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 競技種目 学校名及び氏名 性別 学年 所 属 指定年度 

＊１ 野球・高校 福野高等学校野球部 男 ― 福野高等学校野球部 21 

＊２ 野球・高校 高岡商業高校野球部 男 ― 高岡商業高校高等学校野球部 21 

1 野球・中学 伊藤 圭吾 男 中3 魚津東部中学校 21 

2 野球・中学 加藤 翔太 男 中3 魚津東部中学校 21 

3 野球・中学 清水  翔 男 中3 魚津東部中学校 21 

4 野球・中学 中村 准規 男 中3 早月中学校 21 

5 野球・中学 金川 広樹 男 中3 早月中学校 21 

6 野球・中学 武田 宣樹 男 中3 滑川中学校 21 

7 野球・中学 齋藤  亮 男 中3 上市中学校 21 

8 野球・中学 沢崎  生 男 中3 雄山中学校 21 

9 野球・中学 跡冶 陽太 男 中3 雄山中学校 21 

10 野球・中学 嶋田 浩太 男 中3 岩瀬中学校 21 

11 野球・中学 宮村 和磨 男 中3 岩瀬中学校 21 

12 野球・中学 藤野  悠 男 中3 富山北部中学校 21 

13 野球・中学 福井   寛 男 中3 堀川中学校 21 

14 野球・中学 小柴 和也 男 中3 奥田中学校 21 

15 野球・中学 藤岡 康樹 男 中3 富山西部中学校 21 

16 野球・中学 森元 裕樹 男 中3 新庄中学校 21 

17 野球・中学 村上  準 男 中3 芝園中学校 21 

18 野球・中学 北條 拓磨 男 中3 富山大学附属中学校 21 

19 野球・中学 下村  遼 男 中3 楡原中学校 21 

20 野球・中学 清水 雅文 男 中3 大門中学校 21 

21 野球・中学 澤田 快斗 男 中3 大門中学校 21 

22 野球・中学 二山 真光 男 中3 新湊南部中学校 21 

23 野球・中学 堀江 一馬 男 中3 新湊南部中学校 21 

24 駅伝・高校 永井 良祐 男 高3 富山商業高校 17，18，19，20，21 

25 駅伝・高校 須河 宏紀 男 高3 富山商業高校 19，20，21 

26 駅伝・高校 四方田春樹 男 高2 富山商業高校 20，21 

27 駅伝・高校 荒川 嘉貴 男 高2 富山商業高校 20，21 

28 駅伝・高校 関野紀磨呂 男 高2 富山商業高校 20，21 

平成２１年度 スポーツ医・科学的トレーニング強化指定選手 
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 競技種目 学校名及び氏名 性別 学年 所 属 指定年度 

