
姉妹
大仲沙和

姉妹
池田美由希

ﾌﾘｶﾞﾅ オオナカサワ

なぎなた

全日本優勝経験あり、チームの柱となる存在。
今までの経験を活かし入賞を目指す。畠中　正年

ﾌﾘｶﾞﾅ イケダミユキ

なぎなた

愛媛国体リハーサルではB級優勝し調子を維持したまま本国体に！
浜渦　賢介

ﾌﾘｶﾞﾅ オオナカマユ

なぎなた 姉妹
大仲麻友

ﾌﾘｶﾞﾅ ハタケナカマサトシ

クレー射撃
スキート

話題性のある選手・有望選手

選　手　名

ﾌﾘｶﾞﾅ イケダミナミ

なぎなた 姉妹
池田美波

ﾌﾘｶﾞﾅ ハマウズケンスケ

クレー射撃
トラップ

ﾌﾘｶﾞﾅ カワベタカノリ

クレー射撃
トラップ

２０１５年全日本優勝、自分の射撃ができれば入賞を狙える。
川邊　貴典

コメント

※競技団体のＰＲな
ど

入賞が1つでも多くできるよう諦めずに頑張ります。

競技種目 内容（話題性）
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話題性のある選手・有望選手

選　手　名 競技種目 内容（話題性）

昨年、少年男子で見事3位に入賞した。今年から福岡大学に進学し練
習を重ね、西日本の新人戦では3位に入賞し成長が著しい。予選でも
見事な投げ技を披露し勝利するなど、本国体でも活躍が期待でき
る。

前田　啓吾

昨年、全国中学生大会で準優勝した。四国大会は3位と、高校での試
合運びに苦戦しているが、能力は間違いなく上位入賞が期待でき
る。近藤　承

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾏｴﾀﾞ　ｹｲｺﾞ
レスリング
成年男子

武樋選手は、日本代表選手として数々の国際大会に出場していま
す。
２０２０年東京パラリンピックを見据えた競技活動の中で、今後も
活躍が期待されています。

武樋　いづみ

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾏﾂｵﾘ　ｼﾝ

レスリング
成年男子

昨年、全国高校生グレコローマン選手権で5位に入賞し、今年から山
梨学院大学に進学した。
大学に進学し、春に行われた新人戦で3位に入賞するなど成長が顕著
である。飛躍的な成長に国体での入賞に期待したい。

松折　進

ﾌﾘｶﾞﾅ ｺﾝﾄﾞｳ　ｼﾞｮｳ
レスリング
少年男子

　小学６年生からボクシングを始める。岡豊高校の３年生の時、イ
ンターハイベスト16。大阪商業大学に進学、本年度２年生でリーグ
戦2勝2敗。国体予選では、強烈なボディーブローでRSC勝ち。本選
での活躍が期待されます。

丸石　迅矢

ﾌﾘｶﾞﾅ ｷﾑﾗ　ｶｲｷ
レスリング
少年男子

今年4月のJOCで3位入賞を果たした。全国大会にもこれまで多く出
場しており、高校生活最後の国体で集大成を見せる。実力も上位入
賞を期待できる選手である。木村　海騎

ﾌﾘｶﾞﾅ タケヒ　イヅミ
ライフル射撃

50ｍ3×20W

29年度 高校９ブロック長身選手発掘育成合宿（四国ブロック）に参
加
平成29年度四国高等学校総合体育大会　優勝（3連覇）尾木　美奈

ﾌﾘｶﾞﾅ ｷﾖｵｶ　ｺｳﾀﾛｳ

レスリング少年
男子

昨年、中学生ながら準優勝した。今年高校に入学し、6月の四国大会
では他県の強豪選手を抑え1年生で優勝するなど、着実に成長してい
る。
昨年に続いての入賞と、高知県初の優勝が期待できる。

清岡　幸大郎

ﾌﾘｶﾞﾅ まるいし　じんや

ボクシング
ライト級

ﾌﾘｶﾞﾅ やまさき　かいと

ボクシング
バンタム級

　中学生の時よりボクシングを始める。岡豊高校2年、３年生の時イ
ンターハイベスト16。大阪商業大学に進学、本年度1年生でリーグ
戦1勝。スピードを活かして本選での活躍が期待されます。山﨑　海斗

ﾌﾘｶﾞﾅ オギ　ミナ

バレーボール

ﾌﾘｶﾞﾅ なかがわ　こうよう

ボクシング
ライトウェル

ター級

　高知高校１年生二学期より野球から転向、選抜大会3位、インターハイベスト８と
活躍し東洋大学へ進学。大学1年の全日本選手権ライト級でベスト８、２年生よりレ
ギュラーとなりリーグ戦3勝2敗、昨年度全日本選手権ライトウェルター級でベスト
８、本年度３年生となりリーグ戦は、ライト級、ライトウェルター級で戦い4勝1敗と
東洋大学のポイントゲッターとしてチームの関東リーグ２位に貢献。新チームでは副
キャプテンとしてチームを引っ張ります。長身サウスポーのテクニシャン、本選での
活躍が期待されます。

