
 

 

 

第 74 回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」について 

 

 第 74 回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」の会期前実施競技（水泳・体操・ビー

チバレーボール）を除く正式競技（35 競技）及び特別競技（１競技）が下記により開催さ

れます。 

 

１ 会  期   令和元年９月 28 日（土）～10 月８日（火） 

 

２ 開 会 式   令和元年９月 28 日（土）開式通告 13:51  閉式通告 14:47 

         笠松運動公園陸上競技場 

 

３ 閉 会 式      令和元年 10 月８日（火）開式通告 14:00 閉式通告 14:51 

         笠松運動公園陸上競技場 

 

４ 大会日程と会場地一覧  別紙１のとおり 

 

５ 選 手 団（574 名） 

 (1) 本部役員   27 名 

団 長  井戸 敏三 （公益財団法人兵庫県体育協会会長・兵庫県知事） 

   副団長  荒木 一聡 （公益財団法人兵庫県体育協会理事長・兵庫県副知事） 

   副団長  西上 三鶴 （公益財団法人兵庫県体育協会副会長・兵庫県教育長） 

   副団長  平松 純子 （公益財団法人兵庫県体育協会副会長） 

   副団長  尾山  基 （公益財団法人兵庫県体育協会副会長） 

   副団長  河野修一郎 （公益財団法人兵庫県体育協会副会長） 

   副団長  空地 顕一 （公益財団法人兵庫県体育協会副会長） 

   副団長  野村  實 （公益財団法人兵庫県体育協会副会長） 

   副団長  西川 公明 （公益財団法人兵庫県体育協会副会長） 

   総監督  長島 良行 （公益財団法人兵庫県体育協会理事・ 

                   兵庫県教育委員会事務局ｽﾎﾟｰﾂ振興課長） 

                                 他 17 名 

 (2) 監督・選手 547 名（競技毎の人数は別紙２のとおり） 

 (3) 宣  誓  者 那須 眞由 陸上競技     成年女子 RUN JOURNEY 

 (4) 旗   手 道本 健次 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技   成年男子 明石市立二見中学校（教） 

 (5) 有望な選手・チーム    別紙３のとおり 

記者発表資料（発表・資料配付） 

月／日 

（曜） 

担当課（室） 

班 名 
ＴＥＬ 

発表者名 

（担当係長名） 

その他 

配布先 

９／１９ 

（木） 

スポーツ振興課 

競技・生涯ｽﾎﾟｰﾂ班 

（直通）078-362-9446 
（内線）5778 

長島 良行 

（岡本 勇人） 
なし 









別 紙 ２

男子 女子 小計
1 陸上 2 （ ） 11 18 29 31
2 水泳 6 （ ） 22 38 60 66
3 サッカー 1 （ ） 15 15 16
4 テニス 2 （ ） 4 4 8 10
5 ボート 2 （ ） 2 6 8 10
6 ホッケー 0 （ ） 0 0 0 0
7 ボクシング 3 （ ） 5 1 6 9
8 バレーボール 2 （ ） 2 2 4 6
9 体操 5 （ ） 6 15 21 26
10 バスケットボール 2 （ ） 24 0 24 26
11 レスリング 2 （ ） 13 2 15 17
12 セーリング 2 （ ） 7 7 14 16
13 ウエイトリフティング 1 （ ） 7 1 8 9
14 ハンドボール 2 （ ） 24 24 26
15 自転車 2 （ ） 9 2 11 13
16 ソフトテニス 2 （ ） 5 5 10 12
17 卓球 3 （ ） 3 6 9 12
18 軟式野球 （ 1 ） 16 - 16 16
19 相撲 2 （ ） 8 - 8 10
20 馬術 （ 1 ） 1 4 5 5
21 フェンシング （ 1 ） 3 0 3 3
22 柔道 3 （ ） 10 5 15 18
23 ソフトボール 2 （ ） 12 13 25 27
24 バドミントン 4 （ ） 6 6 12 16
25 弓道 1 （ ） 3 3 6 7
26 ライフル射撃 1 （ ） 6 2 8 9
27 剣道 1 （ 1 ） 10 5 15 16
28 ラグビーフットボール 1 （ ） 10 0 10 11
29 スポーツクライミング 2 （ ） 2 2 4 6
30 カヌー 1 （ ） 1 1 2 3
31 アーチェリー 2 （ ） 6 3 9 11
32 空手道 1 （ ） 4 4 8 9
33 クレー射撃 （ 1 ） 6 6 6
34 なぎなた 1 （ ） - 6 6 7
35 ボウリング 3 （ ） 2 6 8 11
36 ゴルフ 2 （ ） 6 3 9 11
37 トライアスロン 2 （ ） 2 2 4 6
38 特別競技 高校野球（硬式） 2 （ ） 16 0 16 18
38 特別競技 高校野球（軟式） 2 （ ） 14 0 14 16

72 （ 5 ） 264 211 475 547

24 3 27 27
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合計
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別 紙 ３ 
有望な選手・チーム 
【陸上競技】 
 
（１）那須

な す

 眞
ま

由
ゆ

  成年女子 棒高跳 RUN JOURNEY 
          2019 年日本陸上競技選手権大会 棒高跳 優勝 
（２）執行

しぎょう

 大地
だ い ち

  少年男子Ａ ハンマー投・円盤投 尼崎市立尼崎高等学校３年 
          2019 年全国高等学校総合体育大会 優勝 
 
【サッカー競技】 
 
（３）原

はら

  優
ゆう

香
か

  女子 姫路獨協大学３年 
2019 年ユニバーシアード競技大会 日本女子代表 

（４）渡邊
わたなべ

 那奈
な な

  女子 日ノ本学園高等学校３年 
2019 年全国高等学校総合体育大会 準優勝 

 
【ウエイトリフティング競技】 
 
（５）大西

おおにし

 裕也
ゆ う や

  少年男子 61ｋｇ級 県立尼崎工業高等学校３年 
          2019 年全国高等学校選抜大会、全国高等学校総合体育大会 優勝 
（６）川上

かわかみ

 直
なお

哉
や

  少年男子 89ｋｇ級 県立尼崎工業高等学校３年 
          2019 年全国高等学校選抜大会 優勝 
 
【ソフトテニス競技】 
 
（７）志

し

牟田
む た

智美
と も み

  成年女子 株式会社東芝 姫路工場 
          2018 年天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権大会 ２位 
（８）泉谷

いずたに

 朋
とも

香
か

  成年女子 株式会社東芝 姫路工場 
          2018 年天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権大会 ２位 
 
