
No 氏名 ふりがな 年齢 競技名 所属 大会名 種目・種別等 記録

1 泉谷　駿介 いずみや　しゅんすけ 21 陸上競技 順天堂大学４年
第105回日本陸上競技選手権大会
兼東京2020オリンピック競技大会
日本代表選手選考競技会

男子110mＨ 13秒06

2 山下　祐樹 やました　ゆうき 26 陸上競技 Break Parking
第105回日本陸上競技選手権大会
兼東京2021オリンピック競技大会
日本代表選手選考競技会

男子三段跳 16m12

JAPAN SWIM 2020 第96回日本選手権水
泳競技大会競泳競技

100m平泳ぎ 59秒59

200m平泳ぎ ２分06秒74

100m平泳ぎ 59秒67

200m平泳ぎ ２分06秒40

100m平泳ぎ 59秒30

200m平泳ぎ ２分08秒32

100m平泳ぎ 59秒76

JAPAN SWIM 2020 第96回日本選手権水
泳競技大会競泳競技

200mバタフライ １分56秒36

ジャパンオープン2020（50m） 200mバタフライ １分55秒32

JAPAN SWIM 2021 第97回日本選手権水
泳競技大会競泳競技

200mバタフライ １分54秒88

ジャパンオープン2021（50m） 200mバタフライ １分54秒59

1500m自由形 16分16秒27

800m自由形 ８分27秒08

400m自由形 ４分07秒24

日本大学３年
JAPAN SWIM 2021 第97回日本選手権水
泳競技大会競泳競技

400m自由形 ４分06秒34

6 田渕　海斗 たぶち　かいと 19 水泳（競泳） 明治大学１年 ジャパンオープン2021（50m） 800m自由形 ７分58秒19

第74回全日本体操種目別選手権大会 種目別　跳馬 15.133

第75回全日本体操種目別選手権大会 種目別　跳馬 15.150

第75回全日本体操個人総合選手権大会 女子個人総合 112.564

種目別　跳馬 14.583

種目別　平均台 13.900

第60回ＮＨＫ杯体操 女子個人総合 168.030

9 石上　夢乃 いしがみ　ゆの 21 自転車競技 鹿屋体育大学４年
第24回全日本選手権個人タイム・トラ
イアル・ロード・レース大会

女子U23 個人タイム・
トライアル・ロード・
レース

40分34秒51

10 井上　智裕 いのうえ　ともひろ 34 レスリング FUJIOH
明治杯令和３年度全日本選抜レスリン
グ選手権大会

男子グレコローマン
スタイル72kg級

―

JAPAN SWIM 2021 第97回日本選手権水
泳競技大会競泳競技

ジャパンオープン2021（50m）

4

8 村上　茉愛 むらかみ　まい

（１）全日本選手権大会等

25 体操競技

3

　令和３年度神奈川県スポーツ優秀選手表彰 受賞者・受賞団体一覧

 年齢は令和３年11月30日現在１　全国大会優勝（個人）１０６人　

7 米倉　英信 よねくら　ひでのぶ 24 体操競技 徳洲会体操クラブ

佐藤　翔馬 さとう　しょうま 21 水泳（競泳）

慶応義塾大学３年

慶応義塾大学２年※

ジャパンオープン2020（50m）

日本大学１年※

ジャパンオープン2020（50m）

第75回全日本体操種目別選手権大会

本多　灯 ほんだ　ともる 19 水泳（競泳）

日本大学２年

小堀　倭加 こぼり　わか 21 水泳（競泳）

日本大学２年※

5

日体クラブ

資料２
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11 重弘　喜一 しげひろ　きいち 23
スケート
（ショートト
ラック）

