
第７４回国民体育大会 大阪府代表選手団名簿    

◇本部役員◇ 

［名誉団長］吉村洋文（大阪府知事）  

［団長］牧野明次（大阪府スポーツ協会会長） 

［副団長］新堂友衛（同副会長）▽桂千惠子（同）▽森本靖一郎（同）▽酒井隆行（同） 

［顧問］三田勝久（大阪府議会議長）▽西惠司（同副議長）▽中野剛（大阪府議会教育常任委員会委員長)▽

紀田馨（同副委員長）▽松本正義（大阪陸上競技協会会長）▽木村洋二（大阪水泳協会会長）▽赤

須陽太郎（大阪府サッカー協会会長）▽畠中健二（大阪府テニス協会会長）▽植田健三（大阪ボー

ト協会理事長）▽杉崎正明（大阪府ボクシング連盟会長）▽中川和雄（大阪府バレーボール協会会

長）▽山田正夫（大阪体操協会会長）▽山岡秀雄（大阪府バスケットボール協会会長）▽村上勝（大

阪府レスリング協会会長）▽岩﨑清彦（大阪府ヨットセーリング連盟会長）▽舟戸良裕（大阪ウエ

イトリフティング協会会長）▽多田博（大阪ハンドボール協会会長）▽斧隆夫（大阪府自転車競技

連盟会長）▽左藤章（大阪府ソフトテニス連盟会長）▽辻裕（大阪卓球協会会長）▽川西利則（大

阪府相撲連盟会長）▽杉谷昌保（大阪府馬術連盟会長）▽平岡英信(大阪府フェンシング協会会長)▽

大北良太郎（大阪府柔道連盟会長代行）▽中山泰秀（大阪府ソフトボール協会会長）▽三宅祐司（大

阪府バドミントン協会会長）▽中野英夫（大阪府弓道連盟会長）▽長井弘信（大阪府ライフル射撃

協会会長）▽長榮周作（大阪府剣道連盟会長）▽花折昌治（大阪府ラグビーフットボール協会会長）

▽飛田典男（大阪府山岳連盟会長）▽矢田節彦（大阪府カヌー協会会長）▽飯塚十朗（大阪府アー

チェリー連盟会長）▽西川吉重（大阪府空手道連盟会長代行）▽小林輝夫（大阪府クレー射撃協会

会長）▽宮川祥子（大阪なぎなた連盟会長）▽奴井和幸（大阪府ボウリング連盟会長）▽小寺新吉

（大阪府ゴルフ協会会長）▽田中義明（大阪府トライアスロン協会会長） 

［総監督］田中実（大阪府スポーツ協会理事） 

［総務］中尾俊治（同専務理事）▽藤縄信夫（同常務理事）▽竹内章▽浅川又一▽新宅博生▽森重壱子 

▽宮﨑寛▽平尾信次▽山田三樹▽佐藤定義▽尾辻利章▽田原吉次郎▽清水猛▽竹内隆義▽田尻肇 

▽林憲治郎▽駕田毅▽河野邦夫▽中嶋千晶（以上、同理事）▽山中道男▽東嘉伸▽水守勝裕（以上、

同監事）▽堀部秀二（同スポーツ医・科学委員会委員長）▽梶川哲郎（同事務局長） 

 

◇監督・選手◇ 

１．陸上競技 

（１）成年男子  

監督＝島津勝己（枚方市立楠葉西中学校教員）▽古城健（府立金岡高校教員） 

◇選手＝花村拓人（関西学院大学）▽坂井隆一郎（関西大学）▽多田修平（住友電工） 

▽吉間海斗（法政大学） 

（2）成年女子  

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝川田朱夏（東大阪大学）▽津田シェリアイ（築地銀だこＡＣ）▽竹内真弥（日本女子体育大学）

▽西尾香穂（甲南大学）▽髙松智美ムセンビ（名城大学）▽竜田夏苗（ニッパツ） 

▽郡菜々佳（九州共立大学）▽佐藤友佳（ニコニコのり） 

 



（３）少年男子  

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝深川真平（大阪高校）▽田中隆太郎▽田中宏祐（以上、府立摂津高校） 