【ソフトボール競技】 
 
（９）數

す

原
はら

 顕子
あ き こ

  成年女子 シオノギ製薬株式会社 
          2019 年日本代表強化指定選手 
 
【ラグビーフットボール競技】 
 
（10）芦谷

あ し や

 勇
ゆう

帆
ほ

  成年男子 株式会社神戸製鋼所 
          元セブンズ日本代表 
 
【アーチェリー競技】 
 
（11）上原

うえはら

 瑠果
る か

  少年女子 甲南女子高等学校３年 
          2018 年世界ユースオリンピック大会 日本代表 
 
【ゴルフ競技】 
 
（12）梶谷

かじたに

 翼
つばさ

   女子 滝川第二高等学校１年 
          2019 年トヨタジュニアゴルフワールドカップ 優勝 



№ 区分 氏　名 フリガナ 勤務先又は学校名

1 団長 井戸　敏三 イド　トシゾウ 兵庫県知事・公益財団法人兵庫県体育協会会長　

2 副団長 荒木　一聡 アラキ　カズアキ 兵庫県副知事・公益財団法人兵庫県体育協会理事長　

3 〃 西上　三鶴 ニシウエ　ミツル
兵庫県教育長・
公益財団法人兵庫県体育協会副会長

4 〃 平松　純子 ヒラマツ　ジュンコ 公益財団法人兵庫県体育協会副会長

5 〃 尾山 　基 オヤマ　モトイ 公益財団法人兵庫県体育協会副会長

6 〃 河野　修一郎 コウノ　シュウイチロウ 公益財団法人兵庫県体育協会副会長

7 〃 空地　顕一 ソラチ　ケンイチ 公益財団法人兵庫県体育協会副会長

8 〃 野村　　實 ノムラ　ミノル 公益財団法人兵庫県体育協会副会長　　　

9 〃 西川　公明 ニシカワ　キミアキ 公益財団法人兵庫県体育協会副会長

10 総監督 長島　良行 ナガシマ　ヨシユキ
兵庫県教育委員会スポーツ振興課長・
公益財団法人兵庫県体育協会理事

11 総務 伊地智　基幸 イジチ　モトユキ 公益財団法人兵庫県体育協会専務理事　　　

12 〃 永井　邦治 ナガイ　クニハル 公益財団法人兵庫県体育協会専務理事　　　

13 〃 山根　　尚 ヤマネ　ヒサシ
兵庫県教育委員会体育保健課長・
公益財団法人兵庫県体育協会理事

14 〃 鈴木　一誠 スズキ　カズノブ 公益財団法人兵庫県体育協会理事　　　

15 〃 小野　善晴 オノ　ヨシハル 公益財団法人兵庫県体育協会理事　　　

16 〃 中桐　俊男 ナカギリ　トシオ 公益財団法人兵庫県体育協会理事　　　

17 〃 生頼　俊秀 オウライ　トシヒデ 公益財団法人兵庫県体育協会理事　　　

18 〃 杉本　恵子 スギモト　ケイコ 公益財団法人兵庫県体育協会理事　　　

19 〃 廣瀬　雅樹 ヒロセ　マサキ 公益財団法人兵庫県体育協会理事　　　

20 〃 長ケ原　誠 チョウガハラ　マコト 公益財団法人兵庫県体育協会理事　　　

21 〃 平野　真紀 ヒラノ　マキ 公益財団法人兵庫県体育協会理事　　　

22 〃 眞鍋　政義 マナベ　マサヨシ 公益財団法人兵庫県体育協会理事　　　

23 〃 今西　敏男 イマニシ　トシオ 公益財団法人兵庫県体育協会理事　　　

24 〃 竹原　　昇 タケハラ　ノボル 公益財団法人兵庫県体育協会理事　　　

25 帯同ドクター 松本　 學 マツモト　マナブ 医療法人尽生会聖和病院

26 〃 松本　彰生 マツモト　アキオ 医療法人明和病院

27 帯同トレーナー 曽我部　晋哉 ソガベ　シンヤ 甲南大学

兵庫県選手団本部役員

第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」



姓 名 姓 名

1 1 陸上競技 全種別 監督 山田 真利 ヤマダ シンリ 県立社高等学校（教）

2 1 陸上競技 全種別 監督 井上 洋佑 イノウエ ヨウスケ 県立長田高等学校（教）

3 1 陸上競技 成年男子 選手 砲丸投 森下 大地 モリシタ ダイチ 第一学院高等学校（教）

4 1 陸上競技 成年男子 選手 400ｍ 北谷 直輝 キタダニ ナオキ 東海大学

5 1 陸上競技 成年男子 選手 10000ｍ競歩 住所 大翔 ジュウショ ヒロト 順天堂大学

6 1 陸上競技 成年男子 選手 やり投 ディーン 元気 ディーン ゲンキ 株式会社 ミズノ

7 1 陸上競技 成年女子 選手 400ｍH 梅原 紗月 ウメハラ サツキ 住友電工

8 1 陸上競技 成年女子 選手 棒高跳 那須 眞由 ナス マユ RUN JOURNEY

9 1 陸上競技 成年女子 選手 100m 三宅 奈緒香 ミヤケ ナオカ 住友電工

10 1 陸上競技 成年女子 選手 砲丸投 尾山 和華 オヤマ ホノカ 福岡大学 3

11 1 陸上競技 成年女子 選手 400ｍ 稲岡 真由 イナオカ マユ RUN JOURNEY

12 1 陸上競技 成年女子 選手 1500ｍ 後藤 夢 ゴトウ ユメ 豊田自動織機TC

13 1 陸上競技 成年女子 選手 リレーのみ出場 岸本 若菜 キシモト ワカナ 立命館大学 3

14 1 陸上競技 成年女子 選手 5000ｍ競歩 籔田 みのり ヤブタ ミノリ 県立西宮高等学校 3

15 1 陸上競技 少年男子Ａ 選手 走幅跳・100ｍ 宮下 倫太郎 ミヤシタ リンタロウ 県立長田高等学校 3

16 1 陸上競技 少年男子 選手 共通5000ｍ競歩 萬壽 春輝 マンジュ ハルキ 県立飾磨工業高等学校 3

17 1 陸上競技 少年男子Ａ 選手 ハンマー投・円盤投 執行 大地 シギョウ ダイチ 尼崎市立尼崎高等学校 3

18 1 陸上競技 少年男子Ａ 選手 やり投 巖 優作 イワオ ユウサク 尼崎市立尼崎高等学校 2

19 1 陸上競技 少年男子Ａ 選手 400ｍH 村上 翔 ムラカミ ショウ 県立西脇高等学校 3

20 1 陸上競技 少年男子Ａ 選手 棒高跳 源田 駿祐 ゲンダ シュンスケ 明石市立明石商業高等学校 3

21 1 陸上競技 少年男子Ｂ 選手 100m 八尾 藍麻 ヤオ ランマ 西宮市立塩瀬中学校 3

22 1 陸上競技 少年女子Ａ 選手 100m 佃 光紗 ツクダ ミスズ 神戸山手女子高等学校 3

23 1 陸上競技 少年女子Ａ 選手 400ｍ・400mH 中野 菜乃 ナカノ ナノ 県立姫路商業高等学校 3

24 1 陸上競技 少年女子Ａ 選手 3000ｍ 土井 葉月 ドイ ハヅキ 須磨学園高等学校 3

25 1 陸上競技 少年女子 選手 共通やり投 髙橋 奈々 タカハシ ナナ 滝川第二高等学校 3

26 1 陸上競技 少年女子 選手 共通円盤投 神本 真衣音 カミモト マイネ 尼崎市立尼崎高等学校 2

27 1 陸上競技 少年女子 選手 共通三段跳 為岡 杏奈 タメオカ アンナ 県立加古川東高等学校 3

28 1 陸上競技 少年女子Ｂ 選手 100m 桑野 葵 クワノ アオイ 神戸山手女子高等学校 1

29 1 陸上競技 少年女子Ｂ 選手 1500ｍ 石松 愛朱加 イシマツ アスカ 須磨学園高等学校 1

30 1 陸上競技 少年女子Ｂ 選手 100ｍハードル 藤原 かれん フジワラ カレン 神河町立神河中学校 3

31 1 陸上競技 少年女子Ｂ 選手 走幅跳 中尾 心春 ナカオ ミハル 神戸市立平野中学校 3

32 3 サッカー 女子 監督 藤谷 智則 フジタニ トモノリ 姫路獨協大学（職） 

33 3 サッカー 女子 選手 小笠原 梨紗 オガサワラ リサ 日ノ本学園高等学校 3

34 3 サッカー 女子 選手 浅野 智里 アサノ チサト 姫路獨協大学 2

35 3 サッカー 女子 選手 竹重 杏歌理 タケシゲ アカリ 日ノ本学園高等学校 2

36 3 サッカー 女子 選手 冨浪 千里 トミナミ チサト 武庫川女子大学 3

37 3 サッカー 女子 選手 渡邊 那奈 ワタナベ ナナ 日ノ本学園高等学校 3

38 3 サッカー 女子 選手 上田 佳奈 ウエダ カナ 日ノ本学園高等学校 3

39 3 サッカー 女子 選手 平井 杏幸 ヒライ アミュ 日ノ本学園高等学校 3

40 3 サッカー 女子 選手 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ 日ノ本学園高等学校 2

