
【Jr.ウインターカップ２０２１－２２年度第２回全国U15バスケットボール選手権大会】

部名 大会期日 会　　場 監督・コーチ

男子バスケットボール 1/4 東京都調布市 伊藤裕一 菅沼 優貴(中1) 豊田 隆惺(中1) 川上 大輝(中1)

～8 武蔵野の森スポーツプラザ 小野凌 ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 堅太(中1) 中川 凛之介(中2) 株本 充希(中2)

伊藤 啓人(中2) 上村 柊史(中2) 飛田 琉可(中2)

長泉 悠汰郎(中2) 島村 充輝(中2) 塚田 歩(中2)

織田 恭輔(中3) 山田 仁弘(中3) 加藤 亮祐(中3)

【第５２回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会】
部活動名 大会期日 会　　場 監督・コーチ

アメリカンフットボール 11/23 東京都世田谷区 横山寛 相馬 将任(普1) 大島 竜琥(普1) 齋藤 航彩(普1)

12/5 駒沢第二球技場 渡辺将人 鈴木 優大(普1) 仁村 玲哉(普1) 古澤 来飛(普1)

12/12 東京都西東京市 野本 晴貴(普2) 田口 広人(普2) 相澤 龍之介(普2)

早稲田大学東伏見グラウンド 小林 聖弥(普2) 秋葉 脩大(普2) 細田 真之介(普3)

神奈川県川崎市 光永 巧(普3) 両角 智也(普3) 山下 大貴(普3)

富士通スタジアム川崎 髙田 颯人(保1) 荻野 八真斗(保1) 山口 怜真(保1)

廣瀬 大翔(保1) 矢作 祐介(保1) 横田 壮真(保1)

松尾 風沙(保1) 岡田 一輝(保2) 名波 亮我(保2)

山﨑 樹璃(保2) 涌井 光塁(保2) 髙橋 大河(保3)

長島 秀羽(保3) 成田 匠(保3) 坂田 光翼(保3)

林 光流(保3) 稲垣 源輝(保3) 木村 瑳和人(保3)

田中 大雅(保3)

【男子第７２回・女子第３３回全国高等学校駅伝競走大会】
部　名 期日 会　　場 監督・コーチ

男子駅伝 12/26 京都府京都市 神山洋一 鍵山 光琉(普2) 久保田 琉月(普2) 小山 翔也(普2)

西京極陸上競技場 本間 颯(普2) 森 基(普3)

瀬川 翔誠(普3) 板橋 将吾(普3) 松井 海斗(保1)

吉田 蔵之介(保2) ◎佐藤 大介(普1) ◎岡野 智也(普2)

◎髙島 翔成(普2) ◎松村 隆希(普3)

女子駅伝 12/26 京都府京都市 田村敬明 田中 希実(普2) 前田 七海(普2) 手島 碧(普2)

西京極陸上競技場 中澤 咲絵子(普3) 丹野 菜々美(保1) 岩淵 光希(保1)

椙山 恵衣(保2) 大山 まなみ(保3) ◎大木 愛実(普3)

◎石渡 未夏(保3)

【春の高校バレー第７４回全日本バレーボール高等学校選手権大会】
部活動名 大会期日 会　　場 監督・コーチ

男子バレーボール 1/5 東京都渋谷区 伊藤寿一 舩本 晴生(保1) 木村 勇暉(保1) 小林 愛翔(保2)

～9 東京体育館 武笠麻衣子 後藤 優希(保2) 田口 翔梧(保2) 宮入 茂凱(保2)

旭山隆之 上沼 翔也(保2) 安岡 朔哉(保2) 黒田 悠斗(保2)

金子 遼祐(保3) 工藤 築(保3) 小林 葵翔(保3)

長友 優夢(保3) 伊東 聖翔(保3) 島津 玲良(保3)

島村 健斗(保3) 坂本 大輝(保3)

◎新井 唯斗(普2)

【第７１回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会】
部活動名 大会期日 会　　場 監督・コーチ

スケート 1/17 青森県八戸市 格地現 長 新大(普1) 石山 泰雅(普1) 高見澤 英翔(保1)

（アイスホッケー） ～21 テクノルアイスパーク八戸 平田祥紘 大石 優斗(保1) 筒本 路加(保1) 古戸 凛(保1)

岡田 伊織(保1) 安藤 佑真(保1) 小桒 潤矢(保1)

朝比奈 大心(保2) 棚橋 悠紀(保2) 木村 詠二(保2)

木村 陽斗(保2) 渡邉 力輝(保2) 吉川 大晃(保2)

毛塚 大翔(保2) 野中 洵稀(保2) 宮脇 星太(保2)

青木 諒大(保3) 井口 藍仁(保3) 斉藤 世龍(保3)

村社 海莉(保3) 横須賀 大夢(保3) 中村 晃世(保3)

常川 渉稀(保3) 森岡 滉葵(保3) 木村 励(保3)

(フィギュア) 青森市　盛運輸アリーナ 山田 琉伸(普2) 佐藤 駿(保3)