神奈川大学４年
第43回全日本ショートトラックスピー
ドスケート選手権大会

男子500m 41秒947

12 齋藤　駿 さいとう　しゅん 22
スケート
（ショートト
ラック）

神奈川大学３年※
第７回ジャパントロフィーショート
トラックスピードスケート選手権大会

男子1500m ２分22秒185

13 石橋　咲織 いしばし　さおり 22 空手道 帝京大学４年 第65回全日本学生空手道選手権大会 女子個人形 ―

14 鈴木　一歩 すずき　いっぽ 17 サーフィン 湘南藤沢 第55回全日本サーフィン選手権大会 ジュニアクラス ―

15 清永　亜希子 きよなが　あきこ 45 サーフィン 湘南茅ケ崎 第55回全日本サーフィン選手権大会
ショートボードシニ
アウィメンクラス

―

16 久保　博崇 くぼ　ひろたか 46 サーフィン 湘南茅ケ崎 第55回全日本サーフィン選手権大会
ロングボードマス
タークラス

―

17 田原　ありい たはら　ありい 29 サーフィン 湘南西 第55回全日本サーフィン選手権大会
ロングボードウィメ
ンクラス

―

18 我孫子　咲良 あびこ　さら 17 サーフィン 湘南西 第55回全日本サーフィン選手権大会
ボディボードウィメ
ンクラス

―

19 田村　隆之 たむら　たかゆき 49 サーフィン 湘南藤沢 第55回全日本サーフィン選手権大会 支部長クラス ―

20 小曽根　亮 こそね　りょう 38 陸上競技 葉山町役場 WPA公認2021ジャパンパラ陸上競技大会 やり投げ 22m81

21 新保　大和 しんぼ　やまと 21 陸上競技 日本体育大学３年 WPA公認2021ジャパンパラ陸上競技大会 円盤投げ 47m64

100m 13秒01

200m 26秒86

400m 58秒45

23 山手　勇一 やまて　ゆういち 22 陸上競技 日本体育大学大学院 WPA公認2021ジャパンパラ陸上競技大会 やり投げ 30m19

100m 19秒64

走幅跳 3m42

100mバタフライ 1分12秒26

200mバタフライ 2分37秒84

26 芹澤　美希香 せりざわ　みきか 21 水泳 宮前ドルフィン
第24回日本知的障害者選手権水泳競技
大会

50m背泳ぎ 33秒42

27 出口　舞 でぐち　まい 24 水泳 宮前ドルフィン
第24回日本知的障害者選手権水泳競技
大会

100m平泳ぎ 1分28秒64

28 林田　泰河 はやしだ　たいが 32 水泳 宮前ドルフィン
第24回日本知的障害者選手権水泳競技
大会

200m平泳ぎ 2分33秒47

50mバタフライ 32秒31

200m平泳ぎ 3分01秒92

WPS公認2021ジャパンパラ水泳競技大会 100m背泳ぎ 1分20秒41

WPS公認第37回日本パラ水泳選手権大会 50m自由形 32秒66

50m背泳ぎ 37秒15

100m背泳ぎ 1分25秒96

WPS公認2021ジャパンパラ水泳競技大会 50mバタフライ 36秒91

WPS公認第38回日本パラ水泳選手権大会 50mバタフライ 36秒85

辻　沙絵

WPS公認第38回日本パラ水泳選手権大会

風間　健太郎 かざま　けんたろう 24 水泳
株式会社ファンコ
ミュニケーションズ31

30 35

24

江島　大佑 えじま　だいすけ

木下　萌実 きのした　もえみ 23 水泳 宮前ドルフィン25

渡邉　麗美 わたなべ　れみ 28 水泳
NECグリーンスイミ
ングクラブ溝の口29

水泳
株式会社シグマクシ
ス

第24回日本知的障害者選手権水泳競技
大会

第24回日本知的障害者選手権水泳競技
大会

つじ　さえ 27 陸上競技 日本体育大学職員 WPA公認2021ジャパンパラ陸上競技大会22

湯口　英理菜 ゆぐち　えりな 21 陸上競技 日本体育大学３年 WPA公認2021ジャパンパラ陸上競技大会
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日本体育大学４年 WPS公認2021ジャパンパラ水泳競技大会 100m背泳ぎ 1分10秒05

100m自由形 1分03秒29

100m背泳ぎ 1分11秒14

100m自由形 1分03秒76

100m背泳ぎ 1分12秒13

33 田中　映伍 たなか　えいご 17 水泳 WPS公認第37回日本パラ水泳選手権大会 200m個人メドレー 3分50秒08

100m自由形 58秒56

400m自由形 4分37秒27

100m自由形 59秒73

400m自由形 4分41秒10

50m自由形 40秒49

50m背泳ぎ 48秒88

50m自由形 42秒62

50m背泳ぎ 50秒04

東海大学４年 WPS公認2021ジャパンパラ水泳競技大会 50mバタフライ 37秒93

東海大学３年※ WPS公認第37回日本パラ水泳選手権大会 50mバタフライ 37秒24

50m自由形 37秒10

50mバタフライ 36秒21

50m背泳ぎ 40秒55

50m自由形 36秒41

50mバタフライ 35秒78

50m自由形 36秒86

100m自由形 1分27秒73

50mバタフライ 36秒69

50m自由形 35秒96

50mバタフライ 35秒37

富田　宇宙 とみた　うちゅう 32

32

34

くぼた　こうた 21

16 水泳 宮前ドルフィン37

36

WPS公認2021ジャパンパラ水泳競技大会

WPS公認第37回日本パラ水泳選手権大会

WPS公認第38回日本パラ水泳選手権大会

日向　楓 ひなた　かえで

横浜サクラスイミン
グ

WPS公認2021ジャパンパラ水泳競技大会

WPS公認第37回日本パラ水泳選手権大会

浜本　純矢 はまもと　じゅんや 21 水泳

東海大学４年 WPS公認第38回日本パラ水泳選手権大会

水泳 日本体育大学大学院

WPS公認2021ジャパンパラ水泳競技大会

WPS公認第37回日本パラ水泳選手権大会

水泳

35 51 水泳成田　真由美 なりた　まゆみ

日本体育大学３年※ WPS公認第37回日本パラ水泳選手権大会

日本体育大学４年 WPS公認第38回日本パラ水泳選手権大会

窪田　幸太
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50m自由形 26秒28

100m自由形 58秒77

100m平泳ぎ 1分17秒43

50m自由形 26秒70

100m自由形 59秒17

100m平泳ぎ 1分19秒70

50m平泳ぎ 36秒88

100m平泳ぎ 1分19秒22

39 今井　大湧 いまい　たいよう 23
バドミント
ン

ダイハツ工業株式会
社

第６回DAIHATSU日本障がい者バドミン
トン選手権大会

男子シングルス
(クラスSU5 +)

―

40 阿渡　健太 あわたり　けんた 35 テコンドー
日揮ホールディング
ス株式会社

第14回全日本テコンドー選手権大会
パラ・キョルギの部
男子-61kg級

―

41 市川　満典 いちかわ　みつのり 47
パワーリフ
ティング

株式会社コロンビア
スポーツウェアジャ
パン

第21回全日本パラ・パワーリフティン
グ国際招待選手権大会

男子54kg級 135kg

42 森脇　敏夫 もりわき　としお 53 射撃 株式会社ぎょうせい
第34回全日本障害者ライフル射撃競技
選手権大会

AP60M-SH1 543点

38

WPS公認2021ジャパンパラ水泳競技大会

WPS公認第37回日本パラ水泳選手権大会

WPS公認第38回日本パラ水泳選手権大会

山田　拓朗 やまだ　たくろう 30 水泳 株式会社NTTドコモ

※は大会開催時の所属（学年）
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No 氏名 ふりがな 年齢 競技名 所属 大会名 種目・種別等 記録