41 3 サッカー 女子 選手 舘山 香緒里 タテヤマ カオリ 姫路獨協大学 4

42 3 サッカー 女子 選手 原 優香 ハラ ユウカ 姫路獨協大学 3

43 3 サッカー 女子 選手 河村 祐実 カワムラ ユウミ 神戸弘陵学園高等学校 2

44 3 サッカー 女子 選手 合田 朱里 ゴウダ アカリ 神戸弘陵学園高等学校 3

45 3 サッカー 女子 選手 藤生 菜摘 フジウ ナツミ 兵庫県播磨高等学校 3

46 3 サッカー 女子 選手 吉岡 こころ ヨシオカ ココロ 兵庫県播磨高等学校 3

47 3 サッカー 女子 選手 上村 彩華 カミムラ アヤカ 姫路獨協大学 4

48 4 テニス 成年男子 監督 田中 正人 タナカ マサト エムテニスアカデミー神戸

49 4 テニス 成年男子 選手 羽澤 慎治 ハザワ シンジ 慶應義塾大学 2

50 4 テニス 成年男子 選手 松本 樹 マツモト イツキ 近畿大学 4

51 4 テニス 成年女子 選手 伊藤 沙弥 イトウ サヤ 立命館大学 2

52 4 テニス 成年女子 選手 堺 愛結 サカイ アユ 姫路大学 3

53 4 テニス 少年男子 監督 荒井 貴美人 アライ キミト 相生学院高等学校（教）

54 4 テニス 少年男子 選手 高畑 里玖 タカハタ リク 相生学院高等学校 3

55 4 テニス 少年男子 選手 東 竜平 アズマ リュウヘイ 相生学院高等学校 3

56 4 テニス 少年女子 選手 木本 海夢夏 キモト ミウカ 相生学院高等学校 2

57 4 テニス 少年女子 選手 松下 菜々 マツシタ ナナ 相生学院高等学校 3

58 5 ボート 成年男子 監督 ダブルスカル 古米 一雅 フルマイ カズマサ 神戸ボートクラブ

59 5 ボート 成年男子 選手 ダブルスカル 中村 大地 ナカムラ ダイチ 円山川城崎RC

60 5 ボート 成年男子 選手 ダブルスカル 松本 明士 マツモト アキオ 東京海洋大学 4

61 5 ボート 成年女子 監督 舵手付クオドルプル 芦田 文雄 アシダ フミオ 兵庫県ボート協会

62 5 ボート 成年女子 選手 舵手付クオドルプル 清水 佳奈 シミズ カナ 神戸大学 3

63 5 ボート 成年女子 選手 舵手付クオドルプル 吉田 七海 ヨシダ ナナミ 神戸大学 4

64 5 ボート 成年女子 選手 舵手付クオドルプル 一柳 真希 ヒトツヤナギ マキ 神戸大学 3

65 5 ボート 成年女子 選手 舵手付クオドルプル 谷内 真実 タニウチ マミ 龍谷大学 4

66 5 ボート 成年女子 選手 舵手付クオドルプル 渡邉 もえ ワタナベ モエ 関西学院大学 4

67 5 ボート 成年女子 選手 舵手付クオドルプル 野中 浩子 ノナカ ヒロコ 神戸大学 3

所　属 学年
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68 7 ボクシング 少年男子 監督 友野 聡一 トモノ ソウイチ 県立西宮香風高等学校（教）

