
位

コメント

※選手団のＰＲなど

山本博団長以下、688名の選手団で全国の精鋭に挑みます。
ご声援のほどよろしくお願いいたします。

都道府県で特別に力を入れている競技

競技種目 紹介したい選手名 具体的な内容（理由など）

第72回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 東　京　都

目標順位
男女総合成績 1 位

女子総合成績 1

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

フリガナ ハシオカ　ユウキ

陸上
成年男子
走幅跳

・第101回日本陸上競技選手権大会　走幅跳　優勝
・第96回関東学生陸上競技対校選手権大会　走幅跳　優勝
・第71回国民体育大会（岩手）少年男子Ａ　走幅跳　優勝
・第70回国民体育大会（和歌山）少年男子Ａ　走幅跳　2位

橋岡　優輝

フリガナ

話題性のある選手・有望選手

フリガナ キタムラ　ユメ

陸上
成年女子
８００ｍ

・第101回日本陸上競技選手権大会　優勝
・第96回関東学生陸上競技対校選手権大会　優勝北村　夢 

フリガナ フジモリ　アンナ

陸上
成年女子
１００ｍ

・2013、2014年　4x100mR　日本代表
・第85回日本学生陸上競技対校選手権　100m　優勝
・８年連続国体出場（千葉大会より）藤森　安奈

フリガナ サカイ　ユウゴ

陸上
少年男子Ａ

走幅跳

・第25回日中韓ジュニア交流競技会　走幅跳　日本代表
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　走幅跳　優勝
・第70回国民体育大会（和歌山）少年男子Ｂ　走幅跳　優勝
・第41回全日本中学校陸上競技選手権大会（2014）走幅跳　優勝

酒井　由吾

フリガナ タカハシ　ナギサ

陸上
成年少年女子
共通走高跳

・平成29年度全国高等学校総合体育大会　優勝
高橋　渚



選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

フリガナ オオシマ　ケンタ

陸上
成年男子
１００ｍ

・ワールドリレーズ2017（世界リレー選手権）　日本代表
・Ｕ20世界陸上競技選手権大会　日本代表　リレー銀メダル
・5回連続国体出場（東京大会より）　うち優勝3回大嶋　健太

第72回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 東　京　都

話題性のある選手・有望選手

フリガナ タジ　ハルカ

陸上
少年女子Ｂ
１００ｍ

・平成29年度全国高等学校総合体育大会　100ｍ、200ｍ　２位
・第70回関東高等学校陸上競技対校選手権大会　200ｍ　優勝
・第43回全日本中学校陸上競技選手権大会　100ｍ、200ｍ　２
位

田路　遙香

フリガナ ヤマニシ　モモコ

陸上
少年女子Ｂ
１００ｍH

・平成29年度全国高等学校総合体育大会　100ｍH　準決勝
・第70回関東高等学校陸上競技対校選手権大会　100mH　優勝
・第71回国民体育大会（岩手）少年女子Ｂ　100mH　優勝山西　桃子

フリガナ イシガキ　ユウカ

ボート
成年女子

・2017世界ジュニアボート選手権大会（リトアニア）
                                                                     U19日本代表石垣　優香