▽中村健太郎（清風南海高校）▽南田航希▽江頭亮▽垣内慶紀（以上、府立大塚高校） 

▽舞永夏稀（太成学院大学高校） 

（４）少年女子  

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝青山華依▽廣島愛亜梨▽酒井日菜美（以上、大阪高校）▽藤井このみ 

▽中田茉希（以上、府立大塚高校）▽北田莉亜（府立摂津高校）▽有廣璃々香▽田和りな 

▽中村怜（以上、東大阪大学敬愛高校） 

２．サッカー競技 

（１）成年男子 

監督（選手兼任）＝磯部和彦（FC大阪） 

◇選手＝永井文也▽池永航▽舘野俊祐▽木匠貴大▽塚田卓▽川西誠▽須ノ又諭▽熊田克斗▽橋本侑紀 

▽四ヶ浦寛康▽町田蘭次郎▽端駿介▽小松光樹▽江郷下奨▽齊藤隆成（以上、FC大阪） 

（２）少年男子 

監督＝梶田浩信（FCUnione柏原） 

◇選手＝山形慈温▽西田祐悟（以上、阪南大学高校）▽土井結介▽脇山陽登▽三木仁太▽浅野直希 

▽中村仁郎▽平川拓斗（以上、ガンバ大阪ユース）▽角田倫伝▽岡澤昂星▽下川陽輝▽坂本稀吏也 

▽三枝虎太郎（以上、セレッソ大阪U-１８）▽宮路峻輔（履正社高校） 

▽岩瀬陽▽福田凌（以上、興国高校） 

３．テニス競技 

（１）成年男子  

監督＝前田啓二（造幣局） 

◇選手＝望月勇希（中央大学）▽逸﨑凱人（三井住友海上） 

（２）成年女子  

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝佃紫帆（関西大学）▽中谷琴乃（甲南大学） 

（３）少年男子  

監督＝影山孝雄（府立狭山高校教員） 

◇選手＝北昇馬（西宮甲英高等学院）▽水口翔瑛（清風高校） 

（４）少年女子 

監督＝（３）と同じ 

◇選手＝山口瑞希（城南学園高校）▽山口花音（浪速高校） 

４．ボート競技 

（１）成年男子  

監督＝岩本光一郎（ミズノアベール） 

◇選手＝武田大生▽奥村謙一（以上、大阪府立大学）▽春名祐希▽福井修聡▽岩井滉人（以上、日本大学）

▽岡田直樹（中央大学）▽横田聡（瀬田漕艇クラブ）▽永田大智（慶應義塾大学） 

▽若濵健太（立教大学） 



（２）成年女子  

監督＝村田一洋（市立桜宮高校教員） 

◇選手＝森山理央▽酒井彩果（以上、大阪府立大学）▽近藤有璃（龍谷大学）▽木戸ひかり（立命館大学）

▽香門麗（東北大学）▽住岡真穂（京都大学）▽新川真梨（関西大学） 

▽宇佐川穂音（関西学院大学） 

（３）少年男子  

監督＝西村浩一（清風高校教員） 

◇選手＝中野凌弥▽小田雄大▽兵頭耀司▽安陵将太郎▽吉岡昂祐（以上、清風高校） 

▽田中稜也（市立桜宮高校） 

（４）少年女子  

監督＝平田泰紀（府立高石高校教員） 

◇選手＝山本真未▽井元寿々子▽福島千晴▽竹村美咲（以上、府立高石高校） 

▽藤井麻以里▽白井志穂（以上、市立桜宮高校） 

５．ボクシング競技 

（１）成年男子 

監督＝北岡直樹（府立堺工科高校教員） 

◇選手＝池側純（大阪商業大学）▽布元寿弥（法政大学）▽松井奨太▽中川凌太（以上、駒澤大学） 

▽宇佐美正パトリック（東京農業大学） 

（２）少年男子  

監督＝周藤琥太郎（浪速高校教員）▽高田侑典（興國高校教員） 

◇選手＝田中将吾（浪速高校）▽尾﨑優日▽山﨑裕生▽藤原仁太（以上、興國高校） 

▽梁章太（大阪朝鮮高級学校） 

６．バレーボール競技 

（１）成年男子  

監督＝山口義一（桃山学院大学職員） 

◇選手＝品川哲也（日本郵便）▽毛利光生（きんでん）▽土屋徹（太子町立中学校教員） 

