手 松田　啓介 日本体育大学

菊地　輝仁 日本大学

山野辺　賢太 拓殖大学

成年女子 監督・選手 穐山　史 東京歯科大学千葉病院

選手 佐々木　智子 専修大学

河村　悠 法政大学

菱木　美帆 専修大学

【柔　道】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 山田　利彦 了德寺大学

選手 大将 古賀　崇裕 京葉ガス（株）

副将 市川　裕治 京葉ガス（株）

中堅 竹澤　稔裕 学校法人了德寺学園

次鋒 上岡　真平 千葉県警察

先鋒 佐々木　伸次朗 学校法人了德寺学園

成年女子 監督 矢﨑　利加 国際武道大学

選手 大将 清水伊穂理 （株）ヤックスケアサービス

中堅 七條　芳美 学校法人了德寺学園

先鋒 寛藤　佐知子 （株）ヤックスケアサービス

少年男子 監督 竹内　徹 東海大学付属浦安高校

選手 大将 清水　翔太 東海大学付属浦安高校

副将 武藤　世二 東海大学付属浦安高校

中堅 木村　大樹 東海大学付属浦安高校

次鋒 川上　真人 県立長狭高校

先鋒 田中　淳也 市立習志野高校

少年女子 監督 加藤　栄一 県立京葉工業高校

選手 大将 佐々木　怜奈 県立八千代高校

中堅 高橋　千尋 県立八千代高校

先鋒 田上　愛香 県立八千代高校

【ソフトボール】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 石井　広伸 美豊堂印刷所

選手 投手 平山　遼司 国際武道大学

捕手 萩原　塁樹 印西市立小林小学校

右翼手 川島　泰輔 カワヨシ
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成年男子 選手 二塁手 安西　勝則 丸善石油化学

三塁手 坂井　貴之 成田市立本城小学校

一塁手 遠井　克典 トミザワ

三塁手 加藤　幸二 （株）アクアクララ

中堅手 気田　朋幸 東京商運

遊撃手 安井　琢磨 国士舘大学

二塁手 池田　将人 ザ・アール

投手 山本　逸平 国際武道大学

左翼手 山内　真弦 浦安市立南小学校

予備登録選手 新田　詞一 丸善石油化学

谷藤　智宏 日鐵住金溶接工業株式会社習志野工場

久我　貴大 早稲田大学

少年女子 監督 渡辺　和久 木更津総合高校

選手 投手 稲元　沙貴 木更津総合高校

投手 松村　綾菜 木更津総合高校

捕手 新村　沙和子 木更津総合高校

一塁手 川原　愛美 木更津総合高校

二塁手 菅原　茜 木更津総合高校

三塁手 手塚　沙也花 木更津総合高校

遊撃手 川口　藍 木更津総合高校

右翼手 小林　仁美 木更津総合高校

中堅手 川上　恵莉子 木更津総合高校

左翼手 穴澤　那月 木更津総合高校

投手 井美　綾那 県立柏陵高校

遊撃手 宇田川　晃 市立習志野高校

一塁手 大川　成美 敬愛大八日市場高校

予備登録選手 小林　祥恵 木更津総合高校

小川　菜実 木更津総合高校

鈴木　美緒 県立柏陵高校

【バドミントン】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年女子 監督 浜野　一男 千葉市役所

選手 亀谷　望 （株）ヨネックス

濱島　未来 （株）ヨネックス

鈴木　美希子 法政大学

少年男子 監督 飯田　武司 中央学院高校

選手 金谷　聡士 千葉敬愛高校

阿蘇　拓也 千葉敬愛高校

堀内　拓人 西武台千葉高校

【弓　道】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 松浦　陽次 日立ｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

選手 大前 長　新人 銚子市立第四中学校

中 伊藤　隆司 （株）本田技術研究所

落 野土谷　仁 伊藤忠ﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ（株）

成年女子 監督 真田　ルミ 主婦
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成年女子 選手 大前 松本　信子 県立白井高校