※
1

泉谷　駿介 いずみや　しゅんすけ 21 陸上競技 順天堂大学４年
天皇賜盃　第90回日本学生陸上競技
対校選手権大会

男子110mＨ 13秒29

2 吉村　玲美 よしむら　れいみ 21 陸上競技 大東文化大学３年
天皇賜盃　第90回日本学生陸上競技
対校選手権大会

女子3000ｍSC ９分41秒43

3 髙島　咲季　 たかしま　さき 19 陸上競技 青山学院大学２年
天皇賜盃　第90回日本学生陸上競技
対校選手権大会

女子400m 55秒46

4 飯澤　千翔 いいざわ　かずと 20 陸上競技 東海大学３年
天皇賜盃　第90回日本学生陸上競技
対校選手権大会

男子800m １分50秒47

5 三浦　励央奈 みうら　れおな 21 陸上競技 早稲田大学３年
天皇賜盃　第90回日本学生陸上競技
対校選手権大会

男子４×100mR
（第1走者）

39秒15

6 石川　優　 いしかわ　ゆう 19 陸上競技 青山学院大学１年
2021日本学生陸上競技個人選手権大
会

女子100m 11秒58

7 鎌田　航生 かまた　こうき 22 陸上競技 法政大学４年
第24回日本学生ハーフマラソン選手
権大会

男子ハーフマラソン １時間３分00秒

8 オト　恵美里 おと　えみり 20 バレーボール 産業能率大学３年
ビーチバレーボール・ジャパンカレッジ2021
第33回全日本ビーチバレーボール大学男女選手権
大会

ビーチバレーボール ―

9 山田　紗也香 やまだ　さやか 22 バレーボール 産業能率大学４年
ビーチバレーボール・ジャパンカレッジ2021
第33回全日本ビーチバレーボール大学男女選手権
大会

ビーチバレーボール ―

男子シングルス ―

男子ダブルス ―

11 羽澤　慎治 はざわ　しんじ 22 テニス 慶応義塾大学４年
2021年全日本学生テニス選手権大会
男子89回/女子65回

男子ダブルス ―

12 平田　歩 ひらた　あゆみ 22 テニス 慶応義塾大学４年
2021年全日本学生テニス選手権大会
男子89回/女子65回

女子シングルス ―

13 川根　正大 かわね　まさひろ 22 水泳（競泳） 中央大学４年 第97回日本学生選手権水泳競技大会 50m自由形 22秒25

※
14

田渕　海斗 たぶち　かいと 19 水泳（競泳） 明治大学１年 第97回日本学生選手権水泳競技大会 400m個人メドレー ４分11秒80

15 土井　陵輔 どい　りょうすけ 19 体操競技 日本体育大学２年 第75回全日本学生体操競技選手権大会 男子種目別　ゆか 14.700

16 笠岡　義之 かさおか　よしゆき 21 体操競技 日本体育大学３年 第75回全日本学生体操競技選手権大会 男子種目別　つり輪 14.500

17 杉本　海誉斗 すぎもと　かいと 21 体操競技 日本体育大学４年 第75回全日本学生体操競技選手権大会 男子種目別　平行棒 15.100

女子個人総合 53.965

女子種目別　跳馬 14.600

女子種目別　平均台 13.533

女子種目別　ゆか 13.166

19 小林　朔太郎 こばやし　さくたろう 21 スキー 慶応義塾大学２年※ 全日本大学スキー大会
ノルディックコンバ
インド

ジャンプ125.2
クロスカントリー

27分2秒3

第61回全日本学生選手権トラック自転
車競技大会

女子マディソン ―

文部科学大臣杯第76回全日本大学対抗
選手権自転車競技大会

女子ロードレース ―

女子ポイントレース ―

３kmインディヴィ
デュアル・パシュー
ト

３分51秒508

第23回全日本学生選手権クリテリウム
大会

女子クリテリウム ―

第36回全日本学生選手権個人ロード
レース大会

女子個人ロードレー
ス

３時間６分39秒

22 大橋　真慧 おおはし　まさと 20 自転車競技 中央大学２年
文部科学大臣杯第76回全日本大学対抗
選手権自転車競技大会

男子チームスプリン
ト

１分00秒292

※
20

石上　夢乃 いしがみ　ゆの 21 自転車競技

さかぐち　あやか 19 体操競技

慶応義塾大学２年

21 渡部　春雅

18 坂口　彩夏 第75回全日本学生体操競技選手権大会

第61回全日本学生選手権トラック自転
車競技大会

わたべ　かすが 18 自転車競技 明治大学１年

藤原　智也 ふじわら　ともや 20 テニス

鹿屋体育大学４年

日本体育大学１年

2021年全日本学生テニス選手権大会
男子89回/女子65回

(２)全日本学生選手権大会等

10
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23 五十嵐　洸太 いがらし　こうた 19 自転車競技 中央大学２年
第59回全日本学生選手権チームロード
タイムトライアル大会

チームロードタイム
トライアル

１時間16分19秒97

24 奈須川　良太 なすかわ　りょうた 22 レスリング 神奈川大学４年
令和３年度全日本学生レスリング選手
権大会

男子グレコローマン
スタイル87kg級

―

25 新倉　すみれ にいくら　すみれ 18 レスリング 神奈川大学１年
令和３年度全日本学生レスリング選手
権大会

女子フリースタイル
72kg級

―

※
26

齋藤　駿 さいとう　しゅん 22
スケート
（ショートト
ラック）

神奈川大学４年
第94回日本学生氷上競技選手権大会ショートト
ラックスピードスケート競技 男子1000m １分37秒027

※は大会開催時の所属（学年）※は前掲
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(3)全国高等学校総合体育大会等