▽砂取拓磨（オーカスポーツマネジメント）▽加藤克貴（スーパースポーツゼビオ） 

▽喜入祥充（サントリーホールディングス）▽前田拓磨（近畿日本鉄道） 

▽片野坂拓人（トーヨータイヤジャパン）▽近藤海斗（ステンレス管機）▽薬師寺泰介 

▽中西規介（以上、青山学院大学）▽西山裕大（大阪産業大学） 

（２）成年女子 

監督＝佐々木厚（パナソニック LS社） 

◇選手＝中馬愛理香▽山端友稀乃▽田川紘美▽市川紗江▽加藤美芙由▽小林奏瑛▽丸尾遥香▽奥野杏 

▽服部愛果▽前田沙江▽伏見穂希▽西出桃子（以上、パナソニック LS社） 

（３）少年男子  

監督＝山口誠（清風高校教員） 

◇選手＝工藤有史▽山本航世▽金子玄▽西﨑康真▽大槻晟己▽久永昌幸▽森垣陸▽森脇成功 

▽一条太嘉丸▽南口辰揮▽前田凌吾▽髙梨海輝（以上、清風高校） 

（４）少年女子  

監督＝池条義則（金蘭会高校教員） 



◇選手＝吉武美佳▽宮部愛芽世▽川上良江▽西崎愛菜▽児玉光涼▽小池真由▽西川吉野▽児玉奈津美 

▽秋重若菜▽髙澤理子▽坂本悠綺▽麻野七奈未（以上、金蘭会高校） 

７．バスケットボール競技 

（１）少年男子 

監督＝森本正（阪南大学高校教員） 

◇選手＝永山圭▽鈴木文也▽中村洸輝▽星野翼（以上、阪南大学高校）▽金近廉（関西大学北陽高校） 

▽森本凜（金光藤蔭高校）▽遊佐仁（大阪高校）▽金友蓮▽尾形隼（以上、大阪桐蔭高校） 

▽東拓志▽楊裕貴（以上、近畿大学附属高校）▽高堰励生（大阪学院大学高校） 

２）少年女子  

監督＝安藤香織（大阪薫英女学院高校教員） 

◇選手＝▽中村真湖▽安田茉耶▽木下風奏▽西村香凛▽竹原美有▽佐藤双羽▽北村野花▽宮城楽子 

▽明貝和音（以上、大阪薫英女学院高校）▽大崎莉瑚▽向山琴七（以上、大阪桐蔭高校） 

▽根来舞瑠（大阪体育大学浪商高校） 

８．レスリング競技 

（１）成年男子  

監督＝萩原理実（近畿大学職員） 

◇選手＝有元伸悟（近畿大学職員）▽樋口卓弥（東大阪市役所）▽竹下雄登 

▽白井達也（以上、日本体育大学）▽谷口日向（法政大学）▽小林雄泰（近畿大学） 

（２）女子 

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝木井たから（法政大学）▽澤葉菜子（至学館大学） 

（３）少年男子  

監督＝長尾武沙士（興國高校教員） 

◇選手＝ミランダ亜廉▽中原朱里人▽駒井大輝（以上、興國高校） 

▽河内良樹▽真貴竜馬▽林峻光（以上、大阪体育大学浪商高校）▽久東篤司（同志社香里高校） 

９．セーリング競技 

（１）成年男子   

監督＝岩﨑洋一（関西映興）  

◇選手＝山本遼（府立福井高校教員）▽平井德輝▽藤原雄斗（以上、同志社大学） 

▽小澤真純（マネージメントサービスセンター） 

（２）成年女子   

監督＝（１）と同じ  

◇選手＝河合由香（河合利紀税理士事務所）▽山下かおり（大阪法務局）▽傍士夏来（帝塚山大学） 

（３）少年男子の部   

監督＝橋和弘（東洋システム） 

◇選手＝磯邊壱心▽中地優太郎（以上、清風高校）▽岡野祐大（近畿大学附属高校） 

１０．ウエイトリフティング競技 

（１）成年男子 

監督＝市場孝士（大阪産業大学附属高校職員） 

◇選手＝中越遼太（東京国際大学）▽知念勇樹（早稲田大学）▽塚原湧斗（大阪商業大学） 



▽大川健人（日本大学） 

（２）女子 

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝見附絵莉(大阪府警察) 