中 髙木　由加利 主婦

落 白井　洋子 主婦

【ライフル射撃】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

全種別 監督 保谷　憲久 県立佐倉西高校

成年男子 選手 50MP60M/K20M 目良　明裕

10MS60M/P60M 三瓶　一喜 中央大学

CP60M/30M 野木　将太郎 千葉県警察

成年女子 選手 50M3×20M/P60W 加藤　由紀子 総務省

10mS40W 大和田　典子 綜合警備保障（株）

少年男子 選手 10mS60JM/S20JM 今井　太陽 県立茂原高校

BRS60JM 高橋　誠 県立茂原樟陽高校

少年女子 選手 10MS40JW/S20JW 正林　奈津実 県立茂原高校

BRS40JW 実川　美幸 県立実籾高校

【剣　道】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督・選手 大将 熊切　隆夫 鴨川市役所

選手 先鋒 小谷　明徳 千葉県警察

次鋒 岩下　智久 千葉県警察

中堅 白石　哲朗 千葉県警察本部

副将 齋藤　親一 市立松戸高校

成年女子 監督 軽米　満世 袖ヶ浦市立根形中学校

選手 先鋒 伊沢　彰子 千葉県警察

中堅 古室　可那子 県立流山高校

大将 黒川　由美子 千葉県警察

少年男子 監督 所　正孝 県立安房高校

選手 先鋒 鈴木　翔 県立安房高校

次鋒 高橋　良輔 県立安房高校

中堅 佐藤　大悟 市立習志野高校

副将 米村　浩司 県立安房高校

大将 元吉　将弥 県立安房高校

【山　岳】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 目次　俊雄 県立幕張総合高校

選手 縦走 佐々木　昭夫 陸上自衛隊第一空挺団

縦走・クライミング 茂垣　敬太 船橋ロッキー

クライミング 渡辺　数馬 船橋ロッキー

成年女子 監督 山田　治 県立八千代高校

選手 縦走・クライミング 平野　直子

縦走 桜井　美恵 セントラルフィットネスクラブ千葉

クライミング 榊原　佑子

13



【カヌー】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年 監督 斉藤　素子 （株）東洋堂

成年男子 選手 ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 鈴木　康大 立命館大学

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ 亀山　勇太 鹿屋体育大学

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ 千葉　洋平 （株）コムスン

成年女子 選手 ｽﾗﾛｰﾑ 斉藤　真智子

少年 監督 伊藤　勝晟 香取市教育委員会

少年男子 選手 ｽﾗﾛｰﾑ 山田　龍穂 流通経済大学付属柏高校

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 宮崎　涼 県立小見川高校

ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 菅谷　祐介 県立佐原高校

ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 向後　慧太 県立佐原高校

ｶﾔｯｸﾌｫｱ 浅井　健 県立銚子商業高校

ｶﾔｯｸﾌｫｱ 鈴木　喜幸 県立銚子商業高校

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ 菅谷　健太 香取市立小見川中学校

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ 宮崎　雅斗 香取市立小見川中学校

ｶﾔｯｸﾌｫｱ 田村　直也 県立銚子商業高校

ｶﾔｯｸﾌｫｱ 石毛　摩耶 県立銚子商業高校

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ 香取　直輝 県立銚子商業高校

少年女子 選手 ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ 小野澤　陽葉 船橋市立海神中学校

ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 菅谷　春菜 県立銚子商業高校

ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 鎌形　彩 県立銚子商業高校

【アーチェリー】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 三隅　明秀 ほのぼのスポーツクラブ

選手 佐藤　隆紀 ドコモショップ飯田橋

中村　淳毅 立命館大学

綿引　翔 拓殖大学

成年女子 監督 広瀬　薫

選手 内海　理恵 拓殖大学

吉田　美紀 拓殖大学

板垣　美紀 帝京平成大学

【空手道】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

全種別 監督 根岸　健二 航空自衛隊木更津基地

成年男子 選手 組手軽量級 伊藤　大地 日本大学

組手中量級 青柳　隼康 若葉クリニック

組手重量級 長田　繁洋 拓殖大学

形 加門　祐樹 帝京大学

成年女子 選手 組手 鈴木　杏奈 国士舘大学

形 松谷　知美 明治大学

少年男子 選手 組手 浮島　大夢 拓殖大学紅陵高校

少年女子 選手 組手 杉山　美里 敬愛学園高校

形 宮崎　絢子 拓殖大学紅陵高校

【銃剣道】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 小川　功 陸上自衛隊第一空挺団
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成年男子 選手 先鋒 谷川　佳弘 陸上自衛隊第一空挺団