69 7 ボクシング 少年男子 セカンド 金 潤徳 キム ユンドク 神戸朝鮮高級学校（教）

70 7 ボクシング 少年男子 選手 ピン級 岡崎 寿輝 オカザキ ジュキ 芦屋学園高等学校 3

71 7 ボクシング 少年男子 選手 フライ級 松本 海聖 マツモト カイセイ 芦屋学園高等学校 3

72 7 ボクシング 少年男子 選手 ライト級 山村 剣晋 ヤマムラ ケンシン 芦屋学園高等学校 3

73 7 ボクシング 少年男子 選手 ライトウエルター級 由良 謙神 ユラ ケンシン 芦屋学園高等学校 3

74 7 ボクシング 少年男子 選手 ウエルター級 大橋 空 オオハシ ソラ 県立西宮香風高等学校 3

75 7 ボクシング 成年女子 監督 浅見 高伸 アサミ タカノブ 芦屋大学（職）

76 7 ボクシング 成年女子 選手 フライ級 岩田 吏加 イワタ リカ 芦屋大学 2

77 10 バスケットボール 成年男子 監督 長谷坂 健祐 ハセサカ ケンスケ 有限会社学友書房

78 10 バスケットボール 成年男子 選手 中村 大輔 ナカムラ ダイスケ 神戸市立王塚台中学校（教）

79 10 バスケットボール 成年男子 選手 廣山 雅尚 ヒロヤマ マサタカ 神戸医療福祉大学 3

80 10 バスケットボール 成年男子 選手 福原 弦 フクハラ ゲン 株式会社オンザコート

81 10 バスケットボール 成年男子 選手 中島 智紀 ナカジマ トモキ グローアップ

82 10 バスケットボール 成年男子 選手 高山 寛史 タカヤマ ヒロフミ 関西学院大学 4

83 10 バスケットボール 成年男子 選手 山本 真弥 ヤマモト シンヤ フルヤ工業株式会社

84 10 バスケットボール 成年男子 選手 コンゴロウ デイビット コンゴロウ デイビット 報徳学園高等学校 2

85 10 バスケットボール 成年男子 選手 保花 広樹 ボハナ ヒロキ 信和建設株式会社

86 10 バスケットボール 成年男子 選手 大町 尭舜 オオマチ アキト 近畿大学 2

87 10 バスケットボール 成年男子 選手 桝本 絢也 マスモト ジュンヤ 報徳学園高等学校（教）

88 10 バスケットボール 成年男子 選手 井上 敬翔 イノウエ ケイショウ 大阪経済大学 2

89 10 バスケットボール 成年男子 選手 中尾 良 ナカオ カズ 株式会社ヤマウチ JOYFIT

90 10 バスケットボール 少年男子 監督 吉本 為理 ヨシモト イリ 神戸市立科学技術高等学校（教）

91 10 バスケットボール 少年男子 選手 磯部 昴斗 イソベ スバル 甲南高等学校 2

92 10 バスケットボール 少年男子 選手 宮本 翔馬 ミヤモト ショウマ 神戸市立科学技術高等学校 1

93 10 バスケットボール 少年男子 選手 宮下 昂士 ミヤシタ コウシ 神戸市立科学技術高等学校 1

94 10 バスケットボール 少年男子 選手 富山 仁貴 トミヤマ トシキ 県立淡路三原高等学校 2

95 10 バスケットボール 少年男子 選手 喜多 海斗 キタ カイト 育英高等学校 1

96 10 バスケットボール 少年男子 選手 佐々木 陸斗 ササキ リクト 育英高等学校 1

97 10 バスケットボール 少年男子 選手 濱邊 真護 ハマベ シンゴ 尼崎市立尼崎高等学校 2

98 10 バスケットボール 少年男子 選手 長瀬 嵩斗 ナガセ シュウト 報徳学園高等学校 1

99 10 バスケットボール 少年男子 選手 村上 清哉 ムラカミ セイヤ 県立芦屋高等学校 1

100 10 バスケットボール 少年男子 選手 柳 陽葵 ヤナギ ハルキ 県立宝塚北高等学校 1

101 10 バスケットボール 少年男子 選手 溝上 恵大 ミゾカミ ケイタ 淡路市立北淡中学校 3

102 10 バスケットボール 少年男子 選手 中野 椋太 ナカノ リョウタ 報徳学園高等学校 1

103 11 レスリング 成年男子・女子 監督 浅井 功 アサイ イサオ 県立猪名川高等学校（教）

104 11 レスリング 成年男子 選手 フリースタイル57㎏級 加藤 優輝 カトウ ユウキ 関西大学 4

105 11 レスリング 成年男子 選手 フリースタイル65㎏級 鶴田 和平 ツルタ カズヒラ 山梨学院大学 4

106 11 レスリング 成年男子 選手 フリースタイル86㎏級 上村 孝高 ウエムラ ヨシタカ 山梨学院大学 4

107 11 レスリング 成年男子 選手 グレコローマンスタイル６７㎏級 永松 麗 ナガマツ レイ 徳山大学 1

108 11 レスリング 成年男子 選手 グレコローマンスタイル97㎏級 有薗 拓真 アリゾノ タクマ 総合警備保障

109 11 レスリング 成年男子 選手 グレコローマンスタイル77㎏級 樋口 徹心 ヒグチ テッシン 日本体育大学 1

110 11 レスリング 女子 選手 フリースタイル53㎏級 笠井 梨瑚 カサイ リコ 芦屋学園高等学校 3

111 11 レスリング 女子 選手 フリースタイル62㎏級 福井 紀夏 フクイ ノリカ 芦屋学園高等学校 3

112 11 レスリング 少年男子 監督 長和 徹 ナガワ トオル 県立神戸高塚高等学校（教）

113 11 レスリング 少年男子 選手 グレコローマンスタイル51㎏級 森田 将圭 モリタ ショウケイ 伊丹市立伊丹高等学校 2

114 11 レスリング 少年男子 選手 フリースタイル55㎏級 今村 兼彰 イマムラ ケンショウ 県立猪名川高等学校 3

115 11 レスリング 少年男子 選手 フリースタイル80㎏級 吉田 悠起 ヨシダ ユウキ 神戸市立六甲アイランド高等学校 2

116 11 レスリング 少年男子 選手 グレコローマンスタイル60㎏級 中道 蒼馬 ナカミチ ソウマ 県立神戸高塚高等学校 3

117 11 レスリング 少年男子 選手 フリースタイル65㎏級 山川 一富樹 ヤマカワ イブキ 神戸市立須磨翔風高等学校 2

118 11 レスリング 少年男子 選手 グレコローマンスタイル７１㎏級 堀北 一咲望 ホリキタ イサミ 県立西宮香風高等学校 2

119 11 レスリング 少年男子 選手 グレコローマンスタイル９２㎏級 多田 悠斗 タダ ユウト 神戸市立須磨翔風高等学校 3

120 12 セーリング 成年 監督 西尾 隆 ニシオ タカシ 伊丹市立神津小学校(教）

121 12 セーリング 成年男子 選手 470級 有岡 翼 アリオカ ツバサ 関西学院大学 4

122 12 セーリング 成年男子 選手 470級 楠瀬 和旺 クスノセ カズアキ ゆうこうマリン株式会社

123 12 セーリング 成年男子 選手 レーザー級 水田 隆文 ミズタ リュウモン 岡山大学 1

124 12 セーリング 成年男子 選手 国体ウィンドサーフィン級 稲垣 瑠晟 イナガキ リュウセイ 株式会社ティスメ

125 12 セーリング 成年女子 選手 セーリングスピリッツ級 中澤 暁子 ナカザワ アキコ 兵庫県セーリング連盟

126 12 セーリング 成年女子 選手 セーリングスピリッツ級 伊東 里菜 イトウ リナ 関西学院大学 3

127 12 セーリング 成年女子 選手 レーザーラジアル級 秋元 万結 アキモト マユ 甲南大学 2

128 12 セーリング 成年女子 選手 国体ウィンドサーフィン級 炭田 聖奈 スミタ セイナ 神戸大学 4

129 12 セーリング 少年 監督 戸嶋 博之 トシマ ヒロユキ 兵庫県セーリング連盟

130 12 セーリング 少年男子 選手 420級 森 皇翔 モリ コウト 清風高等学校 1

131 12 セーリング 少年男子 選手 420級 木下 優斗 キノシタ ユウト 清風中学校 3

132 12 セーリング 少年男子 選手 レーザーラジアル級 岩佐 直樹 イワサ ナオキ 清風高等学校 3

133 12 セーリング 少年女子 選手 420級 松本 紗依 マツモト サヨリ 県立芦屋高等学校 3

134 12 セーリング 少年女子 選手 420級 大森 朱峰 オオモリ アヤネ 県立芦屋高等学校 2

135 12 セーリング 少年女子 選手 レーザーラジアル級 森 美遥 モリ ミハル 伊丹市立東中学校 3
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136 13 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 全種別 監督 湊 信彦 ミナト ノブヒコ 県立尼崎工業高等学校（教）

137 13 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 選手 61ｋｇ級 前田 ジョン　レイ マエダ ジョン　レイ 日本大学 4

138 13 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 選手 67ｋｇ級 木村 勇喜 キムラ ユウキ 早稲田大学 3

139 13 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 選手 73ｋｇ級 原 亮太 ハラ リョウタ 県立舞子高等学校（教）

140 13 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 選手 96ｋｇ級 牧野 達樹 マキノ タツキ 日本大学 3

141 13 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 選手 -55ｋｇ級 木村 咲紀 キムラ サキ 県立明石南高等学校 3

142 13 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 選手 55ｋｇ級 山内 丈 ヤマウチ　 ジョウ 県立舞子高等学校 3

143 13 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 選手 61ｋｇ級 大西 裕也 オオニシ ユウヤ 県立尼崎工業高等学校 3

144 13 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 選手 89ｋｇ級 川上 直哉 カワカミ ナオヤ 県立尼崎工業高等学校 3

145 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 監督 高祖 加奈子 コウソ カナコ 神戸市立有瀬小学校（教）

146 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 舟久保 朱音 フナクボ アカネ 武庫川女子大学 2

147 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 大塚 麻由 オオツカ マユ 武庫川女子大学 4

148 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 横田 希歩 ヨコタ キホ 武庫川女子大学 2

149 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 辻 菜乃香 ツジ ナノカ 武庫川女子大学 3

150 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 三谷 楓佳 ミタニ フウカ 武庫川女子大学 1

151 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 竹垣 果奈 タケガキ カンナ 武庫川女子大学 2

152 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 桑原 満帆 クワハラ ミヅホ 武庫川女子大学 3

153 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 塩田 成未 シオタ ナルミ 武庫川女子大学 1

154 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 亀谷 実加 カメタニ ミカ 関西学院大学 2

155 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 伊藤 愛莉 イトウ アイリ 関西学院大学 2

156 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 鳥山 佳永 トリヤマ カエ 関西学院大学 3

157 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 成年女子 選手 遠藤 祐奈 エンドウ ユウナ 関西学院大学 2

158 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 監督 酒井　 芳浩 サカイ ヨシヒロ 県立長田高等学校（教）

159 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 選手 田井 麗美 タイ ウルミ 神戸星城高等学校 2

160 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 選手 髙橋 ひなた タカハシ ヒナタ 神戸星城高等学校 1

161 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 選手 石坪 彩瑛 イシツボ サエ 神戸星城高等学校 2

162 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 選手 船田 若菜 フナダ ワカナ 神戸星城高等学校 2

163 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 選手 吉田 妃那 ヨシダ ヒナ 神戸星城高等学校 2

164 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 選手 廣本 彩 ヒロモト アヤ 神戸星城高等学校 2

165 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 選手 小嶋 彩華 コジマ アヤカ 神戸星城高等学校 1

166 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 選手 加藤 鈴乃 カトウ スズノ 神戸星城高等学校 1

167 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 選手 中村 奏 ナカムラ カナデ 神戸星城高等学校 1

168 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 選手 森 朱音 モリ アカネ 神戸星城高等学校 3

169 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 選手 荒川 桜優 アラカワ ミヒロ 神戸星城高等学校 3

170 14 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 少年女子 選手 大西 葵 オオニシ アオイ 神戸星城高等学校 2