（３）少年男子 

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝安藤徹郎▽櫻井善樹（以上、大阪産業大学附属高校）▽道畑陽識（常翔学園高校）  

１１．ハンドボール競技 

（１）成年女子 

監督＝緒方嗣雄（大阪女子ハンドボールクラブ） 

◇選手＝泉幸歩▽松澤杏奈▽三原綺乃▽永塚梓▽當眞貴和子▽石田由規乃▽西笛里奈 

▽齋藤佳織（以上、トラスコ中山プラネット大阪）▽古川麻衣子（和光金属工業） 

▽田中美音子（八光自動車工業）▽藤井紫緒（大阪トヨタ自動車）▽川﨑美穂（テイクトップ） 

（２）少年男子 

監督＝徳永昌亮（大阪体育大学浪商高校教員） 

◇選手＝林優尊▽難波克▽山田陵平▽泉本心▽木村翔太▽蔦谷日向▽田代優樹▽泉本繁輝▽松川兼心 

▽安達圭吾▽今井寛人（以上、大阪体育大学浪商高校）▽山本直輝（桃山学院高校） 

（２）少年女子 

監督＝白鳥貴子（四天王寺高校教員） 

◇選手＝戎菜美子▽西川千華▽小林実杜▽一ノ宮萌▽和田薫▽福富萌由▽川尻琉永▽笠松もも 

▽加納穂伽▽濵口まお▽喜田ことみ（以上、四天王寺高校）▽奥田りおん（宣真高校） 

１２．自転車競技 

（１）成年男子  

監督＝安原昌弘（マトリックス） 

◇選手＝安原大貴（マトリックス）▽植益和行（大阪産業大学）▽島奨乃（同志社大学） 

▽出口謙一郎（朝日大学） 

（２）少年男子  

監督＝鈴木徳彦（興國高校教員） 

◇選手＝天野壮悠（府立千里高校）▽伊藤雄祐▽大新悠真（以上、府立茨木工科高校） 

▽佐藤大心（府立城東工科高校）▽長谷川大悟（興國高校） 

１３．ソフトテニス競技 

（１）成年男子  

監督＝深江信弘（市立瓜破西中学校教員） 

◇選手＝濵田冬威（ニッカトー）▽丸山海斗（明治大学）▽内本隆文▽岩本修汰（以上、早稲田大学） 

▽廣瀧開（関西学院大学） 

（２）成年女子  

監督＝成田扶美代（ミズノ） 

◇選手＝阿久根麻尋▽中﨑萌（以上、関西大学）▽吉田澪奈（東京女子体育大学） 

▽中平樹里（四天王寺高校職員）▽梶尾明日香（立命館大学） 

（ 



３）少年男子  

監督＝小牧幸二（上宮高校教員） 

◇選手＝赤川修太▽山中柊冴▽大村圭志朗▽片岡暁紀▽広岡大河（以上、上宮高校） 

（４）少年女子  

監督＝江口直樹（昇陽高校教員） 

◇選手＝岡田麻那▽根岸楓英奈▽藤井七海▽青松淑佳▽高橋朱里（以上、昇陽高校） 

１４．卓球競技 

（１）成年女子 

監督＝平尾信次（育和倶楽部） 

◇選手＝石田葵（愛知工業大学）▽木村香純（専修大学）▽阿部里歩（國學院大學） 

（２）少年男子  

監督＝小林一弘（上宮高校職員） 

◇選手＝中田裕太▽西逸斗（以上、上宮高校）▽西原聖真（大阪桐蔭高校） 

（３）少年女子  

監督＝谷口史子（府立信太高校教員） 

◇選手＝皆川優香（神須学園高校）▽髙橋あかり（四天王寺高校）▽横井咲桜（ミキハウスＪＳＣ） 

１５．軟式野球競技 

（１）成年男子  

監督（選手兼任）＝豊岡学（大阪シティ信用金庫） 

◇選手＝岡本龍祐▽正岡弘基▽松島圭祐▽髙橋泉▽幸田翔太▽古川敬也▽小嵜裕之▽黒田祐成 

▽田中真澄▽大橋直也▽日下直之▽松岡潤樹▽西郷遼平▽西林幹貴 