中堅 唐川　敏博 陸上自衛隊第一空挺団

大将 御山　昇 セントラル警備

【クレー射撃】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 日暮　正義

選手 トラップ 日暮　實男 自営

トラップ 小幡　哲

トラップ 星野　登志夫 （株）産経新聞社

スキート 細川　直哉 東洋海運

スキート 小幡　博 自営

スキート 安生　哲也 長生村役場

【なぎなた】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年女子 監督 住母家　喜代美

選手 演技・試合 福岡　愛子 獨協大学

演技・試合 小川　真由美 和洋女子大学

試合 小川　紗恵子 （株）千葉銀行

少年女子 監督 中山　宇 県立市川東高校

選手 演技・試合 山本　千晴 県立市川東高校

演技・試合 五十嵐　史子 県立市川東高校

試合 福原　実緒 県立千葉女子高校

【ボウリング】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督 谷沢　重男 東洋ガラス物流（株）千葉事業所

選手 ユース 小澤　大地 古舘工業所

ミドル 青木　正浩 SIC Agora eX（株）

ハイミドル 吉野　政弘 自営

マスターズ 堀江　吉寛 ダイドウ電気（株）

成年女子 監督 西林　康憲 総務省

選手 ユース 張ケ谷　順子 千葉商科大学大学院

ミドル 溝井　真由美 Ｐｕｒｅ　Ｈｅａｒｔ

ハイミドル 石井　美保子 主婦

マスターズ 小松　紀子 主婦

少年男子 監督 張ケ谷　和年 松戸市役所

選手 吉野　貴宣 千葉明徳高校

秋山　直輝 千葉明徳高校

少年女子 監督 渡辺　勇 松戸市役所

選手 秋葉　絵里香 二松学舎大学附属沼南高校

向谷　美咲 市川市立南行徳中学校

【ゴルフ】
種　別 種　類 種　目 氏　名 所　属

成年男子 監督・選手 丸山　聖 千葉県アマチュアゴルフ協会

選手 大溝　崇真 東北福祉大学
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成年男子 選手 高柳　直人 東北福祉大学