中川　晃洋

ﾌﾘｶﾞﾅ ニシムラ　レナ

バレーボール

27､28年度 高校９ブロック長身選手発掘育成合宿（四国ブロック）
に参加
2015､2016　全日本ジュニアオールスタードリームマッチに2年
連続参加

西村　怜菜
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話題性のある選手・有望選手

選　手　名 競技種目 内容（話題性）

第86回全国高等学校卓球選手権大会 団体準優勝
里川　奈優

2017ベトナム ゴールデンラケット大会 日本代表
第86回全国高等学校卓球選手権大会 団体準優勝

第86回全国高等学校卓球選手権大会 女子ダブルス優勝三村　優果

ﾌﾘｶﾞﾅ ｻﾄｶﾞﾜ　ﾅﾕ
卓球

少年女子

日本体育大学の団体メンバーで各大会で活躍をしている。また個人
戦でも実力を発揮し成果を残している。西　大星

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾐﾑﾗ　ﾕｳｶ
卓球

少年女子

平成28年度全国高等学校選抜10位
山﨑　玲温

ﾌﾘｶﾞﾅ ｲ　ｱﾔﾉ
卓球

少年女子
第86回全国高等学校卓球選手権大会 団体準優勝

第86回全国高等学校卓球選手権大会 女子ダブルス優勝井　絢乃

ﾌﾘｶﾞﾅ ニシ　タイセイ
相撲

（成年男子）

平成３０年韓国で開催の世界剣道選手権大会の日本強化メンバー30
名の一員として選出され、毎月強化訓練に参加し、実力をつけてお
り活躍が期待される選手である。中澤公貴

ﾌﾘｶﾞﾅ ダイトウ　コウキ
相撲

（少年男子）

昨年度は全国高等学校相撲選抜大会で5位入賞、今年は全国高等学校
相撲選手権大会で個人ベスト16に入り実力もついてきており活躍で
きると期待している。大塔　昂貴

ﾌﾘｶﾞﾅ ヤマサキレオン
自転車

スクラッチ

平成28年度の全国中学校総合体育大会剣道の部、男子個人戦に於い
て優勝。高校1年生であるが、国体選手に選出され四国ブロック大会
では全勝の活躍。東野　一成

ﾌﾘｶﾞﾅ カドタ　トモヤ
柔道

少年男子
今年のインターハイで男子９０㎏級にて５位に入賞した。

門田　知也

ﾌﾘｶﾞﾅ ナカザワ　キミタカ
剣道

成年男子

国体では成年男子で結果は残せていないが、強豪選手と初戦で当た
るなど組み合わせに恵まれなかった。
しかし、大学では新人戦で3位に入賞し、リーグ戦ではレギュラーで
活躍するなど実力は上位入賞が期待できる選手である。

恒石　昌輝

ﾌﾘｶﾞﾅ オオイ　リオ
剣道

成年女子

阿蘇中央高校３年時、全国高校総体剣道競技において、個人優勝

大井理緒

ﾌﾘｶﾞﾅ ヒガシノ　イッセイ
剣道

少年男子

ﾌﾘｶﾞﾅ サタケ　ラン

剣道
少年女子

平成29年度の玉竜旗大会に於いてチームの大将として出場し、全国
ベスト16になった。昨年度より、全日本剣道連盟の女子強化選手候

補（骨太剣士）に選出され合宿等に参加をしている。佐竹　蘭

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾂﾈｲｼ　ﾏｻｷ

レスリング
成年男子

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾓﾘ　ﾕﾘｴ
空手道

成年女子個人組
手

立教大学空手道部出身で，学生時代は関東学生（大学）選手権大会
で団体戦3位、個人戦でも3位と言う成績を収め、ナショナルチーム
選考会でも日本代表選手として選考されています。しっかりと練習
を積んでおり期待が持てる選手です。

森　友里恵
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話題性のある選手・有望選手

選　手　名 競技種目 内容（話題性）

２０１７全国高校総体４００ｍ４位
４６秒台をマークして上位入賞淺利　玖朗人

昨年は馬のケガで出場できなかったので、今年こそは愛馬と共に結
果を残したい。澤田　海侑

ﾌﾘｶﾞﾅ ノムラ　ナルキ
陸上

少年男子共通
５０００ｍW

２０１７全国高校総体５０００ｍｗ８位
自己記録更新して入賞野村　成希

ﾌﾘｶﾞﾅ アサリ　クロウド
陸上

少年男子
A400m

ﾌﾘｶﾞﾅ アサノ　ナルミ
陸上

成年女子
５０００ｍW

２０１７全国高校総体５０００ｍW２位
自己記録更新して上位入賞浅野　成美

ﾌﾘｶﾞﾅ サワダ　ミユウ 馬術
少年スピード＆ハ
ンディネス競技
少年リレー競技

ﾌﾘｶﾞﾅ ナベシマ　リナ
陸上

成年女子
５０００m

２０１７世界陸上大会女子５０００m日本代表選手
優勝を狙う鍋島　莉奈

ﾌﾘｶﾞﾅ ハンダ　ユリ 馬術
成年女子標準障害飛

越競技
成年女子ダービー競

技

過去に国体入賞実績あり国内でも力のある女性ライダー。
半田　侑里