No 氏名 ふりがな 年齢 競技名 所属 大会名 種目・種別等 記録

令和３年度全国高等学校総合体育大会テニ
ス競技大会
第78回全国高等学校対抗テニス大会
第111回全国高等学校テニス選手権大会

男子ダブルス ―

DUNLOP全日本ジュニアテニス選手権
'21supported by NISSHINBO

男子18歳以下
ダブルス

―

2 有本　響 ありもと　ひびき 18 テニス
慶応義塾高等学校
３年

令和３年度全国高等学校総合体育大会テニ
ス競技大会
第78回全国高等学校対抗テニス大会
第111回全国高等学校テニス選手権大会

男子ダブルス ―

3 内島　舞子 うちじま　まいこ 18 テニス
白鵬女子高等学校
３年

令和３年度全国高等学校総合体育大会テニ
ス競技大会
第78回全国高等学校対抗テニス大会
第111回全国高等学校テニス選手権大会

女子ダブルス ―

4 西　飛奈 にし　ひな 18 テニス
白鵬女子高等学校
３年

令和３年度全国高等学校総合体育大会テニ
ス競技大会
第78回全国高等学校対抗テニス大会
第111回全国高等学校テニス選手権大会

女子ダブルス ―

湘南工科大学附属
高等学校２年※

第43回全国選抜高校テニス大会
男子個人戦
シングルス

―

男子18歳以下
シングルス

―

男子18歳以下
ダブルス

―

6 松岡　隼 まつおか　はやと 16 テニス
光明学園相模原高等
学校２年

DUNLOP全日本ジュニアテニス選手権
'21supported by NISSHINBO

男子16歳以下
シングルス

―

7 三城　貴雅 みしろ　たかまさ 16 テニス
相生学院高等学校
１年

DUNLOP全日本ジュニアテニス選手権
'21supported by NISSHINBO

男子16歳以下
ダブルス

―

8 坂本　健英 さかもと　たけひで 16 テニス
湘南工科大学附属
高等学校１年

DUNLOP全日本ジュニアテニス選手権
'21supported by NISSHINBO

男子16歳以下
ダブルス

―

400m個人メドレー ４分15秒62

200m個人メドレー １分59秒81

400m個人メドレー ４分19秒31

200m個人メドレー ２分01秒78

10 髙橋　陽向 たかはし　ひなた 16 水泳（競泳）
日本大学藤沢高等学
校１年

第44回全国JOCジュニアオリンピック
カップ夏季水泳競技大会

100m平泳ぎ １分08秒29

11 三井　愛梨 みつい　あいり 17 水泳（競泳）
桐蔭学園高等学校
２年

第44回全国JOCジュニアオリンピック
カップ夏季水泳競技大会

200mバタフライ ２分10秒06

男子大回転 １分35.70秒

男子回転 １分36.51秒

男子総合 200点

13 長藤　伶奈 ながふじ　れいな 18
ウエイトリ
フティング

日本大学藤沢高等
学校２年※

令和２年度 第36回全国高等学校ウエイ
トリフティング競技選抜大会

女子76kg級

スナッチ77kg、
　クリーン＆ジャー

ク93kg
トータル170kg

日本大学藤沢高等
学校２年※

令和２年度 第36回全国高等学校ウエイ
トリフティング競技選抜大会

女子55kg級

スナッチ74kg、
　クリーン＆ジャー

ク96kg
トータル170kg

日本大学藤沢高等
学校３年

令和３年度全国高等学校総合体育大会ウエ
イトリフティング競技大会
高松宮賜旗 第68回全国高等学校
ウエイトリフティング競技選手権大会
第23回高等学校女子ウエイトリフティング
競技選手権大会

女子55kg級

スナッチ76kg
クリーン＆ジャーク

100kg
トータル176kg

12 鈴木　一生 すずき　いっせい 19 スキー
慶応義塾高等学校
２年 ※

14 佐藤　友咲 さとう　ゆうさ

第33回全国高等学校選抜スキー大会

DUNLOP全日本ジュニアテニス選手権
'21supported by NISSHINBO

1

小方　颯 おがた　そう 18 水泳（競泳）
日本大学高等学校
３年

5 田中　佑 たなか　ゆう
湘南工科大学附属
高等学校３年

菅谷　優作 すがや　ゆうさく 18 テニス
慶応義塾高等学校
３年

17
ウエイトリ
フティング

令和３年度全国高等学校総合体育大会水泳
競技大会
第89回日本高等学校選手権水泳競技大会

第44回全国JOCジュニアオリンピック
カップ夏季水泳競技大会

18 テニス

9
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令和３年度全国高等学校総合体育大会
第70回全国高等学校柔道大会