29 駅伝・高校 堀  壮志 男 高2 富山商業高校 20，21 

30 駅伝・高校 村椿 樹弥 男 高2 富山商業高校 20，21 

31 駅伝・高校 松﨑 鷹樹 男 高2 富山商業高校 20，21 

32 駅伝・高校 桜井 悠輔 男 高1 富山商業高校 21 

33 駅伝・高校 高井 琢也 男 高１ 富山商業高校 21 

34 駅伝・高校 原井 拓実 男 高1 富山商業高校 21 

35 駅伝・高校 杉谷 大夢 男 高1 富山商業高校 21 

36 駅伝・高校 西川 弘貢 男 高1 富山商業高校 21 

37 駅伝・高校 数土 航基 男 高1 富山商業高校 21 

38 駅伝・高校 長江 遼 男 高3 高岡向陵高校 18，19，20，21 

39 駅伝・高校 岩井 一泰 男 高3 高岡向陵高校 18，19，20，21 

40 駅伝・高校 永井 秀篤 男 高2 高岡向陵高校 18，19，20，21 

41 駅伝・高校 坂田 学 男 高１ 高岡向陵高校 19，20，21 

42 駅伝・高校 山本 拓巳 男 高１ 高岡向陵高校 21 

43 駅伝・高校 酒井 彩花 女 高3 富山商業高校 17，18，19，20，21 

44 駅伝・高校 森 英利香 女 高3 富山商業高校 19，20，21 

45 駅伝・高校 須河沙央理 女 高2 富山商業高校 19，20，21 

46 駅伝・高校 藤永未沙稀 女 高2 富山商業高校 20，21 

47 駅伝・高校 小坂 依里 女 高2 富山商業高校 20，21 

48 駅伝・高校 梅原  凌 女 高2 富山商業高校 19，20，21 

49 駅伝・高校 澤田 翔子 女 高１ 富山商業高校 21 

50 駅伝・高校 清水 理沙 女 高1 富山商業高校 19，20，21 

51 駅伝・高校 南 沙良 女 高1 富山商業高校 21 

52 駅伝・高校 森 聡子 女 高1 龍谷富山高校 20，21 

53 駅伝・中学 森田 悠介 男 中3 小杉中学校 21 

54 駅伝・中学 才記 壮人 男 中3 岩瀬中学校 21 

55 駅伝・中学 寺澤  望 男 中3 雄山中学校 21 

56 駅伝・中学 細森 大輔 男 中3 出町中学校 20，21 

57 駅伝・中学 水野 一輝 男 中3 片山学園 21 

58 駅伝・中学 福居 紗希 女 中3 富山南部中学校 21 

59 駅伝・中学 町口 幾美 女 中3 小杉中学校 21 

60 駅伝・中学 間野 七彩 女 中3 魚津東部中学校 21 
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 競技種目 学校名及び氏名 性別 学年 所 属 指定年度 

61 駅伝・中学 北島 有澄香 女 中3 富山大学付属中学校 21 

62 駅伝・中学 浅地 千帆 女 中3 城端中学校 21 

63 ｱﾙﾍ ﾝ゚ 高島 崇仁 男 高3 富山第一高校 19，20，21 

64 ｱﾙﾍ ﾝ゚ 室田 健悟 男 高3 砺波工業高校 19，20，21 

65 ｱﾙﾍ ﾝ゚ 宮岸 拓矢 男 高1 南砺平高校 19，20，21 

66 ｱﾙﾍ ﾝ゚ 角  朝美 女 高3 雄山高校 19，20，21 

67 ｱﾙﾍ ﾝ゚ 宮崎恵里花 女 高1 富山第一高校 19，20 

68 ｱﾙﾍ ﾝ゚ 蟹谷ともみ 女 高1 富山第一高校 18，19，20，.21 

69 ｱﾙﾍ ﾝ゚ 谷口 太一 男 中3 小杉中学校 19，20，21 

70 ｱﾙﾍ ﾝ゚ 北島雄一郎 男 中3 福光中学校 19，20，21 

71 ｱﾙﾍ ﾝ゚ 村上 修盛 男 中3 山田中学校 19，20，21 

72 ｱﾙﾍ ﾝ゚ 村上 千明 女 中3 吉江中学校 21 
73 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  野原 敏樹 男 高3 南砺総合平高校 18，19，20，.21 

74 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  中島 拓哉 男 高3 南砺総合平高校 20 

75 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  西田   真 男 高3 南砺総合平高校 19，20，21 

76 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  井渕 雄大 男 高2 南砺総合平高校 19，20，21 

77 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  宮脇 尚人 男 高2 南砺総合平高校 19，20，21 

78 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  梅本 亮平 男 高2 南砺総合福野高校 20，21 

79 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  塚原 千絵 女 高3 南砺総合平高校 20，21 

80 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  長田 美鈴 女 高2 南砺総合平高校 20，21 

81 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  清水 沙紀 女 高3 雄山高校 20，21 

82 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  原 友梨子 女 高3 雄山高校 20，21 

83 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  馬場美沙紀 女 1高 雄山高校 20，21 

84 ｺﾝﾊ ｲ゙ﾝﾄ゙・ｼ ｬ゙ﾝﾌ  ゚ 山元 豪 男 中3 上滝中学校 21 

85 ｺﾝﾊ ｲ゙ﾝﾄ゙・ｼ ｬ゙ﾝﾌ  ゚ 椙本 信太郎 男 中2 上滝中学校 21 

86 ｺﾝﾊ ｲ゙ﾝﾄ゙・ｼ ｬ゙ﾝﾌ  ゚ 高尾 秀平 男 中2 上滝中学校 21 

87 ｺﾝﾊ ｲ゙ﾝﾄ゙・ｼ ｬ゙ﾝﾌ  ゚ 片山 桂 男 中1 上滝中学校 21 

88 ｺﾝﾊ ｲ゙ﾝﾄ゙・ｼ ｬ゙ﾝﾌ  ゚ 谷口 未来 男 中1 上滝中学校 21 

89 ｺﾝﾊ ｲ゙ﾝﾄ゙・ｼ ｬ゙ﾝﾌ  ゚ 山元 一馬 男 中1 上滝中学校 21 

90 水球 丸山 真史 男 高3 富山北部高校 17，18，19，20，21 

91 水球 日又 啓輔 男 高3 富山北部高校 18，19，20，21 

92 水球 蔵堀 貴大 男 高3 富山北部高校 18，19，20，21 
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 競技種目 学校名及び氏名 性別 学年 所 属 指定年度 