令和３年度　冬季全国大会　出場選手

選手　（※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

選　　　　手　　（※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

選　　　　手　　（※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

選　　　　手　　（※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

選手



【第４９回バトントワーリング全国大会】
部活動名 大会期日 会　　場 監督・コーチ

バトン 12/11 千葉県千葉市 中澤瑠美 内山 洋音(普1) 石井 歩咲(普1) 澁谷 理桜(普2)

幕張メッセイベントホール 清水 梨花(普2) 沼口 紗緒莉(普2) 東 光都(普2)

竹口 璃乙(普2) 豊田 結衣(普3) 奥田 芽生(普3)

加藤 妃和理(普3) 伊藤 柚穂(普3) 井上 遙(普3)

多田 結菜(普3)

【第４８回マーチングバンド全国大会】
部名 期日 会　　場 監督・コーチ

マーチングバンド 12/12 埼玉県さいたま市 須永隆 小沢 美羽(普1) 木内 潮音(普1) 江端 衣舞(普1)

さいたまスーパーアリーナ 佐藤佳子 宮原 春香(普1) 中川 遥(普1) 山本 健太(普1)

飯田 彩花(普1) 岩阪 倫子(普1) 朝井 莉音(普1)

宮川 普(普1) 山﨑 梨乃(普1) 相川 七海(普1)

山﨑 衣澄(普1) 古市 琉偉(普1) 堤 祐翔(普1)

直井 瑛(普1) 真中 晴都(普1) 山田 颯大(普1)

栗原 祐菜(普1) 髙田 楓友(普1) 藤井 亜優(普1)

青木 陽菜(普1) 秋山 怜愛(普1) 井上 実優(普1)

小坂 結奈(普1) 河野 拓真(普1) 齋藤 悠海(普1)

関根 遼大(普1) 荻野 晄凪(普1) 篠田 若菜(普1)

原田 華(普1) 八巻 結(普1) 吉田 聡美(普1)

髙場 まこ(普1) 松尾 優香里(普1) ｱﾔﾃﾞｨﾓ 茉莉(普1)

堀田 葵(普1) 横溝 琉花(普1) 小能 樹(普1)

上田 美沙輝(普1) 木幡 友音(普2) 小田 実花(普2)

金井 佑奈(普2) 山方 遥介(普2) 神谷 妃香(普2)

林 実由(普2) 大久保 冴吹(普2) 佐藤 雅也(普2)

齊藤 心初(普2) 小田桐 万里花(普2) 田口 祐衣(普2)

藤田 りんね(普2) 青山 航士(普2) 小野瀬 暁之(普2)

宮本 優輔(普2) 木暮 桃花(普2) 柳川 莉穂(普2)

笠原 明浩(普2) 遊佐 大翔(普2) 金子 真唯(普2)

渋江 愛咲(普2) 福島 史門(普2) 米田 奈未(普2)

仲田 和叶(普2) 藤井 星湖(普2) 又吉 佑美(普2)

坂本 陽都(普2) 田中 杏奈(普2)

内藤 虹奈(普2) 大久保 龍太(普2) 庄司 陽紀(普2)

黒須 愛菜(普2) 清水 香澄(普2) 宮本 琉衣(普2)

首藤 孔明(普2) 天野 彩夏(普2) 関口 陽菜(普2) 

並木 心音(普2) 石村 香春(普2) 落合 杏優(普2)

小島 菜摘(普2) 星野 菜摘(普2) 中村 天哉(普2)

土居 陽菜(普3) 鴨生 咲来(普3) 川村 龍羽(普3)

藤森 叶多(普3) 遠藤 翼(普3) 鈴木 菜月(普3)

沼尻 雅輝(普3) 松尾 陽佑(普3) 石川 栞(普3)

磯田 萌絵(普3) 岩井 朱寧(普3) 百瀨 莉子(普3)

飯野 太尊(普3) 泉 智之(普3) 坂田 有希(普3)

中山 虎太郎(普3) 牛若 柚衣子(普3) 北村 智(普3)

桑 莉音(普3) 清水 優舞(普3) 田辺 椋大(普3)

山下 紅羽(普3) 髙木 彩花(普3) 髙場 みこ(普3)

永井 陽菜(普3) 渡邊 花鈴(普3) 榎本 政信(普3)

今野 華弥(普3) 中津川 千聖(普3) 内野 紗良(普3)

遠藤 柚稀(普3) 河﨑 心美(普3) 横川 和香(普3)

井口 弘一(普3) 岩貝 瑞菜(普3) 西郷 由菜(普3)

寺澤 羽瑠香(普3) 樋口 桃子(普3) 水岡 夏々(普3)

山城 柚莉乃(普3) 吉田 萌花(普3) 大嶋 翔太(普3)

伊藤 凪風(普3) 柿沼 大樹(普3) 川末 和真(普3)

髙橋 隼之介(普3) 森田 藍翔(普3) 米原 泰州(普3)

池田 杏咲(普3) 鎌田 莉乃(普3)

小島 恵翔(中1) 稲村 悠太(中2) 平野 紗耶(中2)

吉野 伶羅(中2) 山中 悠凛(中2) 中川 月(中3)

遠藤 南実(中3)

選　　　　手　　（※補欠、◎マネージャー、◇セコンド他）

選手