女子57kg級 ―

第43回全国高等学校柔道選手権大会 女子57kg級 ―

16 服部　辰成 はっとり　しんせい 17 柔道
東海大学付属相模
高等学校２年

令和３年度全国高等学校総合体育大会
第70回全国高等学校柔道大会

男子66kg級 ―

17 木原　慧登 きはら　けいと 16 柔道
東海大学付属相模
高等学校１年

令和３年度全国高等学校総合体育大会
第70回全国高等学校柔道大会

男子73kg級 ―

18 鍵山　優真 かぎやま　ゆうま 18
スケート(フィ
ギュア）

星槎国際高等学校横
浜２年※

令和２年度全国高等学校総合体育大会
第70回全国高等学校スケート競技選手
権大会

フィギュアスケート
男子

262.07

19 越田　泰羽 こしだ　やすは 18 ゴルフ
湘南学院高等学校
３年

2021年度（第26回）日本ジュニアゴル
フ選手権競技

女子15歳～17歳の部
209ストローク

（－7）

No 氏名 ふりがな 年齢 競技名 所属 大会名 種目・種別等 記録

1 安藤　雄哉 あんどう　ゆうや 14 テニス 明徳学園相洋中学校
2021 DUNLOP CUP 全国選抜
ジュニアテニス選手権大会

男子14歳以下
シングルス

―

2 張本　美和 はりもと　みわ 13 卓球
川崎市立
川中島中学校１年

令和３年度全国中学校体育大会
第52回全国中学校卓球大会

女子個人戦 ―

3 松島　輝空 まつしま　そら 14 卓球 星槎中学校２年
令和３年度全国中学校体育大会
第52回全国中学校卓球大会

男子個人戦 ―

200m背泳ぎ ２分14秒40

100m背泳ぎ １分02秒49

200m背泳ぎ ２分13秒27

100m背泳ぎ １分02秒12

第61回全国中学校水泳競技大会 200m個人メドレー ２分03秒33

第44回全国JOCジュニアオリンピック
カップ夏季水泳競技大会

200m平泳ぎ ２分14秒07

6 𠮷田　大起 よしだ　だいき 15 水泳（競泳）
綾瀬市立
城山中学校３年

第61回全国中学校水泳競技大会 50m自由形 23秒89

第61回全国中学校水泳競技大会 100m平泳ぎ １分10秒44

第44回全国JOCジュニアオリンピック
カップ夏季水泳競技大会

200m平泳ぎ ２分29秒90

8 添田　重樹 そえだ　しげき 15 水泳（競泳）
逗子開成中学校
３年

第44回全国JOCジュニアオリンピック
カップ夏季水泳競技大会

100m背泳ぎ 58秒75

9 戸津川　莉央 とつかわ　りお 15 水泳（競泳）
横浜市立
川和中学校３年

第44回全国JOCジュニアオリンピック
カップ夏季水泳競技大会

200m個人メドレー ２分15秒96

女子個人総合 55.850

女子種目別　ゆか 14.350

2021全日本ジュニア体操競技選手権大
会

種目別　平均台 13.833

11 權藤　ほの ごんどう　ほの 15 体操競技
横浜市立
丸山台中学校３年

令和３年度全国中学校体育大会
第52回全国中学校体操競技選手権大会

女子種目別　跳馬 14.800

12 三ツ石　恵翔 みついし　けいしょう 13 柔道
東海大学付属相模高
等学校・中等部２年

令和３年度全国中学校体育大会
第52回全国中学校柔道大会

男子66kg級 ―

13 ナコスティン　王未土 なこすてぃん　おみど 14 柔道
東海大学付属相模高
等学校・中等部３年

令和３年度全国中学校体育大会
第52回全国中学校柔道大会

男子73kg級 ―

14 平野　匠啓 ひらの　しょうけい 15 柔道
茅ケ崎市立
第一中学校３年

令和３年度全国中学校体育大会
第52回全国中学校柔道大会

男子90kg超級 ―

15 小出　穂香 こいで　ほのか 14 柔道
茅ケ崎市立
第一中学校３年

令和３年度全国中学校体育大会
第52回全国中学校柔道大会

女子70kg超級 ―

令和３年度全国中学校体育大会
第52回全国中学校体操競技選手権大会

10 山口　幸空 やまぐち　さら 13 体操競技 星槎中学校１年

第61回全国中学校水泳競技大会

(４)全国中学校体育大会等

※は大会開催時の所属（学年）

4 山本　千晶

第44回全国JOCジュニアオリンピック
カップ夏季水泳競技大会

15 江口　凛 えぐち　りん 17 柔道
桐蔭学園高等学校
３年

藤沢市立
藤ヶ岡中学校３年

やまもと　ちあき 14 水泳（競泳）

横浜市立
篠原中学校３年

7 横田　心愛 よこた　ここあ 14 水泳（競泳）
横浜市立
神奈川中学校３年

5 阿部　力樹 あべ　りき 15 水泳（競泳）
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16 萩生田　みらん はぎうだ　みらん 15 ゴルフ
川崎市立
柿生中学校３年

2021年度（第26回）日本ジュニアゴル
フ選手権競技

女子12歳～14歳の部
218ストローク

（＋2）

17 勝目　結羽 かつめ　ゆう 13 レスリング
横須賀市立
不入斗中学校１年

令和３年度東京都知事杯第12回全国
中学選抜レスリング選手権大会

女子39kg級 ―

18 ホワイトン　謙心 ほわいとん　けんしん 15 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ
ブルボンDST
(相模原市立上溝中学校３
年)

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　全日
本ダンススポーツ選手権ジュニア

ラテン ―

19 ホワイトン　夏奈実　 ほわいとん　かなみ 14 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ
ブルボンDST
(相模原市立上溝中学校２
年)

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ　全日
本ダンススポーツ選手権ジュニア

ラテン ―
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No 氏名 ふりがな 年齢 競技名 所属 大会名 種目・種別等 記録 順位