▽津田慶久（以上、大阪シティ信用金庫） 

１６．相撲競技 

（１）成年男子 

監督＝前田禎（アトラ） 

◇選手＝西浦準樹▽中井駿（以上、間口）▽谷岡倖志郎（近畿大学） 

（２）少年男子 

監督＝髙木和彦（堺市立月州中学校教員） 

◇選手＝中前祐稀▽富田恵伍▽大和禅▽本庄優介▽加納伊織（以上、近畿大学附属高校） 

１７．馬術競技 

（１）成年  

監督＝（選手兼任）本田恵士（シーダーバレー） 

▽ホースマネージャー＝（成年選手兼任）本田晃希（シーダーバレー） 

◇選手＝村上浩隆（日本ファスナー工業）▽川西勝三（川西能久商会事務所） 

▽長田芽依（桃山学院大学） 

（２）少年 

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝小林弥生（四天王寺中学校） 

 

 



１８．フェンシング競技 

（１）成年男子  

監督（選手兼任）＝野村大慈（龍谷大学職員） 

◇選手＝野村弘宣（三井住友海上火災保険）▽山本大起（ワコール） 

（２）成年女子  

監督（選手兼任）＝古田彩稀（大阪シティ信用金庫） 

◇選手＝増井裕子▽横井七恵（以上、大阪シティ信用金庫） 

３）少年女子  

監督＝小鹿明日香（大阪国際滝井高校教員） 

◇選手＝高山輪子▽小鹿百音（以上、上宮高校）▽寺園にこ（大阪国際滝井高校） 

１９．柔道競技 

（１）成年男子  

監督＝小山昌規（大阪府警察） 

◇選手＝岡本康平（関西大学）▽三井大輝（日本エースサポート）▽深山将剛（東海大学） 

▽奥野拓未（大阪府警察）▽奥村達郎（東海大学付属大阪仰星高校教員） 

２０．ソフトボール競技 

（１）成年男子 

監督＝中村健二（幸新陸送） 

◇選手＝岡﨑建斗（ヤマフク電電）▽小幡瑛司（山宗化学）▽須藤雄杜（創志学園職員） 

▽澤田優生（オープル）▽筒井拓友（幸新陸送）▽高野晃平（大阪府ソフトボール協会） 

▽岡龍太郎（国士舘大学）▽植田貴也（葵商店）▽西角和馬（大和商会） 

▽大町佳史（大阪市立大学）▽佐々木康仁（大阪府警察）▽北添政樹（報栄生コン） 

（２）少年男子  

監督＝猪上祐示（興國高校教員） 

◇選手＝三島隆輝▽谷本聖也▽松山季樹▽三澄優陽▽妹背健信▽植田樹生▽木之本和也 

▽山上強（以上、興國高校）▽佐藤輝（府立北千里高校）▽水川翔太郎（初芝立命館高校） 

▽和田龍馬▽藤田佳太（以上、上宮高校）▽春名建太（関西大倉高校） 

（３）少年女子  

監督＝四方健二（金光藤蔭高校教員） 

◇選手＝日紫喜涼香▽岩﨑紗菜▽菅波千寛▽恒松郁奈▽原日菜海▽岡本紗希 

▽日紫喜柚香（以上、香ヶ丘リベルテ高校）▽池川実希▽二岡愛菜（以上、市立桜宮高校） 

▽松井ひとみ▽有山智佳▽政埜梨紗▽大伍優美（以上、金光藤蔭高校） 

２１．バドミントン競技 

（１）成年男子  

監督＝明石倫子（大阪府バドミントン協会） 

◇選手＝小倉由嵩▽宇治巧登（以上、日本大学）▽佐藤烈（青山学院大学） 

（２）成年女子  

監督＝木村寛（四條畷学園高校教員） 

◇選手＝土井杏奈▽早川紗保里▽重山智佳（（以上、PLENTY GLOBAL LINX） 

 