予備登録選手 阪田　哲男 SRIｽﾎﾟｰﾂ（株）

女子 監督 中村　トク子

選手 小川　茉奈美 日本大学

篠塚　美幸

仲宗根　澄香 県立松戸六実高校

予備登録選手 亀井　綾夏 日本大学

丸山　あゆみ 拓殖大学紅陵高校

本部 ２５人

監督 ７４人

選手 ５３２人 内監督兼任11人

合計 ６３１人

【コーチ・トレーナー・ドクター】
競技 種別 種類 氏名 所属

全種別 コーチ 藤島　浩二 東京学館船橋高校

全種別 コーチ 松本　剛史 匝瑳市立野栄中学校

全種別 コーチ 礒　真吾 東海大学付属望洋高校

全種別 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 金杉　清美 馬橋接骨院

全種別 コーチ 末永　国敏 県立千葉高校

全種別 コーチ 舟橋　昭太 船橋市立旭中学校

全種別 コーチ 伊東　謙二 市立稲毛高校

全種別 コーチ 渡辺　俊明 県立館山高校

全種別 コーチ 稲葉　剛 千葉黎明高校

全種別 コーチ 梶谷　正樹 東京学館船橋高校

全種別 コーチ 谷口　吉宏 東海大学付属浦安高校

全種別 コーチ 佐藤　道広 県立船橋高校

全種別 コーチ 浅野　真吾 西武台千葉高校

全種別 コーチ 中原　浩一 県立佐原高校

全種別 コーチ 稲葉　正充 市立船橋高校

全種別 コーチ 岡田　昌之 セントラル研究所

全種別 コーチ 清原　義人 コナミ稲毛

全種別 コーチ 大滝　晋史 ユアーＳＣ新松戸

全種別 コーチ 苅谷　裕司 柏洋スイマーズ

全種別 コーチ 一木　成行 Nalu Aquatic

全種別 コーチ 村川　亜里沙 昭和学院高校

全種別 コーチ 生田目　丈晴 ルネサンス幕張

少年女子 コーチ 古川　真子 千葉ｱｽﾚﾁｯｸｾﾝﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

全種別 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池田　朝美 北千葉整形外科

全種別 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 橋川　拓史 北千葉整形外科

成年男子 コーチ 片岡　道夫 古河電工千葉

成年男子 コーチ 田中　勝 古河電工千葉

成年男子 コーチ 浮田　経也 市川市立妙典中学校

女子 コーチ 三本木　佳子 旭日産業（株）

女子 コーチ 峰岡　洋平 県立幕張総合高校

女子 コーチ 神庭　力 県立幕張総合高校

女子 コーチ 金澤　信二 山武市役所

少年男子 コーチ 平迫　宣之 東京学館高校

少年男子 コーチ 吉野　貴之 市立柏高校

陸上

サッカー

水泳
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少年男子 コーチ 清川　浩行 柏レイソル

少年男子 コーチ 石橋　昌徳 県立市原緑高校

少年男子 コーチ 島田　洋 県立幕張総合高校

少年男子 コーチ 小柴　泰 館山市立第二中学校

少年男子 コーチ 藤原　明夫 県立生浜高校

女子 コーチ 鈴木　政江 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ

成年男子 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池田　宏嗣 本町接骨院鍼灸院

女子 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中里　祐子 鍋島整形外科

少年男子 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 杉山　健司 すこやか整骨院

少年男子 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 金　英泰 なのはな整骨院

女子 ドクター 土屋　敢 ＪＦＥ千葉病院

成年男子 コーチ 森　二郎 初石テニスクラブ

成年女子 コーチ 軸丸　裕史 エーススポーツプラザ市川

少年 コーチ 川井　良真 東京学館浦安高校

全種別 コーチ 齋田　淳 県立幕張総合高校

全種別 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 高橋　朋美 初石接骨院

ボート 少年 コーチ 大橋　綾也 県立小見川高校

成年男子 コーチ 小林　信次郎 県立流山高校

成年男子 コーチ 染谷　昌ニ 県立野田中央高校

少年女子 コーチ 米澤　努 幕張総合高校

少年女子 コーチ 上原　典人 敬愛学園高校

少年女子 コーチ 國安　鉄太郎 県立柏井高校

少年女子 コーチ 浅井　学 市立船橋高校

全種別 コーチ 山岸　信行 県立佐原高校

成年男子 コーチ 三浦　孝正 県立成田西陵高校

少年男子 コーチ 前田　啓一 県立八千代高校

全種別 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 岡田　亨 船橋整形外科

全種別 コーチ 齋藤　寛樹 県立木更津高校

全種別 コーチ 飯沼　加寿夫 市立柏高校

成年男子 コーチ 林　俊哉 県立八千代西高校

成年男子 コーチ 岩瀬　光義 松戸市立新松戸南中学校

成年女子 コーチ 建部　弘美 県立袖ヶ浦特別支援学校

成年女子 コーチ 福田　直子 千葉市立稲毛中学校

成年女子 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 長内　朋子 東京スポーツレクリエーション専門学校