※
1

米倉　英信 よねくら　ひでのぶ 24 体操競技
徳洲会体操クラ
ブ

第50回世界体操競技選手権大会 種目別　跳馬 14.866 ２位

種目別　ゆか 14.066 優勝

種目別　平均台 13.733 ３位

4 奥山　正憲 おくやま　まさのり 35
ビーチサッ
カー

レーヴェ横浜
FIFA ビーチサッカーワールド
カップ　ロシア2021

ビーチサッカー ― ２位

5 大場　崇晃 おおば　たかあき 28
ビーチサッ
カー

レーヴェ横浜
FIFA ビーチサッカーワールド
カップ　ロシア2021

ビーチサッカー ― ２位

6 城田　優 しろた　ゆう 35
ビーチサッ
カー

レーヴェ横浜
FIFA ビーチサッカーワールド
カップ　ロシア2021

ビーチサッカー ― ２位

※
7

鍵山　優真 かぎやま　ゆうま 18
スケート(フィギュ
ア）

星槎国際高等学
校横浜２年※

ISU 世界フィギュアスケート選手
権2021

男子シングル 291.77 ２位

8 丹野　夏波 たんの　かなみ 21 自転車 早稲田大学３年
2021年ＢＭＸワールドカップ
第６戦

ＢＭＸレース　女
子U23

― １位

9 白井　空良 しらい　そら 20
スケート
ボード

ムラサキスポーツ
ストリート世界選手権大会2021
ROMA

男子ストリート ― ３位

※は前掲 ※は大会開催時の所属（学年）

No 氏名 ふりがな 年齢 競技名 所属 大会名 種目・種別等 記録 順位

1 張本　智和 はりもと　ともかず 18 卓球
日本大学高等学
校３年

第32回オリンピック競技大会 男子団体 ― ３位

2 篠崎　澪 しのざき　みお 30
バスケット
ボール

富士通
レッドウェーブ

第32回オリンピック競技大会
女子バスケットボール
（３×３） ― ５位

3 町田　瑠唯 まちだ　るい 28
バスケット
ボール

富士通
レッドウェーブ

第32回オリンピック競技大会
女子バスケットボール
（５人制） ― ２位

4 宮澤　夕貴 みやざわ　ゆき 28
バスケット
ボール

富士通
レッドウェーブ

第32回オリンピック競技大会
女子バスケットボール
（５人制） ― ２位

5 オコエ　桃仁花 おこえ　もにか 22
バスケット
ボール

富士通
レッドウェーブ

第32回オリンピック競技大会
女子バスケットボール
（５人制） ― ２位

※
6

本多　灯 ほんだ　ともる 19 水泳（競泳） 日本大学２年 第32回オリンピック競技大会 200mバタフライ １分53秒73 ２位

7 坂井　丞 さかい　しょう 27 水泳（飛込） ミキハウス 第32回オリンピック競技大会
男子シンクロナイズド
ダイビング
３m飛板飛込

393.93 ５位

女子団体総合 163.280 ５位

女子個人総合 56.032 ５位

女子種目別ゆか 14.166 ３位

男子団体総合 262.397 ２位

男子個人総合 186.698 ５位

男子種目別鉄棒 12.333 ６位

10 亀山　耕平 かめやま　こうへい 32 体操競技 徳洲会体操クラブ 第32回オリンピック競技大会 男子種目別あん馬 14.600 ５位

11 田中　碧 たなか　あお 23 サッカー 川崎フロンターレ 第32回オリンピック競技大会 男子サッカー ― ４位

12 旗手　怜央 はたて　れお 24 サッカー 川崎フロンターレ 第32回オリンピック競技大会 男子サッカー ― ４位

13 三笘　薫 みとま　かおる 24 サッカー 川崎フロンターレ 第32回オリンピック競技大会 男子サッカー ― ４位

14 前田　大然 まえだ　だいぜん 24 サッカー 横浜Ｆ・マリノス 第32回オリンピック競技大会 男子サッカー ― ４位

(２)オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会

(1) 世界選手権大会等

２　国際大会優秀成績(個人）　３２人

※
2

村上　茉愛 むらかみ　まい 25 体操競技 日体クラブ 第50回世界体操競技選手権大会

日体クラブ 第32回オリンピック競技大会

9 19 体操競技 徳洲会体操クラブ 第32回オリンピック競技大会北園　丈琉 きたぞの　たける

※
8

村上　茉愛 むらかみ　まい 25 体操競技
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15 谷　晃生 たに　こうせい 21 サッカー 湘南ベルマーレ 第32回オリンピック競技大会 男子サッカー ― ４位

16 清原　奈侑 きよはら　なゆ 30
ソフトボー
ル

株式会社
日立製作所

第32回オリンピック競技大会 ソフトボール ― １位

400m自由形 4分31秒69 ２位

100mバタフライ 1分03秒59 ２位

200m個人メドレー 2分28秒44 ３位

18 伊藤　槙紀 いとう　まき 37 卓球
CTCひなり株式会
社

東京2020パラリンピック競技大会 女子シングルス ― ３位

19 欠端　瑛子 かけはた　えいこ 28
ゴールボー
ル

セガサミーホー
ルディングス株
式会社

東京2020パラリンピック競技大会 ゴールボール ― ３位

20 赤石　竜我 あかいし　りゅうが 21
車いすバス
ケットボー
ル

日本体育大学３
年

東京2020パラリンピック競技大会
車いすバスケット
ボール

― ２位

21 髙柗　義伸 たかまつ　よしのぶ 22
車いすバス
ケットボー
ル

日本体育大学４
年

東京2020パラリンピック競技大会
車いすバスケット
ボール

― ２位

22 鳥海　連志 ちょうかい　れんし 22
車いすバス
ケットボー
ル

株式会社WOWOW・
パラ神奈川SC

東京2020パラリンピック競技大会
車いすバスケット
ボール

― ２位

23 古澤　拓也 ふるさわ　たくや 25
車いすバス
ケットボー
ル

株式会社WOWOW・
パラ神奈川SC

東京2020パラリンピック競技大会
車いすバスケット
ボール

― ２位

※は前掲

日本体育大学大
学院

東京2020パラリンピック競技大会
※
17

富田　宇宙 とみた　うちゅう 32 水泳
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No 氏名 ふりがな 年齢 競技名 所属 大会名 種目・種別等 記録