フリガナ オオツカ　ヨシヒロ

ボート
成年男子

・2017年アジアボート選手権（タイ）　日本代表
大塚　圭宏

フリガナ ナカノ 　ミキト

ボクシング
成年男子

・第71回国民体育大会（岩手）　バンタム級　優勝
・第86回全日本ボクシング選手権大会　バンタム級　3位中野　幹士

フリガナ ヤマモト　トモヒロ

バレーボール
成年男子

・第29回ユニバーシアード競技大会(2017/台北)　銅メダル
山本　智大

フリガナ イワサワ　ミイク

バレーボール
少年女子

・全日本ジュニア（U20）日本代表（リベロ）
岩澤　実育

フリガナ イシカワ　マユ

バレーボール
少年女子

・全日本ユース（U18）日本代表
石川　真佑



第72回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 東　京　都

話題性のある選手・有望選手

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

フリガナ オオサキ　コトミ

バレーボール
少年女子

・全日本ユース（U18）日本代表
大﨑　琴未

フリガナ ヨダマ　マイコ

バレーボール
少年女子

・全日本ユース（U18）日本代表
依田　茉衣子

フリガナ オト　エミリ

バレーボール
少年女子

・ラグビーフットボール競技成年男子　オトナタニエラ選手の姪
オト　恵美里

フリガナ キムラ　アミ

バスケット
ボール

少年女子
・第25回日・韓・中ジュニア交流競技会　U18日本代表

木村　亜美

フリガナ オクヤマ　リリカ

バスケット
ボール

少年女子
・第25回日・韓・中ジュニア交流競技会　U18日本代表

奥山　理々嘉

フリガナ タカハシ　ショウゴ

レスリング
成年男子

・2017年度世界選手権大会　グレコローマン66㎏級　日本代表
高橋　昭五

フリガナ マツモト　アツシ

レスリング
成年男子

・2017年度世界選手権大会　グレコローマン85㎏級　日本代表
松本　篤史

フリガナ ハセガワ　トシヒロ

レスリング
成年男子

・平成28年度天皇杯・全日本選手権大会　フリー57㎏級　２位
長谷川　敏裕

フリガナ モリカワ　カイト

レスリング
少年男子

・第71回国民体育大会（岩手）　フリー50㎏級　優勝
森川　海舟



選手団コメント

都道府県名 東　京　都

話題性のある選手・有望選手

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

第72回国民体育大会（本大会）

フリガナ サカキ　リュウト

レスリング
少年男子

・2017年世界カデット選手権　フリー58㎏級日本代表　優勝
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　60㎏級　優勝榊　流斗

フリガナ サトウ　マサキ

レスリング
少年男子

・平成29年度全国高等学校総合体育大会　66㎏級　３位
佐藤　匡記

フリガナ イトカズ　ヨウイチ

ウエイト
リフティング

成年男子
・第31回オリンピック競技会（2016・リオ）　62㎏級　４位

糸数　陽一

フリガナ タマガワ　ヒロヤス

ハンドボール
成年男子

・第23回世界学生選手権大会　４位
・第25回世界ハンドボール選手権大会　日本代表
・第59回全日本学生選手権大会　優勝
・日韓定期戦2017　日本代表

玉川　裕康

フリガナ ヤマダ　シンヤ

ハンドボール
成年男子

・第15回男子ジュニアアジア選手権大会　４位
・第59回全日本学生選手権大会　２位・特別賞山田　信也

フリガナ サイトウ　タイセイ

ハンドボール
成年男子

・第23回世界学生選手権大会　４位
・第59回全日本学生選手権大会　優勝齊藤　大成

フリガナ タサト　リョウキ

ハンドボール
成年男子

・第15回男子ジュニアアジア選手権大会　４位
・第59回全日本学生選手権大会　優勝田里　亮稀

フリガナ ミツハシ　ミク

ハンドボール
成年女子

・第20回女子ジュニア世界選手権大会　５位
・第52回全日本学生選手権大会　２位三橋　未来

フリガナ トマイ　ナツキ

ハンドボール
成年女子

・第20回女子ジュニア世界選手権大会　５位
・第52回全日本学生選手権大会　２位斗米　菜月



選手団コメント

都道府県名 東　京　都

話題性のある選手・有望選手

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

第72回国民体育大会（本大会）

フリガナ ナミキ　リサ

ハンドボール
成年女子

・第4回U-22東アジア選手権大会　３位
・第6回女子ユース世界選手権大会　日本代表
・第52回全日本学生選手権大会　２位並木　梨紗

フリガナ アベ　ミユキ

ハンドボール
少年女子

・第6回女子ユース（Ｕ18）アジア選手権出場
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　優勝阿部　美幸