93 水球 按田 大成 男 高3 富山北部高校 18，19，20，21 

94 水球 柴原 吉輝 男 高3 富山北部高校 19，20，21 

95 水球 永井 裕樹 男 高3 富山北部高校 19，20，21 

96 水球 柏 勇輔 男 高3 富山商船高等専門学校 19，20，21 

97 水球 武田 望 男 高2 富山北部高校 19，20，21 

98 水球 縄井 裕平 男 高2 富山北部高校 19，20，21 

99 水球 冨樫 和馬 男 高2 富山北部高校 19，20，21 

100 水球 宮本 直貴 男 高2 富山北部高校 19，20，21 

101 水球 樫山 将博 男 高2 龍谷富山高校 20，21 

102 水球 講神 航 男 高2 富山北部高校 20，21 

103 水球 堀 泰貴 男 高1 富山北部高校 21 

104 水球 田中 雄基 男 高1 富山北部高校 21 

105 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸ  ゙ 池田 優馬 男 高3 滑川高校 19，20，21 

106 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸ  ゙ 池田 凌馬 男 高3 滑川高校 20，21 

107 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸ  ゙ 城戸 良介 男 高3 滑川高校 19，20，21 

108 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸ  ゙ 川岸 航 男 高3 滑川高校 20，21 

109 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸ  ゙ 稲垣 万里 男 高2 滑川高校 20，21 

110 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸ  ゙ 魚岸 俊宏 男 高2 滑川高校 20，21 

111 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸ  ゙ 三田 優樹 男 高2 滑川高校 19，20，21 

112 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸ  ゙ 竹之内海人 男 高2 滑川高校 19，20，21 

113 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸ  ゙ 谷口 もも 女 高3 滑川高校 19，20，21 

114 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸ  ゙ 徳本 みさき 女 高2 滑川高校 20，21 

115 ｱｲｽﾎｯｹｰ  若林 達也 男 高3 龍谷富山高校 19，20，21 

116 ｱｲｽﾎｯｹｰ  岡田 顕 男 高3 龍谷富山高校 19，20，21 

117 ｱｲｽﾎｯｹｰ  野上 大樹 男 高3 龍谷富山高校 19，20，21 

118 ｱｲｽﾎｯｹｰ  小林 潤 男 高3 龍谷富山高校 19，20，21 

119 ｱｲｽﾎｯｹｰ  島  京平 男 高3 龍谷富山高校 19，20，21 

120 ｱｲｽﾎｯｹｰ  市田 真大 男 高2 龍谷富山高校 19，20，21 

121 ｱｲｽﾎｯｹｰ  大松 昌樹 男 高2 龍谷富山高校 19，20，21 

122 ｱｲｽﾎｯｹｰ  藤枝 晃太郎 男 高2 龍谷富山高校 19，20，21 

123 ｱｲｽﾎｯｹｰ  岩井 雄介 男 高2 龍谷富山高校 19，20，21 

124 ｱｲｽﾎｯｹｰ  相澤 康樹 男 高2 龍谷富山高校 19，20，21 

125 ｱｲｽﾎｯｹｰ  仁井田 希星 男 高1 龍谷富山高校 20，21 

126 ｱｲｽﾎｯｹｰ  山田 凌 男 高1 龍谷富山高校 20，21 
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127 ｱｲｽﾎｯｹｰ  金戸 竜成 男 高1 龍谷富山高校 20，21 

128 ｱｲｽﾎｯｹｰ  金厚 宏 男 高1 龍谷富山高校 20，21 

129 ｱｲｽﾎｯｹｰ  竹内 佑 男 高3 富山イーグルス 20，21 

130 ｱｲｽﾎｯｹｰ  小倉 憲太 男 高2 富山イーグルス 20，21 

131 ｱｲｽﾎｯｹｰ  東海祐希 男 高1 富山イーグルス 21 

132 ｱｲｽﾎｯｹｰ  藤田 遥 男 高1 富山イーグルス 21 

133 ｿﾌﾄﾃﾆｽ  山下 恵 女 一般 タカギセイコー 19，20，21 

134 ｿﾌﾄﾃﾆｽ  中尾 真梨子 女 一般 タカギセイコー 19，20，21 

135 ｿﾌﾄﾃﾆｽ  高橋 郁美 女 一般 タカギセイコー 21 

136 ｿﾌﾄﾃﾆｽ  膳亀 美奈子 女 一般 タカギセイコー 21 

137 ｿﾌﾄﾃﾆｽ  佐藤 仁美 女 一般 タカギセイコー 19，20，21 

138 ｿﾌﾄﾃﾆｽ  前田 優 女 一般 タカギセイコー 21 

139 ｿﾌﾄﾃﾆｽ  弓野 加佳 女 一般 タカギセイコー 21 

140 ｿﾌﾄﾃﾆｽ  石田 菜摘 女 一般 タカギセイコー 21 

141 ｿﾌﾄﾃﾆｽ  宮下 愛美 女 一般 タカギセイコー 21 

 

＊１ 野球・高校は夏甲子園出場チーム福野高等学校 
＊２ 野球・高校は選抜大会出場チーム高岡商業高等学校 

 