※
1

泉谷　駿介 いずみや　しゅんすけ 21 陸上競技 順天堂大学４年

第105回日本陸上競技選手権
大会兼東京2020オリンピック
競技大会日本代表選手選考
競技会

男子110mＨ
13秒06

※
2

佐藤　翔馬 さとう　しょうま 21 水泳（競泳） 慶応義塾大学３年
JAPAN SWIM 2021 第97回日本
選手権水泳競技大会競泳競技

200m平泳ぎ ２分06秒40

※
3

新保　大和 しんぼ　やまと 21 陸上競技 日本体育大学３年
WPA公認2021ジャパンパラ陸
上競技大会

円盤投げ 47m64

※
4

辻　沙絵 つじ　さえ 27 陸上競技 日本体育大学職員
WPA公認2021ジャパンパラ陸
上競技大会

400m 58秒45

※
5

湯口　英理菜 ゆぐち　えりな 21 陸上競技 日本体育大学３年
WPA公認2021ジャパンパラ陸
上競技大会

走幅跳
3m42

（アジア新
記録）

WPS公認2021ジャパンパラ水
泳競技大会

100mバタフライ 1分10秒09

第24回日本知的障害者選手権
水泳競技大会

200mバタフライ 2分37秒84

2021年度長野県選手権水泳競
技大会

50m平泳ぎ 35秒84

WPS公認第37回日本パラ水泳
選手権大会

100m平泳ぎ 1分18秒67

50m平泳ぎ 35秒49

100m平泳ぎ 1分16秒38

第24回日本知的障害者選手権
水泳競技大会

50m背泳ぎ 33秒42

※
8

渡邉　麗美 わたなべ　れみ 28 水泳
NECグリーンスイ
ミングクラブ溝の
口

第24回日本知的障害者選手権
水泳競技大会

200m平泳ぎ 3分01秒92

日本体育大学４年
WPS公認2021ジャパンパラ水
泳競技大会

100m背泳ぎ 1分09秒97

日本体育大学３年
※

WPS公認第37回日本パラ水泳
選手権大会

100m背泳ぎ 1分11秒14

100m背泳ぎ 1分09秒09

男子4×100m 34Pメド
レーリレー

4分29秒85

400m自由形 4分31秒69

混合4×100m　49Pフ
リーリレー

4分08秒66

50m背泳ぎ 39秒39

50mバタフライ 35秒78

50m自由形 35秒65

50m自由形 36秒86

50mバタフライ 36秒69

WPS公認第38回日本パラ水泳
選手権大会

50mバタフライ 35秒37

WPS公認2021ジャパンパラ水
泳競技大会

100m平泳ぎ 1分17秒43

東京2020パラリンピック競技
大会

男子4×100m 34Pメド
レーリレー

4分29秒85

※は前掲 ※は大会開催時の所属（学年）

３　新記録樹立（個人） １２人

（1）日本新記録樹立　　１２人

木下　萌実
※
6

きのした　もえみ 23 水泳 宮前ドルフィン

※
7

芹澤　美希香 せりざわ　みきか 21 水泳 宮前ドルフィン
第24回日本知的障害者選手権
（25m）水泳競技大会

窪田　幸太 くぼた　こうた 21 水泳

日本体育大学４年
東京2020パラリンピック競技
大会

※
9

※
10

富田　宇宙 とみた　うちゅう 32

※
11

ひなた　かえで 16 水泳 宮前ドルフィン

株式会社NTTドコ
モ

水泳
日本体育大学大学
院

東京2020パラリンピック競技
大会

日向　楓

WPS公認2021ジャパンパラ水
泳競技大会

WPS公認第37回日本パラ水泳
選手権大会

※
12

山田　拓朗 やまだ　たくろう 30 水泳
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４　全国大会優勝（団体）   　18団体　238人

記録

記録

記録 優勝　19.750

選手

記録
優勝

264.124

記録

記録

（１）全日本選手権大会等

3

アステム湘南ＶＩＧＯＲＯＵＳ［３人]

エアロビック
スズキジャパンカップ2021
第38回全日本総合エアロビック選手権大会　シニア１トリオ

上田　真穂 今村　菜子 今村　一歩

2

優勝

監督　三橋　一巳（支部長）

選手　55名　　　　　　　

ＮＳＡ湘南茅ケ崎支部［56人]

サーフィン 第55回全日本サーフィン選手権大会

1

優勝

監督　佐藤　賢次

選手　藤井　祐眞　　米須　玲音　　青木　保憲　　篠山　竜青　　増田　啓介　　　　　　　

　　　辻　直人　　マティアス・カルファニ　　ニック・ファジーカス　

　　　大塚　裕土　　熊谷　尚也　　長谷川　技　　パブロ・アギラール　　　

　　　ジョーダン・ヒース

バスケットボール 第96回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会

川崎ブレイブサンダース［14人]

（２）全日本学生選手権大会等

1

日本体育大学体操競技部女子［７人］

体操競技 第75回全日本学生体操競技選手権大会　女子団体総合

選手　三田　涼乃　　小池　亜優　　花島　なつみ　　吉村　萌恵美　　

監督　瀬尾　京子

　　　森　　蒼佳　　坂口　彩夏

2

東海大学男子バスケットボール部［16人］

バスケットボール 第72回全日本大学バスケットボール選手権大会

監督　陸川　章

選手　津屋　一球　　元田　大陽　　小玉　大智　　河村　勇輝　　張　正亮

　　　大倉　颯太　　島谷　怜　　　西田　優大　　佐土原　遼　　松崎　裕樹

　　　江原　信太朗　松本　礼太　　木下　碧人　　坂本　聖芽　　八村　阿蓮

優勝

3

東海大学男子サッカー部［31人］ 優勝

サッカー ＃atarimaeni CUP サッカーができる当たり前に、ありがとう！

監督　今川　正浩

選手　宮﨑　浩太朗　面矢　行斗　　佐藤　颯人　　米澤　哲哉　　水越　陽也　　　　　　　

　　　丸山　智弘　　本多　翔太郎　砂金　大輝　　鈴木　大智　　武井　成豪

　　　杉山　祐輝　　阿部　　輝　　坂本　　翔　　内田　航太郎　堤　太陽

　　　大屋　祥吾　　西山　拓実　　藤井　一志　　湯江　俊太　　小林　陸玖　

　　　鈴木　颯太　　佐藤　史騎　　鈴木　朝日　　山田　泰雅　　蝦谷　空良

　　　神里　祐哉　　荒川　泰司　　高田　　悠　　森　潤一　　　宮野　流斗
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記録 優勝