（３）少年男子 

監督＝明石浩和（東大阪大学柏原高校教員） 

◇選手＝山下蒼羽▽高橋洸士▽寺井彪真（以上、東大阪大学柏原高校） 

（４）少年女子 

監督＝西上正一（市立大空小学校職員） 

◇選手＝三輪音巴▽徳岡梨々香▽兒玉亜依（以上、四天王寺高校） 

２２．弓道競技 

（１）成年男子  

監督＝小松英次▽吉山伸二▽阪口裕子（以上、大阪府弓道連盟） 

◇選手＝川嶋昂信郎（浅野歯車工作所）▽田口裕貴（共英製鋼）▽久禮大弥（リンクス） 

（２）成年女子  

監督＝（１）に同じ 

◇選手＝小村舞衣（高槻市立第二中学校教員）▽小畑かがり（大阪府弓道連盟） 

▽芝里菜（大阪シティ信用金庫） 

（３）少年女子 

監督＝（１）に同じ 

◇選手＝亀本夏稀▽大蔵夕希（以上、浪速高校）▽松林明里（岸和田市立産業高校） 

２３．ライフル射撃競技 

（１）成年男子  

監督＝栗田嘉昭（箕面自由学園高校教員） 

◇選手＝垣見昌男（三井住友トラスト・システム＆サービス）▽花川直樹（日本大学） 

▽野中靖浩▽西岡永成（以上、大阪府警察）  

（２）成年女子 

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝塚本麻由美（日本郵便）▽藤村優美（大阪府警察） 

（３）少年男子  

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝外池巧樹（府立茨木高校） 

（４）少年女子  

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝綾田日向子（箕面自由学園高校） 

２４．剣道競技 

（１）成年男子  

監督（選手兼任）＝新屋誠（大阪府警察） 

◇選手＝草野龍二朗▽大城戸知▽古川耕輔（以上、大阪府警察） 

▽北口伊佐男（トールエクスプレスジャパン） 

（２）成年女子  

監督（選手兼任）＝酒勾由美子（大阪府警察 

◇選手＝森山加世▽山本真理子（以上、大阪府警察） 

 



（３）少年女子  

監督＝三宅智子（府立金剛高校教員） 

◇選手＝鶴岡湖夏▽綿谷茜梨（以上、東海大学付属大阪仰星高校）▽喜夛田みのり（四天王寺学園高校）

▽徳田育▽大西里奈（以上、履正社高校） 

２５．ラグビーフットボール競技 

（１）少年男子  

監督＝山口優（府立高津高校教員） 

◇選手＝山本敦輝▽為房慶次朗▽原透和▽川﨑悠太▽竹内駿▽柳田一瑳（以上、常翔学園高校）▽江良颯

▽奥井章仁▽嘉納一千▽芦塚仁▽吉田敢太▽安達朋樹▽萩原周▽中村航希（以上、大阪桐蔭高校）

▽尹礼温（大阪朝鮮高級学校）▽中薗拓海▽津田凌汰 

▽髙井良成▽金澤敬祐（以上、関西大学北陽高校）▽松井翔▽市川亮太▽何松健太郎 

▽谷口宜顕（以上、東海大学付属大阪仰星高校） 

（２）女子  

監督＝天野寛之（大阪緑涼高校教員） 

◇選手＝新﨑麻未▽木下由美▽高木愛実▽室越香南▽土井望愛（以上、追手門学院大学）▽南侑里 

▽丸山珠季（以上、日本体育大学）▽吉本芽以▽林莉絵▽村田彩乃（以上、追手門学院高校） 

２６．スポ―ツクライミング競技 

（１）成年男子  

監督＝小林由人（常翔啓光学園中学校高校教員） 

◇選手＝西岡周平（関西大学）▽中植大地（畿央大学） 

（２）成年女子 

監督＝山口裕稔（府立柴島高校職員） 

◇選手＝森脇ほの佳（羽衣国際大学）▽黒岡水夢（大阪府山岳連盟） 

（３）少年女子  

監督＝中貝次郎（ナカガイクライミング） 

◇選手＝中川瑠（金蘭会高校）▽井内瑠南（昇陽高校） 

２７．カヌー 

スプリント 

（１）成年女子 

監督＝橋本千晶（武庫川女子大学職員） 

◇選手＝西分友貴子（武庫川女子大学院） 

スラローム 

（１）成年男子 

監督＝三宅基晴（枚方体育協会） 

◇選手＝赤津克明（ワークスアプリケーションズ） 

２８.アーチェリー競技 

（１）成年男子 

監督＝山田秀明（近畿大学職員） 

◇選手＝古川高晴▽鬼山直也（以上、近畿大学職員）▽小野純一朗（日本体育大学） 

 



