
硬式野球部 ボクシング部男子 バドミントン部男子 体操競技部男子 空手道部男子 吹奏楽部

赤木　陸哉(総3) 稲葉　武(総3) 若林　由孝(総3) 村田　侑弥(総3) 鈴木　玲央(情3) 富山　穂乃香(総3)

朝山　広憲(総3) 尾花　瞬夢(情3) 江連　亮太(情2) 小松﨑　俊秀(総3) 八木澤　寿幸(総3) 海老沼　莉誇(英3)

有田　将大(総3) 菊地　一記(総3) 村井　翔(情2) 和田　薫(総3) 伊藤　一希(情2) 田口　惠美子(英3)

大橋　一稀(総3) 三尾谷　昂希(総3) 落合　庸亮(総2) 天野　喜揮(総2) 寺澤　大雅(総2) 市川　絢子(情3)

倉井　勇輔(総3) 山下　空(総3) 寺田　真也(総2) 石原　司貴(総2) 清水　鉄馬(英1) 櫻井　彩希(情3)

黒﨑　健斗(総3) 黒柳　禅(総2) 吉田　敦哉(総2) 家村　魁人(総1) 五味渕　雅虎(情1) 和泉　るりか(総3)

小島　翔太(総3) 赤羽根　烈(情1) 塩野　圭吾(総1) 齋藤　真行(総1) 鈴木　竜司(情1) 神山　安奈(総3)

佐藤　隆雅(総3) ゲートボール部男子 新妻　哲太(総1) 佐藤　涼介(総1) 陸上競技部男子 神山　晴奈(総3)

関口　直輝(総3) 半田　雅樹(総3) パワーリフティング部男子 自転車競技部男子 髙内　真壮(総3) 佐鳥　春花(総3)

添田　真海(総3) 安達　真吾(情3) 加藤　陽向(英3) 秋本　耀太郎(情3) 大湊　和希(総3) 杉浦　菜南(総3)

七井　康介(総3) 加藤　剛(情3) 鈴木　悠介(英3) 小池　千啓(情3) 椎名　竜(総3) 関谷　美里(総3)

森田　大我(総3) 菊池　翔太郎(情3) 寺田　勇(英3) 小口　慎司(情3) 竹村　峻也(総3) 中島　歩(総3)

横尾　宜甫(総3) 堀　智耶(情3) 上野　純平(情3) 小口　達矢(総3) 江田　尋貴(総2) 持丸　実紗子(総3)

吉澤　優真(総3) 宇賀神　直人(英2) 久保　雄嵩(情3) 福富　雅也(総3) 落合　廉(総1) 矢北　祥子(総3)

鮎ヶ瀬　一也(総2) 小峰　大輝(情1) 安納　駿(総3) 谷田貝　将弥(総2) 小林　海(総1) 渡瀬　紀子(総3)

入江　大生(総2) 松石　浩明(総1) 小野口　雄俊(総3) 少林寺拳法部男子 西田　達哉(総1) 岡田　玲奈(情2)

小林　虎太郎(総2) 卓球部男子 齋藤　怜馬(総3) 坂本　和暉(総3) 吹奏楽部 篠﨑　梓(情2)

藤野　佑介(総2) 福田　昌平(英3) 福田　竜哉(総3) 伊澤　昻大(総3) 川俣　京也(総3) 髙橋　舞瑠(情2)

廣井　新太(総3) 鷲見　知則(英3) 山本　隼人(総3) 阿部　豊己(情2) 橋本　悠平(総3) 野中　美悠妃(情2)

水泳部男子 関口　康平(英3) 尾形　雄大(総2) 伊藤　大翔(情1) 福丸　光詩(総3) 石垣　美伊(総2)

中川　啓介(英3) 矢野　智也(英3) 菅又　康晃(総2) 川又　我聞(情1) 山口　大輝(総3) 小野　夏美(総2)

藤田　陸生(英3) 任　晟敃(情3) 写真部 福田　優斗(情1) 黒木　響太(英2) 加藤　里彩(総2)

倉林　拓矢(英2) 谷田貝　晃大(英2) 髙木　祐輔(英3) 森尻　世紀(情1) 坂本　将(英2) 金子　夏希(総2)

瀧田　侑吾(総2) 石久保　一輝(総2) ゴルフ部男子 美術部 佐藤　孝朗(英2) 桑原　玲奈(総2)

直井　和真(総1) かるた部 大栗　辰弥(総3) 小林　稜平(情3) 渡邊　悠太(英2) 小森　美紅(総2)

柔道部男子 塩田　望人(英2) 大沼　竜也(総3) 科学部 泉　大地(総2) 佐藤　美樹(総2)

池田　健太郎(総3) テニス部女子 金子　優将(総3) 佐藤　洸輔(総3) 伊藤　拓海(総2) 砂田　尚子(総2)

軟式野球部 稲毛　絵厘(総3) 須藤　啓太(総3) 月井　峻(総3) 田村　光大(総2) 髙橋　真里菜(総2)