記録

記録

記録

記録

記録

（２） 全国高等学校総合体育大会等

1

桐蔭学園高等学校ラグビーフットボール部［31人］

ラグビーフットボール 第100回　全国高等学校ラグビーフットボール大会

監督　藤原　秀之

選手　倉島　昂大　　中山　大暉　　田中　諒汰　　青木　恵斗　　粟飯原　謙

　　　大竹　智也　　佐藤　健次　　伊藤　光希　　中　優人　　　榎本　拓真

　　　秋濱　悠太　　山口　湧太郎　門脇　浩志　　麻生　尚宏　　小池　隆仁

　　　北川　直宏　　矢崎　幹太　　小椋　健介　　今野　椋平　　原　小太郎

　　　菅澤　克磨　　松下　稜　　　中島　潤一郎　堂薗　昂修　　小山田　裕悟

　　　真田　隼翔　　三好　湧大　　矢崎　由高　　松田　怜大　　大賀　雅仁

2

桐蔭学園高等学校男子剣道部［８人］ 優勝

剣道 令和２年度第30回全国高等学校剣道選抜大会

監督　雨谷　武蔵

選手　菅野　透馬　　藤本　一真　　渡部　倫太郎　寺前　俊佑　　野村　優　

　　　渡邉　一史　　橋本　駿

3

東海大学付属相模高等学校野球部［19人］

硬式野球 第93回選抜高等学校野球大会

監督　門馬　敬治

選手　石田　隼都　　谷口　翔生　　門馬　功　　　小島　大河　　柴田　疾

　　　大塚　瑠晏　　小平　直道　　佐藤　優真　　加藤　勇哉　　深谷　謙志郎　

　　　求　航太郎　　綛田　小瑛　　石川　永稀　　平岡　大和　　武井　京太郎

　　　黒澤　学励　　小林　翔　　　百瀬　和真

優勝

4

相洋高等学校陸上部
女子４×400mリレーチーム［５人］

優勝
３分42秒11

陸上競技
令和３年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
秩父宮賜杯　第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

監督　銭谷　満

選手　二宮　綾音　　鶴澤　亜里紗　　服部　咲季　　安井　麻里花　　

5

横浜市立横浜商業高等学校ボート部
女子ダブルスカルチーム［４人］

優勝

ボート 令和３年度全国高等学校総合体育大会ボート競技大会

監督　會田　尚貴

選手　安本　杏夏　　山村　雪乃　　田崎　日菜　　

6

日本大学藤沢高等学校水泳部
日本高等学校選手権水泳競技大会
　男子４×200mフリーリレー標準記録突破チーム［５人］

１位

水泳（競泳）
令和３年度全国高等学校総合体育大会
第89回日本高等学校選手権水泳競技大会　標準記録突破

監督　植村　弘

選手　渡辺　裕太　　荻野　倖太朗　北澤　博貴　　清水　博斗　　　　　　　
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記録

記録

記録

記録

記録

記録

※は前掲

（３） 全国中学校体育大会等

1

星槎中学校体操競技部　女子団体総合チーム［４人］ 優勝

体操競技
令和３年度全国中学校体育大会
第52回全国中学校体操競技選手権大会

監督　佐藤　重徳

選手　水野　壬華　　山口　幸空　　田畔　優菜

2

横浜市立川和中学校水泳部
女子 ４×100mフリーリレーチーム［６人］

優勝
３分56秒70

水泳（競泳） 令和３年度全国中学校体育大会第61回全国中学校水泳競技大会

監督　藤原　隆

選手　木所　美音楽　　戸津川　莉央　　鈴木　優　　児玉　海生　　加藤　莉桜

※
3

横浜市立川和中学校水泳部
女子 ４×100mメドレーリレーチーム［６人］

優勝
４分20秒91

水泳（競泳）
令和３年度全国中学校体育大会
第61回全国中学校水泳競技大会

監督　藤原　隆

選手　木所　美音楽　　戸津川　莉央　　鈴木　優　　児玉　海生　　加藤　莉桜

4

横浜市立西谷中学校空手道部
女子団体組手チーム［６人］

優勝

空手道 第29回全国中学生空手道選手権大会

監督　森田　浩司

選手　菊池　優月　　矢部　日菜　　堀　実優　　　岡村　咲穂　　亀井　野乃　　　

5

横浜市立新羽中学校　男子団体組手チーム［６人］ 優勝

空手道 第29回全国中学生空手道選手権大会

監督　五明　貴宏

選手　八田　裕平　　三浦　拓己　　中村　太耀　　梅津　珀琉　　小沼　航平

6

橘学苑中学校テニス部　男子団体チーム［11人］ 優勝

テニス 第48回全国中学生テニス選手権大会

監督　山口　久美子

選手　上田　　頼　　藤川　　昂　　鈴木　瑛太　　小林　大空　　石ケ森　鉄平　　　　　　

　　　米良　悠誠　　赤羽　志道　　三井　和琉　　清水　一颯　　杉村　虎太郎　　　
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