フリガナ サトウ　ユウカ

ハンドボール
少年女子

・第6回女子ユース（Ｕ18）アジア選手権出場
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　優勝佐藤　優花

フリガナ ハシグチ　ワカナ

ハンドボール
少年女子

・第6回女子ユース（Ｕ18）アジア選手権出場
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　優勝
・第２１回日・韓スポーツ交流（Ｕ16）出場橋口　和佳奈

フリガナ スダ　キヨコ

ハンドボール
少年女子

・第23回日・韓・中ジュニア交流競技会出場
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　優勝・優秀選手須田　希世子

フリガナ キンジョウ　アリサ

ハンドボール
少年女子

・第23回日・韓・中ジュニア交流競技会出場
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　優勝・優秀選手金城　ありさ

フリガナ カワムラ　ナツキ

ハンドボール
少年女子

・第21回日・韓スポーツ交流（Ｕ16）出場
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　優勝川村　夏希

フリガナ タキガワ　リサ

ハンドボール
少年女子

・平成29年度全国高等学校総合体育大会　優秀選手
瀧川　璃紗

フリガナ ヤマモト　シュウヘイ

自転車
成年男子

・2017全日本学生選手権トラック　1kmTT　優勝
山本　修平



選手団コメント

都道府県名 東　京　都

話題性のある選手・有望選手

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

第72回国民体育大会（本大会）

フリガナ オカモト　ニナ

自転車
女子

・2017全日本選手権トラック　500ｍTT　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　チームスプリント　優勝岡本　二菜

フリガナ ハヤシダ　リコ

ソフトテニス
少年女子

・2017コリアカップ大会日本代表　国別対抗　優勝、個人戦　２
位
・平成29年度全日本シングルス選手権大会　３位
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　個人　優勝
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　団体　優勝
・第71回国民体育大会（岩手）少年女子　優勝

林田　リコ

フリガナ ミヤシタ　ココロ

ソフトテニス
少年女子

・平成29年度全国高等学校総合体育大会　個人　優勝
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　団体　優勝
・第71回国民体育大会（岩手）少年女子　優勝宮下　こころ

フリガナ コマツザキ　マヨ

ソフトテニス
少年女子

・平成29年度全国高等学校総合体育大会　個人　３位
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　団体　優勝小松﨑　茉代

フリガナ ハラシマ　ユリカ

ソフトテニス
少年女子

・平成29年度全国高等学校総合体育大会　個人　３位
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　団体　優勝原島　百合香

フリガナ スズキ　リナ

ソフトテニス
少年女子

・平成29年度全国高等学校総合体育大会　団体　優勝
鈴木　理奈

フリガナ サイトウ　アヤナ

ソフトテニス
少年女子

・平成29年度全国高等学校総合体育大会　団体　優勝
西東　彩菜

フリガナ ウエダ　ジン

卓球
成年男子

・第50回全日本社会人卓球選手権大会　優勝
・第70回国民体育大会（和歌山）　優勝上田　仁

フリガナ ミウチ　ケンタロウ

卓球
成年男子

・第70回国民体育大会（和歌山）優勝
御内　健太郎



選手団コメント

都道府県名 東　京　都

話題性のある選手・有望選手

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

第72回国民体育大会（本大会）

フリガナ イマゼキ　トシヒデ

相撲
成年男子

・相撲競技　少年男子　今関俊介選手と兄弟出場
今関　俊英

フリガナ ハツヤマ　ショウ

相撲
少年男子

・第101回高等学校相撲金沢大会　個人戦　優勝
羽出山　将

フリガナ イマゼキ　シュンスケ

相撲
少年男子

・第101回高等学校相撲金沢大会　個人戦　２位
・相撲競技　成年男子　今関俊英選手と兄弟出場今関　俊介

フリガナ ホソノ　シゲユキ

馬術
成年男子

・第71回国民体育大会（岩手）　国体総合馬術競技　優勝
・第70回国民体育大会（和歌山）　国体総合馬術競技　優勝
・第69回国民体育大会（長崎）　国体総合馬術競技　優勝細野　茂之