171 15 自転車 成年男子 監督 原田 吉彦 ハラダ ヨシヒコ 兵庫県自転車競技連盟

172 15 自転車 成年男子 選手 チームスプリント・スプリント 末廣 快理 スエヒロ カイリ 同志社大学 3

173 15 自転車 成年男子 選手 ４ｋｍチームパーシュート・スクラッチ・ロード 村上 翔馬 ムラカミ ショウマ 大阪産業大学 3

174 15 自転車 成年男子 選手 ４ｋｍチームパーシュート・ポイントレース 原田 伽似 ハラダ カイ 大阪産業大学 1

175 15 自転車 成年男子 選手 ４ｋｍチームパーシュート・１ｋｍタイムトライアル 掃本 康平 ホウキモト コウヘイ 姫路市消防局

176 15 自転車 成年男子 選手 チームスプリント・ケイリン 秋末 蓮 アキスエ レン 兵庫県自転車競技連盟

177 15 自転車 少年男子・女子 監督 佐々木 邦彦 ササキ クニヒコ 兵庫県自転車競技連盟

178 15 自転車 少年男子 選手 チームスプリント・ケイリン 林田 歩 ハヤシタ アユム 県立飾磨工業高等学校 3

179 15 自転車 少年男子 選手 ４ｋｍチームパーシュート・スクラッチ 小寺澤 克 コテラサワ カツミ 県立飾磨工業高等学校 3

180 15 自転車 少年男子 選手 ４ｋｍチームパーシュート・ポイントレース 原田 翔真 ハラダ ショウマ 県立神崎高等学校 2

181 15 自転車 少年男子 選手 チームスプリント・スプリント 宮本 幸輝 ミヤモト コウキ 県立神崎高等学校 2

182 15 自転車 女子 選手 チームスプリント・スクラッチ・ロード 伊藤 優以 イトウ ユイ 姫菱テクニカ（株）

183 15 自転車 女子 選手 チームスプリント・ケイリン 森角 春陽 モリズミ ハルヒ 県立神崎高等学校 2

184 16 ソフトテニス 成年男子 監督 井田 英嗣 イダ ヒデツグ 三友設備

185 16 ソフトテニス 成年男子 選手 宮下　 裕司 ミヤシタ　 ユウジ 県立三木東高等学校（教）

186 16 ソフトテニス 成年男子 選手 前田　 晃良 マエダ　 アキラ 川崎重工明石株式会社

187 16 ソフトテニス 成年男子 選手 赤坂 恵吾 アカサカ ケイゴ 神戸大学 2

188 16 ソフトテニス 成年男子 選手 小畑 竣吾 コバタ シュンゴ 関西外国語大学 2

189 16 ソフトテニス 成年男子 選手 田中 駿人 タナカ ハヤト 川崎重工明石株式会社

190 16 ソフトテニス 成年女子 監督 金治 義昭 カナジ ヨシアキ 兵庫県ソフトテニス連盟

191 16 ソフトテニス 成年女子 選手 志牟田 智美 シムタ トモミ 株式会社東芝　姫路工場

192 16 ソフトテニス 成年女子 選手 泉谷 朋香 イズタニ トモカ 株式会社東芝　姫路工場

193 16 ソフトテニス 成年女子 選手 大村 美喜 オオムラ ミキ 神戸松蔭女子学院大学 3

194 16 ソフトテニス 成年女子 選手 津本 く美 ツモト クミ 神戸松蔭女子学院大学 3

195 16 ソフトテニス 成年女子 選手 藤川　 花菜 フジカワ　 カナ 株式会社東芝　姫路工場

196 17 卓球 成年女子 監督 武内 昇 タケウチ ノボル 兵庫県卓球協会

197 17 卓球 成年女子 選手 鶴岡 菜月 ツルオカ ナツキ 神戸松蔭女子学院大学 1

198 17 卓球 成年女子 選手 村田 咲紀 ムラタ サキ 関西学院大学 1

199 17 卓球 成年女子 選手 鈴木 理彩 スズキ リサ 神戸松蔭女子学院大学 2

200 17 卓球 少年男子 監督 田中 雄仁 タナカ カツヒト 育英高等学校（職）

201 17 卓球 少年男子 選手 野田 颯太 ノダ ソウタ 育英高等学校 2

202 17 卓球 少年男子 選手 橋田 訓平 ハシダ クンペイ 滝川第二高等学校 3

203 17 卓球 少年男子 選手 篠原 明伸 シノハラ アキノブ 育英高等学校 2

204 17 卓球 少年女子 監督 西村 敏明 ニシムラ トシアキ 神戸市立六甲アイランド高校（教）

205 17 卓球 少年女子 選手 田村 美佳 タムラ ミカ 育英高等学校 3

206 17 卓球 少年女子 選手 福岡 乃愛 フクオカ ノア 三田学園高等学校 2

207 17 卓球 少年女子 選手 塩屋 杏美 シオヤ アミ 県立姫路商業高等学校 2
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208 18 軟式野球 成年男子 監督兼選手 川野 勝基 カワノ カツキ 日亜鋼業株式会社

209 18 軟式野球 成年男子 選手 木村 拓弥 キムラ タクミ 日亜鋼業株式会社

210 18 軟式野球 成年男子 選手 西山 佳祐 ニシヤマ ケイスケ 日亜鋼業株式会社

211 18 軟式野球 成年男子 選手 御牧 直史 ミマキ ナオフミ 日亜鋼業株式会社

212 18 軟式野球 成年男子 選手 杉森 真 スギモリ シン 新明和工業株式会社

213 18 軟式野球 成年男子 選手 安積 雅之 アヅミ マサユキ グロ－リ－プロダクツ株式会社

214 18 軟式野球 成年男子 選手 福永 凌也 フクナガ リョウヤ 日亜鋼業株式会社

215 18 軟式野球 成年男子 選手 小野 翼 オノ ツバサ 日亜鋼業株式会社

216 18 軟式野球 成年男子 選手 毛利 孝史 モウリ タカフミ グロ－リ－プロダクツ株式会社

217 18 軟式野球 成年男子 選手 大澤 幸士郎 オオサワ コウシロウ グロ－リ－株式会社

218 18 軟式野球 成年男子 選手 福本 拓也 フクモト タクヤ グロ－リ－株式会社

219 18 軟式野球 成年男子 選手 大中 勇輔 オオナカ ユウスケ 日亜鋼業株式会社

220 18 軟式野球 成年男子 選手 福居 蓮矢 フクイ レンヤ 日亜鋼業株式会社

221 18 軟式野球 成年男子 選手 佐藤 智康 サトウ トモヤス 日亜鋼業株式会社

222 18 軟式野球 成年男子 選手 内藤 滉平 ナイトウ コウヘイ グロ－リ－株式会社

223 18 軟式野球 成年男子 選手 藤本 哲寿 フジモト アキヒサ 日亜鋼業株式会社

224 19 相撲 成年男子 監督 真利 順一 マリ ジュンイチ 一般財団法人姫路市まちづくり振興機構

225 19 相撲 成年男子 選手 神﨑 大河 カンザキ タイガ 近畿大学 2

226 19 相撲 成年男子 選手 太治 良平 タジ リョウヘイ ワシノ機器株式会社

227 19 相撲 成年男子 選手 尾﨑 喜春 オザキ ヨシハル 県立農業高等学校（教）

228 19 相撲 少年男子 監督 小寺 貴之 コテラ タカユキ 報徳学園中学校・高等学校（教）

229 19 相撲 少年男子 選手 真辺 豪大 マナベ ゴウタ 報徳学園高等学校 3

230 19 相撲 少年男子 選手 森田 力輝亜 モリタ リキア 報徳学園高等学校 1

231 19 相撲 少年男子 選手 西原 貴翔 ニシハラ タカト 報徳学園高等学校 2

232 19 相撲 少年男子 選手 西原 貴瑛 ニシハラ キエイ 報徳学園高等学校 1

233 19 相撲 少年男子 選手 三宅 大 ミヤケ ヒロ 報徳学園高等学校 3

234 20 馬術 成年女子 監督兼選手 馬場馬術競技・自由演技馬場馬術競技 稗田 奈緒子 ヒエダ ナオコ リトルホースクラブ

235 20 馬術 成年男子 選手 ダービー競技・六段障害飛越 平井 友和 ヒライ トモカズ ドリームファーム

236 20 馬術 成年女子 選手 ダービー競技 竹内 日菜乃 タケウチ ヒナノ 兵庫医療大学 3

237 20 馬術 少年 選手 馬場馬術競技・自由演技馬場馬術競技 越後 りの エチゴ リノ 県立播磨農業高等学校 1

238 20 馬術 少年 選手 ダービー競技 光森 美絢 ミツモリ ミアヤ 松蔭高等学校 1

239 21 フェンシング 成年男子 監督兼選手 フルーレ・エペ 飛田 正俊 ヒダ マサトシ 株式会社神戸製鋼所

240 21 フェンシング 成年男子 選手 フルーレ・エペ 山本 翔磨 ヤマモト ショウマ 株式会社マルヤナギ小倉屋

241 21 フェンシング 成年男子 選手 フルーレ・エペ 福井 秀明 フクイ ヒデアキ 甲南大学 3

242 22 柔道 成年男子 監督 落合 幸治 オチアイ コウジ 日本製鉄株式会社

243 22 柔道 成年男子 選手 竹村 征也 タケムラ セイヤ 芦屋大学 1

244 22 柔道 成年男子 選手 牧野 壮一郎 マキノ ソウイチロウ 兵庫県警察

245 22 柔道 成年男子 選手 北浦 大基 キタウラ タイキ 兵庫県警察

246 22 柔道 成年男子 選手 小川 竜昂 オガワ リュウコウ 日本製鉄株式会社

247 22 柔道 成年男子 選手 田中 大貴 タナカ ヒロタカ 日本製鉄株式会社

248 22 柔道 女子 監督 松本 純一郎 マツモト ジュンイチロウ 夙川高等学校(教)

249 22 柔道 女子 選手 出口 華 デグチ ハナ 夙川高等学校 2

250 22 柔道 女子 選手 小西 彩菜 コニシ アヤナ 近畿大学 1

251 22 柔道 女子 選手 畑田 暁菜 ハタダ アキナ 夙川高等学校 2

252 22 柔道 女子 選手 桑形 萌花 クワガタ モカ 夙川高等学校 2

253 22 柔道 女子 選手 吉峰 芙母絵 ヨシミネ フモエ 近畿大学 1

254 22 柔道 少年男子 監督 長澤 伸昭 ナガサワ ノブアキ 神戸国際大学附属高等学校(教)