川口　涼太(情3) 佐々木　遥(総3) 百目鬼　光紀(総3) 林田　健太郎(総1) 保坂　鷹宣(総2) 船生　美樹(総2)

中山　知哉(情3) 飯島　萌花(英2) 内田　直輝(総1) 女子硬式野球部 速水　力(英1) 星野　奏(総2)

山根　圭介(情3) 西川　彩姫(総2) 体操競技部女子 飯村　茉莉(総3) 松本　七海(英1) 前田　佳穂(総2)

秋元　旺(総3) 大橋　歩(総1) 佐藤　莉帆(総3) 齋藤　静(英3) 鈴木　凌(情1) 松本　真帆(総2)

髙木　雄(総3) バドミントン部女子 松本　彩女(英3) 鈴木　満由伽(情3) 松本　留依(情1) 万年　あい(総2)

福田　聖也(総3) 勇　優芽(総2) 岡部　麻衣子(総3) 井上　智尋(総3) 宇賀神　啓太(総1) 宮田　遥香(総2)

吉澤　輝樹(総3) 海老原　詩織(総2) 鈴木　向日葵(情2) 及川　莉奈(総3) 宇賀神　有矢(総1) 森田　梨香子(総2)

村田　和哉(英2) 大関　令奈(総2) 柳田　留菜(総2) 小笹　優奈(総3) 加藤　大政(総1) 海老沼　莉聖(英1)

相田　莉斗(総2) 川島　琴音(総2) 池澤　真帆(英1) 酒井　友理(総3) 矢部　航佑(総1) 川中子　愛(英1)

大塚　皓輔(総2) 中静　日向子(総2) 清水　愛菜(総1) 沼田　桜(総3) 渡辺　大輝(総1) 田島　里那(英1)

半田　莉紅(総2) 醍醐　和佳(総1) 増田　沙都(総1) 上泉　晴奈(情2) バスケットボール部女子 舘野　真由(英1)

阿久津　海士(総1) 田代　愛妃(総1) 弓道部女子 髙木　摩耶(情2) 山﨑　愛里(総3) 星野　綺花(英1)

川子　篤(総1) 桝谷　志穂(総1) 伏見　梨紗(総3) 中村　遥香(情2) 安納　千里(総3) 小畑　舞華(情1)

神成　汰星(総1) ゲートボール部女子 佐藤　沙紀(総3) 水沼　衿菜(情2) 石田　まな(総3) 菊池　舞(情1)

小松　大華(総1) 山本　ちあき(総3) 豊田　佑子(総3) 岡田　絢女(総2) 寺内　未来(総3) 塩田　捺実(情1)

鈴木　優太(総1) 渡邉　珠生(情2) 齋藤　果奈(総2) 荻原　朋花(総2) 吉原　捺紀(総3) 立川　真央(情1)

秋山　木実(総3) 髙橋　優果(総2) 西﨑　寧々(総2) 片岡　美奈(総2) 渡邊　真美(総3) 谷田　果奈美(情1)

柔道部女子 並河　綾香(総2) 大藤　美涼(総1) 田代　文美(総2) 加藤　花苗(総2) 渡邊　楓(情1)

伊澤　星花(総3) 平石　里菜(総2) 少林寺拳法部女子 生井　紗夏(総2) 高濱　彩翔(総2) 飯田　華奈江(総1)

石井　愛実(総2) 藤田　結女(総2) 半澤　玲奈(情3) 蜂須賀　祥絵(総2) 中野　理子(総2) 刈部　珠乃(総1)

水泳部女子 渡邊　遥香(総2) 高橋　奈歩(総3) 月井　咲良(情1) 江泉　綾佳(総1) 中嶋　唯(総1)

奥村　由唯(総3) 大島　衣織(情1) 伊澤　彩花(総2) 笠井　綾乃(総1) 大内　結莉愛(総1) 橋本　恵里(総1)

橋本　葵(総3) パワーリフティング部女子 佐藤　摩依(総2) 鎌田　麻椰(総1) 須永　麻美(総1) 森　南菜子(総1)

今西　桜子(総2) 小堀　美穂(英1) 髙田　なぎさ(総2) 光部　紀穂(総1) 丸山　美怜(総1) 柳田　彩花(総1)

栃村　かれん(総2) 福島　諒子(英1) 髙田　彩華(英1) 田所　育恵(総1) 書道部 吉澤　愛(総1)

松井　悠(総2) 堀内　梨生(総1) 草場　菜々子(総1) 藤巻　史帆(総1) 髙橋　桃菜(英3) 吉原　可奈(総1)

岡　奈古(総1) 増田　有香(総1) 髙野　仁愛(総1) 空手道部女子 自転車競技部女子 若尾　涼那(総1)

菊池　亜璃咲(総1) 笹沼　美来(英3) 石井　菜摘(総2)

　　　　 平 成 27 年 度   　  全　国　大  会  出　場
　　　　　～ 吹 き 起 こ せ 作 新 の 風 ～   ３４ 部  　３０４ 名  （所属部・学年） 　11月5日