フリガナ ミヤワキ　カリン

フェンシング
成年女子

・第29回ユニバーシアード競技大会（2017）
　　　　　　　　　　　　　　　　フルーレ個人戦 10位
・2016ジュニアワールドカップルーマニア大会　優勝宮脇　花綸

フリガナ カワムラ　キョウタ

フェンシング
少年男子

・第24回ＪＯＣカップ　カデフルーレ　個人戦　優勝
・2017アジアジュニア選手権カデフルーレ　個人戦　３位
                                                                     団体戦　２位川村　京太

フリガナ ガッツチョーク ジュリアン

フェンシング
少年男子

・第24回東京都カデ選手権大会フルーレ　個人戦　優勝
・2017アジアジュニア選手権カデフルーレ　団体戦　２位ガッツチョーク ジュリアン

フリガナ オガワ　ユウセイ

柔道
成年男子

・平成28年 全日本選抜柔道体重別選手権大会　3位
・グランドスラム・チュメニ2016　2位
・第71回国民体育大会（岩手）　成年男子　優勝
・グランプリ・青島2016　優勝

小川　雄勢

フリガナ カミカワ　ダイキ

柔道
成年男子

・第69回国民体育大会（長崎）　成年男子　優勝
・平成28年 全日本柔道選手権大会　２位
・平成28年 全日本実業柔道個人選手権大会　優勝
・第71回国民体育大会（岩手）　成年男子　優勝

上川　大樹



選手団コメント

都道府県名 東　京　都

話題性のある選手・有望選手

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

第72回国民体育大会（本大会）

フリガナ クギマル　タイチ

柔道
成年男子

・平成28年 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　２位
・グランドスラム・東京2016　5位釘丸　太一

フリガナ ハシグチ　ユウキ

柔道
成年男子

・平成28年 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　２位
・グランドスラム・東京2016　2位
・グランプリ・フフホト2017　3位橋口　祐葵

フリガナ ヨネムラ　カツマ

柔道
成年男子

・平成27年度 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　優勝
・平成28年度 全日本選抜柔道体重別選手権大会　3位
・2017年 東アジア選手権　個人戦　優勝 / 団体戦　3位米村　克麻

フリガナ アカシ　ヒカル

柔道
女子

・平成28年度全国高等学校総合体育大会 　57kg級　3位
・平成29年度全国高等学校総合体育大会 　57kg級　3位明石　ひかる

フリガナ アベ　フウカ

柔道
女子

・2017年アジアジュニア選手権大会　48kg級　優勝
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　48kg級　3位安部　風花

フリガナ サイトウ　タツル

柔道
少年男子

・平成29年全日本カデ柔道体重別選手権大会　90kg超級　優勝
斉藤　立

フリガナ ツカモト　リョウ

柔道
少年男子

・第71回国民体育大会（岩手）　少年男子　優勝
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　73kg級　3位塚本　綾

フリガナ タケオカ　タケシ

柔道
少年男子

・平成28年度全国高等学校総合体育大会　60kg級　優勝
・第71回国民体育大会（岩手）　少年男子　優勝
・平成29年度全国高等学校総合体育大会　60kg級　3位武岡　毅