255 22 柔道 少年男子 選手 門田 康紀 カドタ コウキ 神戸国際大学附属高等学校 3

256 22 柔道 少年男子 選手 藤井 圭汰 フジイ ケイタ 神戸国際大学附属高等学校 3

257 22 柔道 少年男子 選手 騰川 雄一朗 トガワ ユウイチロウ 神戸国際大学附属高等学校 3

258 22 柔道 少年男子 選手 石山 陽太 イシヤマ ヒナタ 神戸国際大学附属高等学校 3

259 22 柔道 少年男子 選手 島 健輔 シマ ケンスケ 神戸国際大学附属高等学校 3

260 23 ソフトボール 成年男子 監督 吉田 智行 ヨシダ トモユキ 神戸学院大学（職）

261 23 ソフトボール 成年男子 選手 道本 健次 ミチモト ケンジ 明石市立二見中学校（教）

262 23 ソフトボール 成年男子 選手 坂本 涼 サカモト リョウ 野崎工業

263 23 ソフトボール 成年男子 選手 岩田 貴晶 イワタ タカアキ 株式会社仙台銘板

264 23 ソフトボール 成年男子 選手 中原 隼生 ナカハラ シュンキ 三菱電機ロジスティクス株式会社

265 23 ソフトボール 成年男子 選手 薮内 駿 ヤブウチ シュン ヨシカワ株式会社

266 23 ソフトボール 成年男子 選手 奥田 拓海 オクダ タクミ 神戸学院大学 3

267 23 ソフトボール 成年男子 選手 久田 莉也 ヒサタ レイヤ 神戸学院大学 3

268 23 ソフトボール 成年男子 選手 黒岩 陽斗 クロイワ ハルト 環太平洋大学 4

269 23 ソフトボール 成年男子 選手 丹野 太郎 タンノ タロウ 早稲田大学 4

270 23 ソフトボール 成年男子 選手 京谷 優吾 キョウタニ ユウゴ 日本体育大学 4

271 23 ソフトボール 成年男子 選手 田中 亨昂 タナカ ユキタカ 日本体育大学 4

272 23 ソフトボール 成年男子 選手 倉見 育瑠 クラミ スグル 日本体育大学 2

273 23 ソフトボール 成年女子 監督 岡村 昌子 オカムラ マサコ 塩野義製薬株式会社
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274 23 ソフトボール 成年女子 選手 竹林 綾香 タケバヤシ アヤカ 塩野義製薬株式会社

275 23 ソフトボール 成年女子 選手 池田 美樹 イケダ ミキ 塩野義製薬株式会社

276 23 ソフトボール 成年女子 選手 豊村 未来 トヨムラ ミク 塩野義製薬株式会社

277 23 ソフトボール 成年女子 選手 吉田 美姫 ヨシダ ミキ 塩野義製薬株式会社

278 23 ソフトボール 成年女子 選手 横野 聖奈 ヨコノ セイナ 塩野義製薬株式会社

279 23 ソフトボール 成年女子 選手 數原 顕子 スハラ アキコ 塩野義製薬株式会社

280 23 ソフトボール 成年女子 選手 児嶋 優 コジマ ユウ 塩野義製薬株式会社

281 23 ソフトボール 成年女子 選手 戸村 美紅 トムラ ミク 塩野義製薬株式会社

282 23 ソフトボール 成年女子 選手 神藤 美樹 シントウ ミキ 塩野義製薬株式会社

283 23 ソフトボール 成年女子 選手 谷本 奈々 タニモト ナナ 塩野義製薬株式会社

284 23 ソフトボール 成年女子 選手 千葉 咲実 チバ サキミ 塩野義製薬株式会社

285 23 ソフトボール 成年女子 選手 白石 望美 シライシ ノゾミ 園田学園女子大学 4

286 23 ソフトボール 成年女子 選手 三原 千空 ミハラ チソラ 園田学園女子大学 3

287 24 バドミントン 成年男子 監督 横田 英士 ヨコタ エイジ 大和製衡株式会社

288 24 バドミントン 成年男子 選手 戸内 佑亮 トウチ ユウスケ 関西学院大学 3

289 24 バドミントン 成年男子 選手 友金 利玖斗 トモカネ リクト 早稲田大学 2

290 24 バドミントン 成年男子 選手 河野 匠真 カワノ タクマ 日本体育大学 2

291 24 バドミントン 成年女子 監督 酒井 将之 サカイ マサユキ 三菱電機株式会社

292 24 バドミントン 成年女子 選手 田島 優乃華 タジマ ユノカ 三菱電機株式会社

293 24 バドミントン 成年女子 選手 金田 明香里 カネダ アカリ 三菱電機株式会社

294 24 バドミントン 成年女子 選手 南部 一伽 ナンブ イチカ 三菱電機株式会社

295 24 バドミントン 少年男子 監督 細川 泰大 ホソカワ ヤスヒロ 神戸村野工業高等学校（教）

296 24 バドミントン 少年男子 選手 河合 則隆 カワイ ノリタカ 神戸村野工業高等学校 3

297 24 バドミントン 少年男子 選手 永井 武蔵 ナガイ ムサシ 神戸村野工業高等学校 3

298 24 バドミントン 少年男子 選手 堀田 英斗 ホッタ エイト 神戸村野工業高等学校 3

299 24 バドミントン 少年女子 監督 野村 このみ ノムラ コノミ 県立高砂南高等学校（教）

300 24 バドミントン 少年女子 選手 去来川 琴葉 イサガワ コトハ 育英高等学校 3

301 24 バドミントン 少年女子 選手 藤本 未侑 フジモト ミユ 園田学園高等学校 3

302 24 バドミントン 少年女子 選手 岸野 瑠璃 キシノ ルリ 園田学園高等学校 3

303 25 弓道 全種別 監督 浅野 けさ子 アサノ ケサコ 兵庫県弓道連盟

304 25 弓道 成年女子 選手 近的・遠的 藤井 由涼菜 フジイ ユリナ 株式会社光洋

305 25 弓道 成年女子 選手 近的・遠的 中村 由季 ナカムラ ユキ 株式会社カンペ赤穂

306 25 弓道 成年女子 選手 近的・遠的 布施 蒼志 フセ ソウシ 株式会社ＣＳＣサービス

307 25 弓道 少年男子 選手 近的・遠的 青山 友哉 アオヤマ トモヤ 神戸市立神戸科学技術高等学校 3

308 25 弓道 少年男子 選手 近的・遠的 本田 光騎 ホンダ コウキ 三田学園高等学校 1

309 25 弓道 少年男子 選手 近的・遠的 芥川 武史 アクタガワ タケシ 甲南高等学校 2

310 26 ライフル射撃 全種別 監督 大塚 康秀 オオツカ ヤスヒデ 兵庫県ライフル射撃協会

311 26 ライフル射撃 成年男子 選手 FR3×40 園部 和貴 ソノベ カズキ 関西大学(職)

312 26 ライフル射撃 成年男子 選手 AR60/ARP60 足立 祐基 アダチ ユウキ 丹波市役所青垣支所

313 26 ライフル射撃 成年男子 選手 FR60PR/FR20K 伊倉 正敏 イクラ マサトシ 関西学院大学 4

314 26 ライフル射撃 成年男子 選手 CFP60/CFP30 岩田 泰輝 イワタ ヒロキ 兵庫県警察

315 26 ライフル射撃 成年女子 選手 AR60W/AR60PRW 森元 麻琴 モリモト マコト 甲南大学 3

316 26 ライフル射撃 少年男子 選手 AR60J 本邑 拓登 モトムラ タクト 神港学園高等学校 3

317 26 ライフル射撃 少年男子 選手 BP60J 柳井 陽 ヤナイ ヨウ 県立明石西高等学校 3

318 26 ライフル射撃 少年女子 選手 AR60JW 森川 実紅 モリカワ ミク 神戸海星女子学院高等学校 2

319 27 剣道 成年男子 監督兼選手 長納 憲二 ナガノ ケンジ 滝川第二中学校・高等学校（教）

320 27 剣道 成年男子 選手 前田 悟 マエダ サトル 兵庫県警察

321 27 剣道 成年男子 選手 菅野 隆行 スガノ タカユキ 兵庫県警察

322 27 剣道 成年男子 選手 網代 忠勝 アミシロ タダカツ 兵庫県警察

323 27 剣道 成年男子 選手 玉野 英俊 タマノ ヒデトシ 兵庫県警察

324 27 剣道 少年 監督 松浦 武士 マツウラ タケシ 県立加古川南高等学校（教）

325 27 剣道 少年男子 選手 大竹野　 学 オオタケノ　 ガク 育英高等学校 3

326 27 剣道 少年男子 選手 藤岡 晋也 フジオカ シンヤ 育英高等学校 3

327 27 剣道 少年男子 選手 山本 海斗 ヤマモト カイト 東洋大学附属姫路高等学校 3

328 27 剣道 少年男子 選手 三浦 真嗣 ミウラ シンジ 東洋大学附属姫路高等学校 3

329 27 剣道 少年男子 選手 阿部 泰悟 アベ タイゴ 育英高等学校 2

330 27 剣道 少年女子 選手 杉原 愛奈 スギハラ アイナ 甲子園学院高等学校 3

331 27 剣道 少年女子 選手 河田 采之 カワタ アヤノ 県立明石高等学校 3

332 27 剣道 少年女子 選手 深見 恵子 フカミ ケイコ 須磨学園高等学校 3

333 27 剣道 少年女子 選手 土井 櫻子 ドイ サクラコ 県立明石高等学校 2

334 27 剣道 少年女子 選手 鎌田 玲寧 カマタ レネ 須磨学園高等学校 3

335 28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 監督 大上 鉄平 オオウエ テッペイ 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ

