
氏名 種目 認定

1 濱田　真由 テコンドー １０年目

2 金持　義和 水泳（デフ） ８年目

3
副島　亀里
ララボウ　ラティアナラ ラグビー ５年目

4 大谷　桃子 車いすテニス ３年目

5 堤　ほの花 ラグビー ３年目

6 簑原　由加利 自転車（デフ） ３年目

7 江島　由高 サッカー（デフ） ３年目

8 佐藤　光 カヌー ３年目

9 岡田　奎樹 セーリング ２年目

10 津岡　翔太郎 ラグビー １年目

SSPトップアスリート



1 樋口　結花 山岳（クライミング） ４年目

2 田中　龍馬 柔道 ４年目

3 近藤　隼斗 柔道 ４年目

4 靏本　直生 山岳（クライミング） ４年目

5 豊島　我空 柔道 ４年目

6 山下　結華 テコンドー ４年目

7 國元　悠衣 ボート ４年目

8 永石　康寛
バドミントン
※デフ種目

４年目

9 中野　伸哉 サッカー ３年目（再認定）

10 末次　晃也 サッカー ３年目（再認定）

11 田中　禅 サッカー ３年目（再認定）

12 荒木　瑞生 レスリング ３年目（再認定）

13 中山　由菜 セーリング ３年目（再認定）

14 川原　大和 ホッケー ３年目（再認定）

15 松本　純弥 ラグビー ３年目（再認定）

16 成富　丈一郎 ボクシング ３年目（再認定）

17 木村　歩夢 ボクシング ３年目（再認定）

18 百武　強士 陸上競技 ３年目（再認定）

19 諏訪間　新之亮 レスリング ２年目

20 小柴　伊織 レスリング ２年目

21 須田　快晴 レスリング ２年目

22 尾西　大河 レスリング ２年目

23 小野　正之助 レスリング ２年目

24 藤田　匠賢 レスリング ２年目

25 野田　聖人 テコンドー ２年目

26 貞松　優華 ボクシング ２年目

27 山本　駿太
卓球
※パラ（知的）

２年目

28 森山　大樹
水泳
※パラ（知的）

２年目

29 小川　夢希也 剣道 新規

30 古川　寛華 剣道 新規

31 宮原　空哉 陸上 新規

32 高田　裕介 ライフル射撃 新規

33 宮地　雛子
卓球
※パラ（知的）

新規

34 井浦　一希 ライフル射撃 新規（Ｗ）

35 古田　育男 フェンシング 新規（Ｗ）

SSPライジングアスリート
氏名 種目 認定年数

※９～１８の選手は再認定　２９～３５の選手は新規認定（うち３４、３５の選手は新制度のライジングアスリートＷとして認定）



氏名 種目 認定

1 江口　凌雅 剣道 ４年目

2 曽根崎　しずく 体操 ４年目

3 伊藤　翔哉 レスリング ３年目

4 寺川　琉之介 水泳 ３年目

5 山本　七海 体操 ３年目

6 渡辺　明志 ラグビー ３年目

7 籾井　野々華 体操 ２年目

8 掛林　紗衣 山岳 ２年目

9 上園田　心太浪 セーリング ２年目

10 橋口　茉央 柔道 ２年目

11 吉本　萌乃 柔道 ２年目

12 嶋内　さおり 剣道 ２年目

13 吉田　海耶 レスリング ２年目

14 怡土　悠馬 レスリング ２年目

15 小野　こなみ レスリング ２年目

16 松原　拓郎 レスリング ２年目

17 寺田　都姫 ボクシング ２年目

18 勝目　龍馬 ラグビー ２年目

19 徳永　優太 ラグビー ２年目

20 川越　大地 ラグビー ２年目

21 田上　晴登 ラグビー ２年目

22 松元　蓮真 ラグビー ２年目

23 峰　愛美 ラグビー ２年目

24 金子　琉聖 ラグビー 新規

25 内川　朝陽 ラグビー 新規

26 服部　莞太 ラグビー 新規

27 川名　琉陽 ラグビー 新規

28 後藤　翔大 ラグビー 新規

29 安田　尊 ラグビー 新規

30 町田　美陽 ラグビー 新規

31 片岡　詩 ラグビー 新規

32 須田　宝 レスリング 新規

33 飯塚　康太 レスリング 新規

34 中村　響希 レスリング 新規

35 白川　剣斗 レスリング 新規

36 楢原　慶輝 サッカー 新規

37 福井　太智 サッカー 新規

38 水間　仁子 柔道 新規

39 鹿　歩夏 柔道 新規

40 田中　龍雅 柔道 新規

41 大坪　奨武 柔道 新規

42 永松　莉菜 柔道 新規

43 近藤　美月 柔道 新規

44 田島　やまぶき 体操 新規

45 重松　里歩 体操 新規

46 石橋　知也 体操（新体操） 新規

47 川内　珠羅 体操（新体操） 新規

48 浅田　匠 体操（新体操） 新規

49 井口　佳玲 体操 新規

50 川野　桜都 バスケットボール 新規

51 早田　陽帆 バスケットボール 新規

52 永淵　亜実 バスケットボール 新規

53 辻　奈奈 ソフトボール 新規

54 枝松　愛子 ソフトボール 新規

55 永石　小雪 陸上（短距離） 新規

56 吉田　亨介 陸上（短距離） 新規

57 野田　浩太郎 陸上（短距離） 新規

SSPホープアスリート



58 立花　愛莉 剣道 新規

59 武田　侑弥 剣道 新規

60 井石　優菜 剣道 新規

61 藤崎　柚萌 剣道 新規

62 宮原　紳瑠 ボクシング 新規

63 吉田　陸矢 ライフル射撃 新規

64 川口　竜輝 カヌー 新規

65 城島　拓史 カヌー 新規

66 大岩　歩夢 カヌー 新規

67 村山　聖来 水泳（飛込） 新規

68 森田　敏正 水泳（競泳） 新規

69 大内　晴名 水泳（飛込） 新規

70 下田　大夢 バレーボール 新規

71 東島　　翔 相撲 新規

72 満上　颯悟 相撲 新規

73 笠原　裕奈 ボウリング 新規

74 中島　望結 ボウリング 新規

75 藤井　智暉 ソフトテニス 新規

76 通谷　律 山岳 新規

※２４～７６の選手が新規認定