フリガナ タケモリ　アユム

ソフトボール
成年男子

・第11回世界ジュニアソフトボール選手権大会　優勝
竹森　歩夢



選手団コメント

都道府県名 東　京　都

話題性のある選手・有望選手

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

第72回国民体育大会（本大会）

フリガナ ウエダ　フミヤ

ソフトボール
成年男子

・第11回世界ジュニアソフトボール選手権大会　優勝
上田　郁也

フリガナ コヤマ　レオ

ソフトボール
成年男子

・第11回世界ジュニアソフトボール選手権大会　優勝
小山　玲央

フリガナ メーンズ・ジェーランヒデキ

ソフトボール
成年男子

・第11回世界ジュニアソフトボール選手権大会　優勝
メーンズ・ジェーラン秀吉

フリガナ タケノウチ　ユウヤ

剣道
成年男子

・第62回全日本剣道選手権大会　優勝
・第16回世界剣道選手権大会　団体　優勝竹ノ内　佑也

フリガナ ウチムラ　リョウイチ

剣道
成年男子

・平成18、21、25年全日本剣道選手権大会　優勝
・第16回世界剣道選手権大会　団体　優勝内村　良一

フリガナ ショウダイ　サユリ

剣道
成年女子

・第55回全日本女子剣道選手権大会　優勝
正代　小百合

フリガナ ヨシダ トモキ

ラグビー
フットボール

成年男子
・2007・2011ラグビーワールドカップ出場 日本代表CPA25

𠮷田　朋生

フリガナ オト・ナタニエラ

ラグビー
フットボール

成年男子

・2007ラグビーワールドカップ出場 日本代表CPA12
・バレーボール競技少年女子　オト恵美里選手の叔父オト・ナタニエラ

フリガナ サトウ　トシキ

ラグビー
フットボール

少年男子
・第71回国民体育大会（岩手）少年男子　２位

佐藤　駿生



選手団コメント

都道府県名 東　京　都

話題性のある選手・有望選手

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

第72回国民体育大会（本大会）

フリガナ ミズノ　シンスケ

ラグビー
フットボール

少年男子
・第71回国民体育大会（岩手）少年男子　２位

水野　晋輔

フリガナ オオイシ　コウタ

ラグビー
フットボール

少年男子
・2017年度U18　日本代表候補

大石　康太

フリガナ ナカグス　イチゴ

ラグビー
フットボール

少年男子
・2017年度U18　日本代表候補

中楠　一期

フリガナ コイケ　リュウセイ

ラグビー
フットボール

少年男子
・2017年度U18　日本代表候補

小池　隆成

フリガナ イワタ　マサキ

ラグビー
フットボール

少年男子
・2017年度U18　日本代表候補

岩田　真樹

フリガナ オオタカ　カヤ

山岳
成年男子

・IFSCクライミングワールドカップリード
　　　　　　　　　　　　　　（ブリアンソン2016）　21位大髙　伽弥

フリガナ ノナカ　ミホウ

山岳
成年女子

・ワールドゲームズ2017　2位
・IFSCクライミングワールドカップボルダリング
　　　　　　　　　　　　　　（ナビムンバイ2017）　2位
・IFSCクライミングワールドカップボルダリング
　　　　　　　　　　　　　　（ベイル2017）　3位

野中　生萌

フリガナ ナカムラ　マオ

山岳
少年女子

・IFSCクライミングアジアユース選手権（シンガポール2017）
　　　　　　　　　　　　　　　　ボルダリング　優勝
・ボルダリングユース日本選手権鳥取大会2017　優勝中村　真緒

フリガナ ヒラノ　ナツミ

山岳
少年女子

・IFSC世界ユース選手権広州2016　リード　25位
　　　　　　　　　　　　　　　　 　ボルダリング　16位
・日本ユース選手権リード競技大会2017　3位平野　夏海



選手団コメント

都道府県名 東　京　都

話題性のある選手・有望選手

選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

第72回国民体育大会（本大会）

フリガナ クボタ　マナカ

カヌー
スプリント
成年女子

・2017海外派遣選考会　女子Ｃ-１・200ｍ　優勝
　　　　　　　　　　　　女子Ｃ-２・500ｍ　優勝久保田　愛夏

フリガナ ヨコウチ　マコト

クレー射撃
成年男子

・第71回国民体育大会（岩手）スキート種目　個人優勝
横内　誠

フリガナ カキハラ　ヤスハル

クレー射撃
成年男子

・第69回国民体育大会（長崎）トラップ種目　個人優勝
柿原　康晴

フリガナ ヤナギ　ヒデシ

クレー射撃
成年男子

・第69回国民体育大会（長崎）スキート種目　個人優勝
柳　英志