336 28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 森 空弥 モリ コウヤ 立命館大学 4

337 28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 高倉 亮佑 タカクラ リョウユウ 県立星陵高校（教）

338 28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 中村 圭佑 ナカムラ ケイスケ 三菱電機株式会社

339 28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 岩崎 勇斗 イワサキ ユウト 三菱電機株式会社

340 28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 柴崎 亮 シバサキ リョウ 三菱電機株式会社

341 28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 安部 都兼 アベ ツカサ 株式会社CLO2　Lab

342 28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 三木 勇太 ミキ ユウタ 小西安株式会社

343 28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 石井 隆太 イシイ リュウタ NOK株式会社

344 28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 芦谷 勇帆 アシヤ ユウホ 株式会社神戸製鋼所

345 28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 成年男子 選手 大面 知也 オオツラ トモヤ 川西市役所
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346 29 スポーツクライミング 成年男子 監督 城市 延雄 ジョウイチ ノブオ 株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス

347 29 スポーツクライミング 成年男子 選手 リード、ボルダリング 白坂 翠 シラサカ ヒスイ 西部電機建設株式会社

348 29 スポーツクライミング 成年男子 選手 リード、ボルダリング 櫻井 優治 サクライ マサヨシ 三菱電機株式会社

349 29 スポーツクライミング 成年女子 監督 方山 文生 カタヤマ フミオ 兵庫県山岳連盟

350 29 スポーツクライミング 成年女子 選手 リード、ボルダリング 藤本 明日香 フジモト アスカ びわこ成蹊スポーツ大学 3

351 29 スポーツクライミング 成年女子 選手 リード、ボルダリング 森本 遥月 モリモト ハズキ 神戸学院大学 2

352 30 カヌー 全種別 監督 北村 庸子 キタムラ ヨウコ 兵庫県カヌー協会

353 30 カヌー 成年男子 選手 スラロームカヤックシングル 松原 啓 マツバラ ケイ サッポロビール株式会社

354 30 カヌー 成年女子 選手 スラロームカヤックシングル 網野 可菜 アミノ カナ 滋賀県立大学 3

355 31 アーチェリー 成年男子 監督 西留 清信 ニシドメ キヨノブ 大阪府池田市立ほそごう学園（教）

356 31 アーチェリー 成年男子 選手 田中 秀一 タナカ シュウイチ 日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社

357 31 アーチェリー 成年男子 選手 岡崎 恭輔 オカザキ キョウスケ 近畿大学 2

358 31 アーチェリー 成年男子 選手 中川 光造 ナカガワ コウゾウ 関西大学 2

359 31 アーチェリー 少年男子 選手 畑本 晃佑 ハタモト コウスケ 甲南高等学校 3

360 31 アーチェリー 少年男子 選手 岩佐 永寿 イワサ ヒサトシ 甲南高等学校 2

361 31 アーチェリー 少年男子 選手 秋山 拓夢 アキヤマ タクム 滝川高等学校 2

362 31 アーチェリー 少年女子 監督 吉井 久晴 ヨシイ ヒサハル 松蔭中学校・高等学校（教）

363 31 アーチェリー 少年女子 選手 上原 瑠果 ウエハラ ルカ 甲南女子高等学校 3

364 31 アーチェリー 少年女子 選手 松本 菜沙 マツモト ナズナ 甲南女子高等学校 3

365 31 アーチェリー 少年女子 選手 西尾 美来 ニシオ ミライ 須磨学園高等学校 2

366 32 空手道 全種別 監督 藤原 利夫 フジワラ トシオ 日本年金機構

367 32 空手道 成年男子 選手 組手軽量級 橋本 大夢 ハシモト ヒロム 天理大学 1

368 32 空手道 成年男子 選手 組手中量級 立花 彪貴 タチバナ ヒョウキ 近畿大学 3

369 32 空手道 成年男子 選手 組手重量級 安藤 大騎 アンドウ ダイキ 近畿大学 4

370 32 空手道 成年女子 選手 形 島子 文菜 シマコ アヤナ 芦屋大学 3

371 32 空手道 成年女子 選手 組手 峯山 ゆう ミネヤマ ユウ 天理大学 1

372 32 空手道 少年男子 選手 組手 田中 鼓汰朗 タナカ コタロウ 神戸市立科学技術高等学校 3

373 32 空手道 少年女子 選手 形 岡田 愛結 オカダ アユミ 東洋大学附属姫路高等学校 3

374 32 空手道 少年女子 選手 組手 髙木 美緑 タカギ ミドリ 夙川高等学校 3

375 33 クレー射撃 成年 監督兼選手 トラップ 本郷 彰裕 ホンゴウ アキヒロ 本郷小児科医院

376 33 クレー射撃 成年 選手 トラップ 乾 良成 イヌイ ヨシナリ 読売ゴルフ株式会社

377 33 クレー射撃 成年 選手 トラップ 鈴木 亨 スズキ トオル 株式会社PGSサポート

378 33 クレー射撃 成年 選手 スキート 佃 智裕 ツクダ トモヒロ 三田理化学工業株式会社開発センター

379 33 クレー射撃 成年 選手 スキート 藤本 勝彦 フジモト カツヒコ 藤本商店

380 33 クレー射撃 成年 選手 スキート 山本 尚吾 ヤマモト ショウゴ 大東建託パートナーズ株式会社

381 34 なぎなた 全種別 監督 井口 直子 イグチ ナオコ 神戸市なぎなた協会

382 34 なぎなた 成年女子 選手 演技・試合 大友 希美 オオトモ ノゾミ 県立出石特別支援学校・みかた校（教）

383 34 なぎなた 成年女子 選手 演技・試合 村上 こと乃 ムラカミ コトノ 関西大学 2

384 34 なぎなた 成年女子 選手 試合 浅沼 友貴 アサヌマ ユキ 近畿大学附属豊岡高等学校・中学校（教）

385 34 なぎなた 少年女子 選手 演技・試合 阿部 真優 アベ マユ 近畿大学附属豊岡高等学校 3

386 34 なぎなた 少年女子 選手 試合 飯田 美幸 イイダ ミユキ 園田学園高等学校 1

387 34 なぎなた 少年女子 選手 演技・試合 阿比留 紗月 アビル サツキ 伊丹市立伊丹高等学校 1

388 35 ボウリング 成年女子 監督 松下 秀雄 マツシタ ヒデオ (一社)兵庫県ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ連盟

389 35 ボウリング 成年女子 選手 個人戦・団体戦（2人、4人） 中上 佐代子 ナカウエ サヨコ (一社)兵庫県ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ連盟

390 35 ボウリング 成年女子 選手 個人戦・団体戦（2人、4人） 竹野 友梨子 タケノ ユリコ 慶応義塾大学大学院 1

391 35 ボウリング 成年女子 選手 個人戦・団体戦（2人、4人） 森 美樹 モリ ミキ 株式会社明石第一物産

392 35 ボウリング 成年女子 選手 個人戦・団体戦（2人、4人） 山田 みゆき ヤマダ ミユキ 公立豊岡病院組合立豊岡病院日高医療センター

393 35 ボウリング 少年男子 監督 戸田 征宏 トダ ユキヒロ (一社)兵庫県ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ連盟