少年男子 コーチ 野村　俊郎 県立袖ヶ浦高校

少年男子 コーチ 相田　貴史 県立八千代高校

少年男子 コーチ 今澤　秀行 東海大学付属浦安高校

少年男子 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 室田　智 室田接骨院

レスリング 少年男子 コーチ 長谷川　照慈 県立泉高校

全種別 コーチ 仁科　健太郎 県立布佐高校

全種別 コーチ 植木　守 県立市川西高校

ハンドボール 少年女子 コーチ 平松　裕 県立千葉商業高校

成年男子 コーチ 大坪　義幸 市川市役所

成年男子 コーチ 清水　賢二 松戸市役所

成年男子 コーチ 藪崎　秀一 県立松戸六実高校

成年女子 コーチ 星　祥子 ヨネックス（株）

成年女子 コーチ 藤原　純一 和洋国府台女子高校

全種別 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 加藤　千晶 北千葉整形外科

ボクシング

バレーボール

体操

バスケットボール

テニス

ウエイトリフティング

ソフトテニス

サッカー
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コーチ １０５人

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 20人

ドクター 1人

合計 126人

全種別 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中島　幸則 帝京大学

全種別 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 二瓶　美穂 スポーツインテリジェンス（株）

全種別 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 浅川　佳子 鍋島整形外科

全種別 コーチ 板倉　義和

一般Ａ コーチ 伊藤　裕亮 （株）京葉銀行

一般Ｂ コーチ 渡辺　久 ＮＴＴコムウェア

馬術 全種別 コーチ 江里口　裕子 （株）宝馬グラウンド

成年女子 コーチ 柳原　宏昭 千葉クラブ

少年男子 コーチ 春日　龍二 県立松戸高校

全種別 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後藤　隆 ＲＵＢ　ＳＰＯＲＴＳ

全種別 コーチ 渡辺　貴 県立袖ケ浦高校

全種別 コーチ 鈴木　英雄 県立千葉北高校

成年男子 コーチ 山岸　裕二 京葉ガス（株）

成年女子 コーチ 石原　忍 （株）ヤックスケアサービス

少年男子 コーチ 戸部　隆治 県立長狭高校

少年男子 コーチ 岩本　孝一 市立習志野高校

少年女子 コーチ 安蒜　和宏 千葉明徳高校

成年男子 コーチ 日暮　利幸 千葉敬愛高校

成年男子 コーチ 安塚　正明 県立犢橋高等学校

成年男子 コーチ 鈴木　恒行 市原市立市原中学校

成年男子 コーチ 和田　芳明 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ

少年男子 コーチ 井之上　哲夫 県立木更津東高校

少年女子 コーチ 安則　麻衣子 千葉黎明高校

少年女子 コーチ 渡辺　正治 敬愛大八日市場高校

成年男子 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 岩垣　光洋 ＪＦＥ東日本

バドミントン 全種別 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 佐々木　和人 佐々木接骨院

全種別 コーチ 滝田　任人 千葉県警察

全種別 コーチ 藤平　敏 県立茂原樟陽高校

全種別 コーチ 忍足　功 千葉県警察

成年女子 コーチ 秋葉　知恵子 千葉県剣道連盟

少年男子 コーチ 渡邉　秀幸 県立安房高校

少年男子 コーチ 弓能家　雅宣 県立大多喜高校

少年 コーチ 飯島　一生 千葉経済大学附属高校

成年 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 斉藤　仁 船橋整形外科

成年 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 澤野　啓祐 アクア鍼灸接骨院

全種別 コーチ 石曽根　徳彦 県立佐倉南高校

成年 コーチ 小野澤　美恵 （有）サルデーレ

少年 コーチ 菅澤　俊明 県立富里高校

少年 コーチ 二瓶　淳彦 県立銚子商業高校

アーチェリー 全種別 コーチ 古川　陽登美 県立津田沼高校

成年 コーチ 渡辺　純一 自営

少年 コーチ 桜井　一雄 拓大紅陵高校

クレー射撃 成年 コーチ 畔蒜　均 成田空港

ゴルフ 女子 コーチ 浮ケ谷　信夫 浮ケ谷ゴルフセンター

空手道

軟式野球

ソフトボール

柔道

ソフトテニス

フェンシング

ライフル射撃

剣道

山岳

カヌー
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