（２）成年女子 

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝川中香緒里▽加藤綾乃▽杉本智美（以上、ミキハウス） 

（３）少年男子  

監督＝山本和樹（近畿大学附属高校職員） 

◇選手＝藤井望▽平林真知（以上、近畿大学附属高校）▽松見翔太（常翔学園高校） 

（４）少年女子  

監督＝（３）と同じ 

◇選手＝上田愛奈▽稲垣奈那（以上、近畿大学附属高校）▽河村木南実（常翔学園高校） 

２９.空手道競技 

（１）成年男子  

監督＝藤田典正（糸洲会藤田道場） 

◇選手＝堀庭裕平（神戸大学大学院）▽小澤雄士（大阪経済法科大学）▽中野大輝 

▽久保悠大（以上、近畿大学） 

（２）成年女子  

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝島愛梨（帝京大学） 

（３）少年男子  

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝日比裕太▽中村虎太郎（以上、浪速高校） 

（４）少年女子  

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝森本莉菜▽大西凪（以上、城南学園高校） 

３０.クレー射撃 

（１）成年  

監督（選手兼任）＝犬星達也（サカマツ酒造場） 

◇選手＝坂本雄輔▽木吉りよ（以上、大阪府クレ－射撃協会）▽妻木信也（妻木） 

▽杉浦純（大阪トヨタ自動車）▽安田明雄（愛和） 

３１.なぎなた競技 

（１）成年女子  

監督＝島名かおり（白水福祉会三原台こども園職員） 

◇選手＝林田智笑（関西福祉科学大学高校教員）▽脇本愛（市立汎愛高校教員） 

▽木本未来（大阪なぎなた連盟） 

（２）少年女子  

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝増田美咲▽出口茉歩（以上、関西福祉科学大学高校）▽辻恵里那（清教学園高校） 

３２．ボウリング競技 

（１）成年男子  

監督＝（選手兼任）中野真明（Bowler's Support Dream） 

◇選手＝白濱大夢（近畿通関）▽上西良知（京都大学大学院）▽守屋雄斗（大阪府庁） 



（２）成年女子  

監督＝（選手兼任）中野麻希（クラフト） 

◇選手＝武部公英▽小畠捺稀（以上、大阪府ボウリング連盟）▽京井朋子（東邦） 

３３.ゴルフ競技 

（１）成年男子  

監督＝下村正美（榎運送） 

◇選手＝平田憲聖▽鈴木慶太▽下家秀翔（以上、大阪学院大学） 

（２）女子 

監督＝（１）と同じ 

◇選手＝山下美夢有（大阪桐蔭高校）▽山邊里奈（ルネサンス大阪高校）▽髙橋茉夢（好文学園女子高校） 

（３）少年男子  

監督＝西浦裕一（大阪学院大学高校教員） 

◇選手＝小寺大佑▽長谷川幸貴▽尾崎敬也（以上、大阪学院大学高校） 

３４.トライアスロン 

（１）成年男子  

監督＝山田正和（スタッシュサポート） 

◇選手＝西村駿佑（同志社大学）▽清水哲平（箕面市消防本部） 

（２）成年女子  

監督＝渡守俊子（シンコースポーツ） 

◇選手＝山内麻代（東洋マーク製作所）▽平下心（大阪学芸中等教育学校職員） 

３５.高等学校野球 

（１）硬式の部  

監督＝岡田龍生（履正社高校教員）▽責任教師＝松平一彦（履正社高校教員） 

◇選手＝清水大成▽野口海音▽内倉一冴▽池田凜▽小深田大地▽野上聖喜▽西川黎▽桃谷惟吹 

▽井上広大▽岩崎峻典▽坂口敦也▽関本勇輔▽高寺真生▽中原雄也▽衣笠遼▽岡本一聖 

（以上、履正社高校） 

（２）軟式の部  

監督＝要泰樹（あべの翔学高校教員）▽責任教師＝平松泰岳（あべの翔学高校教員） 

◇選手＝原口侑季▽中野友翔▽岡田勇一郎▽濱田雷▽坂本祐人▽小路夕斗▽土師駿人▽山下翔斗 

▽宇戸駿矢▽柏井輝平▽野出快世▽田原虎太郎▽永田陸▽飛田悠佑（以上、あべの翔学高校） 