394 35 ボウリング 少年男子 選手 個人戦・団体戦 西本 宗太 ニシモト ソウタ 県立尼崎西高等学校 3

395 35 ボウリング 少年男子 選手 個人戦・団体戦 小松 侑誠 コマツ ユウセイ 県立姫路別所高等学校 2

396 35 ボウリング 少年女子 監督 石橋 一陛 イシバシ カズノリ 西宮税務署

397 35 ボウリング 少年女子 選手 個人戦・団体戦 立花 沙貴 タチバナ サキ 県立宝塚東高等学校 2

398 35 ボウリング 少年女子 選手 個人戦・団体戦 知名 光 チナ ヒカル 関西学院中学部 3

399 36 ゴルフ 成年男子・女子 監督 角谷 真吾 カクタニ シンゴ 滝川第二高等学校（教）

400 36 ゴルフ 成年男子 選手 駒澤 賢一郎 コマザワ ケンイチロウ 甲南大学 4

401 36 ゴルフ 成年男子 選手 砂川 公佑 スナガワ コウスケ 大阪学院大学 3

402 36 ゴルフ 成年男子 選手 中澤 大樹 ナカザワ ダイキ 大阪学院大学 1

403 36 ゴルフ 女子 選手 梶谷 翼 カジタニ ツバサ 滝川第二高等学校 1

404 36 ゴルフ 女子 選手 橋本 美月 ハシモト ミヅキ 滝川第二高等学校 2

405 36 ゴルフ 女子 選手 山下 アミ ヤマシタ アミ 西宮市立上ヶ原中学校 3

406 36 ゴルフ 少年男子 監督 佐野 陽一 サノ ヨウイチ 有限会社佐野エステート

407 36 ゴルフ 少年男子 選手 釣浦 郁真 ツリウラ イクマ 甲南高等学校 3

408 36 ゴルフ 少年男子 選手 小野 貴之 オノ タカユキ 滝川第二高等学校 3

409 36 ゴルフ 少年男子 選手 森山 凌匡 モリヤマ リク ｸﾗｰｸ記念国際高等学校 2

410 37 トライアスロン 成年男子 監督 八尾 彰一 ヤオ ショウイチ チームブレイブ

411 37 トライアスロン 成年男子 選手 本多 晴飛 ホンダ ハ　ル　ヒ 日本体育大学 1

412 37 トライアスロン 成年男子 選手 前田 隼矢 マエダ シュンヤ 株式会社FROG ROCK

413 37 トライアスロン 成年女子 監督 本多 真理子 ホンダ マリコ コナミスポーツクラブ明石大久保

414 37 トライアスロン 成年女子 選手 三島 雅世 ミシマ マサヨ 株式会社電建

415 37 トライアスロン 成年女子 選手 安田 明日香 ヤスダ アスカ 明石市役所
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416 特1 高等学校野球 硬式 監督 狹間 善徳 ハザマ ヨシノリ 明石市立明石商業高等学校（教）

417 特1 高等学校野球 硬式 責任教師 浦井 佑介 ウライ ユウスケ 明石市立明石商業高等学校（教）

418 特1 高等学校野球 硬式 選手 中森 俊介 ナカモリ シュンスケ 明石市立明石商業高等学校 2

419 特1 高等学校野球 硬式 選手 水上 桂 ミズカミ ケイ 明石市立明石商業高等学校 3

420 特1 高等学校野球 硬式 選手 宮﨑 涼介 ミヤザキ リョウスケ 明石市立明石商業高等学校 3

421 特1 高等学校野球 硬式 選手 清水 良 シミズ リョウ 明石市立明石商業高等学校 3

422 特1 高等学校野球 硬式 選手 重宮 涼 シゲミヤ リョウ 明石市立明石商業高等学校 3

423 特1 高等学校野球 硬式 選手 河野 光輝 コウノ ミツキ 明石市立明石商業高等学校 3

424 特1 高等学校野球 硬式 選手 窪田 康太 クボタ コウタ 明石市立明石商業高等学校 3

425 特1 高等学校野球 硬式 選手 来田 涼斗 キタ リョウト 明石市立明石商業高等学校 2

426 特1 高等学校野球 硬式 選手 安藤 碧 アンドウ アオイ 明石市立明石商業高等学校 3

427 特1 高等学校野球 硬式 選手 杉戸 理斗 スギト リト 明石市立明石商業高等学校 3

428 特1 高等学校野球 硬式 選手 溝尾 海陸 ミゾオ カイリ 明石市立明石商業高等学校 3

429 特1 高等学校野球 硬式 選手 宮口 大輝 ミヤグチ ヒロキ 明石市立明石商業高等学校 3

430 特1 高等学校野球 硬式 選手 岡田 光 オカダ ヒカル 明石市立明石商業高等学校 3

431 特1 高等学校野球 硬式 選手 百々 亜佐斗 ドド アサト 明石市立明石商業高等学校 3

432 特1 高等学校野球 硬式 選手 横山 虎太郎 ヨコヤマ コタロウ 明石市立明石商業高等学校 3

433 特1 高等学校野球 硬式 選手 宮下 匡雅 ミヤシタ オウガ 明石市立明石商業高等学校 3

434 特1 高等学校野球 軟式 監督 佐藤 優樹 サトウ ユウキ 神戸村野工業高等学校（教）

435 特1 高等学校野球 軟式 責任教師 片牧 勇二 カタマキ ユウジ 神戸村野工業高等学校（教）

436 特1 高等学校野球 軟式 選手 長澤 旺 ナガサワ ライト 神戸村野工業高等学校 3

437 特1 高等学校野球 軟式 選手 古澤 翔星 フルサワ ショウセイ 神戸村野工業高等学校 3

438 特1 高等学校野球 軟式 選手 寺岡 佑真 テラオカ ユウマ 神戸村野工業高等学校 3

439 特1 高等学校野球 軟式 選手 荒井 颯真 アライ ソウマ 神戸村野工業高等学校 3

440 特1 高等学校野球 軟式 選手 高島 幸樹 タカシマ コウキ 神戸村野工業高等学校 3

441 特1 高等学校野球 軟式 選手 木下 愛球 キノシタ アイキ 神戸村野工業高等学校 2

442 特1 高等学校野球 軟式 選手 田中 充才 タナカ ジュウザ 神戸村野工業高等学校 2

443 特1 高等学校野球 軟式 選手 三木 紫隆 ミキ シリュウ 神戸村野工業高等学校 3

444 特1 高等学校野球 軟式 選手 三上 領太 ミカミ リョウタ 神戸村野工業高等学校 3

445 特1 高等学校野球 軟式 選手 太田 拓 オオタ タク 神戸村野工業高等学校 3

446 特1 高等学校野球 軟式 選手 辻原 昴輝 ツジハラ コウキ 神戸村野工業高等学校 3

447 特1 高等学校野球 軟式 選手 苗倉 悠真 ナエクラ ユウマ 神戸村野工業高等学校 3

448 特1 高等学校野球 軟式 選手 麻野 尊稔 アサノ タカトシ 神戸村野工業高等学校 3

449 特1 高等学校野球 軟式 選手 市来 颯汰 イチキ ソウタ 神戸村野工業高等学校 2



第 74 回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」（本大会）記者発表資料  ※参考写真 
 
【陸上競技】 

                        

那須
な す

 眞
ま

由
ゆ

  RUN JOURNEY 

 

 

執行
しぎょう

 大地
だ い ち

 尼崎市立尼崎高等学校 3年 

  

【サッカー競技】 

原
はら

 優
ゆう

香
か

  姫路獨協大学 3年 

    

 

 

渡邊
わたなべ

 那奈
な な

 日ノ本学園高等学校 3 年 

 

      

 

【ウエイトリフティング競技】 

大西
おおにし

 裕也
ゆ う や

 県立尼崎工業高等学校 3年 

       

 

川上
かわかみ

 直
なお

哉
や

 県立尼崎工業高等学校 3年 

      

 

【ソフトテニス競技】 

志
し

牟田
む た

 智美
と も み

 株式会社東芝 姫路工場 

   

 

 

泉谷
いずたに

 朋
とも

香
か

 株式会社東芝 姫路工場 

   

 

 



【ソフトボール競技】 

數
す

原
はら

 顕子
あ き こ

  塩野義製薬株式会社 

      

【ラグビーフットボール競技】 

芦谷
あ し や

 裕
ゆう

帆
ほ

  神戸製鋼株式会社 

   

 

【アーチェリー競技】 

上原
うえはら

 瑠果
る か

 甲南女子高等学校 

  

 

【ゴルフ競技】 

梶谷
かじたに

 翼
つばさ

  滝川第二高等学校１年 

      


