
２０２２年６月２０日 

  選手強化委員会 

（ジュニア育成担当）副委員長 成山悟史 

 

育成アスリート認定選手・ナショナルタレント指定選手公開 

 

２０２２年５月２８日付「２０２２年度育成アスリート・ナショナルタレント指定基準及

び海外派遣要綱」に基づき、下記の通り育成アスリートおよびナショナルタレントの指定を

申請に基づいて委員会で確認し認定を行いました。以下の通り公開いたします。 

（６月１８日までの申請者より指定） 

尚、指定期間は２０２３年３月３１日までとします。 

 

２０２２年度 育成アスリート指定選手 

◆ ライフル種目 

種目 カテゴリー 射手名 所属 新 

ＡＲ・R3×20 ユニバ・U23 前田 留那 (公財)朝霞市文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興公社  

R3×20 ユニバ・U23 町田 莉子 大日本印刷株式会社 新 

ＡＲ ユニバ・U23 鈴木 志佳 自衛隊体育学校  

ＡＲ・R3×20 ユニバ・U23 西 千里 日本大学  

ＡＲ・R3×20 ユニバ・U23 堀之内 愛 日本大学  

ＡＲ・FR3×20 ユニバ・U23 池邉 龍平 皇學館大学  

ＡＲ ユニバ・U23 小久保 雄太 明治大学  

ＡＲ・FR3×20 ユニバ・U23 大塩 勇斗 明治大学 新 

ＡＲ・FR3×20 ジュニア 橋本 昂希 法政大学  

ＡＲ ジュニア 三浦 莉桜 明治大学  

ＡＲ ジュニア 鈴木 航太 明治大学 新 

ＡＲ ジュニア 竹内ひまり 法政大学  

ＡＲ ジュニア 高木 葵 中央大学  

ＡＲ ジュニア 田邊 伶奈 立命館大学  

ＡＲ ジュニア 平野 真歩 同志社大学  

ＡＲ ジュニア 関口 慈英 明治大学  

ＡＲ ジュニア 野畑 美咲 明治大学  

ＡＲ ジュニア 柳澤 灯 日本大学  

ＡＲ ジュニア 松浦 悠斗 関西大学  

ＡＲ ユース 岡田 美月 済美高校 新 

ＡＲ ユース 河本 弦希 鶯谷高校 新 

ＡＲ ユース 野村 奈生 大分県立別府翔青高校  

ＡＲ ユース 山田 崇太 済美高校 新 

ＡＲ ユース 嘉部 恋 西武学園文理高校  

ＡＲ ユース 山田 咲来 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ  

ＡＲ ユース 大山 誠道 国際学院高校  

ＡＲ ユース 平野 佳那 済美高校 新 

 



◆ ピストル種目 

種目 カテゴリー 射手名 所属 新 

ＡＰ ユニバ・U23 山口 航輝 同志社大学  

ＡＰ ユニバ・U23 佐竹 優悟 同志社大学  

ＡＰ ジュニア 岩佐 正貴 自衛隊体育学校 新 

ＡＰ ジュニア 松田 健太郎 日本大学  

ＡＰ ジュニア 吉村 和徳 同志社大学  

ＡＰ ジュニア 小柳 勇生 福岡県  

ＡＰ ジュニア 小西 伶奈 日本大学  

ＡＰ ジュニア 山田 実花 同志社大学  

ＡＰ ユース 山崎 竜成 伊予農業高校 新 

ＡＰ ユース 鬼丸 凛太郎 三浦学苑高校 新 

ＡＰ ユース 佐藤 宗哉 大分県立由布高校  

ＡＰ ユース 阿部 花諭 土佐女子高校  

ＡＰ ユース 東 晴七 愛媛県立宇和島南中等教育学校 新 

ＡＰ ユース 西田 葵 JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ  

ＡＰ ユース 内田 翼 長崎県立長崎北高等学校 新 

ＡＰ ユース 齋藤 梨衣 星槎国際高校  

ＡＰ ユース 野崎 美羽 昌平高校  

ＡＰ ユース 横田 大和 栄北高校  

ＡＰ ユース 三浦 寿花 秋田市立城南中学校  

※ 種目は申請された種目を確認し掲載しています。(未申請種目は指定されません) 

※ ＡＲ・ＡＰ種目でユース基準をクリアした中学生はユース指定となります 

 

２０２２年度 ナショナルタレント指定選手 

 種目 カテゴリー 射手名 所属 新 

ラ

イ

フ

ル 

ＢＲ カデット 藤井 愛子 香川県三木町立三木中学校  

ＢＲ カデット 阿部 暁梨沙 山形県三川町立三川中学校  

ＡＲ カデット 河野 愛禾 愛媛県松前町立岡田中学校  

ＢＲ カデット 山岸 直人 国際学院中学校 新 

ＢＲ カデット 吉田 優 国際学院中学校 新 

ＢＲ カデット 大野 望叶 国際学院中学校 新 

ＡＲ カデット 丸本 敦士 愛媛県伊予市立港南中学校  

ピ

ス

ト

ル 

ＢＰ カデット ジャスヒン ハスナット 国際学院中学校  

ＢＰ カデット 大信田 光琉 秋田県大仙市立大曲中学校  

     

     

※ ナショナルタレント指定された選手でＡＲ・ＡＰ種目でユース基準をクリアした場合は

再度申請を行うことにより育成アスリートのユース指定選手となります 

★ 次回は７月末時点の申請選手を８月中旬に発表いたします。 


