
第７６回三重国体　女子指名選手一覧

女子４９㎏級

№ 都道府県 氏　　名 所　　属 生年 トータル 大　会　名 備考

1 岐阜県 高橋　いぶき 株式会社タケダドラッグ 1997 176 第76回国体　岐阜県予選会

2 千葉県 鈴木　梨羅 ALSOK 1998 175 第76回国体　千葉県予選会

3 石川県 山下　笑佳 飯田高等学校 2004 164 第76回国体　石川県予選会

4 兵庫県 西浦　実桜 日本体育大学 2001 158 令和2年度第66回全日本学生個人選手権大会 特別対応

5 愛媛県 安部　希美 新居浜西高等学校 2003 157 第76回国体　愛媛県予選会

5 沖縄県 伊良皆　理絵 沖縄県ウエイトリフティング協会 1999 157 第20回全日本大学対抗女子選手権大会 特別対応

7 群馬県 岡田　夏美 金沢学院大学 2001 156 第76回国体　群馬県予選会

8 長崎県 山道　穂乃香 九州国際大学 1999 152 第76回国体　長崎県予選会

9 埼玉県 糸数　加奈子 自衛隊体育学校 1992 151 第76回国体　埼玉県予選会

10 北海道 佐々木　暁 早稲田大学 2001 143 第48回北海道高等学校新人戦 特別対応

11 岩手県 鈴木　莉乃 早稲田大学 2000 142 令和2年度全日本大学対抗選手権大会 特別対応

11 福井県 渡辺　真生 東京国際大学 2000 142 第76回国体　福井県予選会

13 宮城県 平井　杏奈 宮城県ウエイトリフティング協会 1992 141 第76回国体　宮城県予選会

13 宮崎県 萱嶋　柚葉 小林高等学校 2003 141 第76回国体　宮崎県予選会

15 三重県 小林　瑞季 株式会社　鈴鹿インター 2002 126 第76回国体　三重県予選会 開催県

女子５５㎏級

№ 都道府県 氏　　名 所　　属 生年 トータル 大　会　名 備考

1 沖縄県 佐渡山　彩奈 いちご株式会社 1994 192 2021アジア選手権大会 免除者

2 香川県 吉田　いぶき 早稲田大学 2001 182 第41回全日本ジュニア選手権大会 特別対応

3 茨城県 安嶋　千晶 スポーツプラザ山新 1996 180 第76回国体　茨城県予選会

4 群馬県 原　沙織 早稲田大学 2000 177 第76回国体　群馬県予選会

5 福岡県 柳田　瑞季 九州国際大学(職） 1992 172 第76回国体　福岡県予選会

6 福島県 安藤　千鈴 東京国際大学 2001 170 第66回全日本学生個人選手権大会 特別対応

6 栃木県 井﨑　茅夏 栃木県スポーツ協会 1998 170 第76回国体　栃木県予選会

6 福井県 細見　綾香 若狭健康福祉センター 1995 170 第76回国体　福井県予選会 特別対応

6 京都府 川﨑　菜々紗 海洋高等学校 2005 170 第76回国体　京都府予選会

10 東京都 関根　葵 日本体育大学 2000 169 第76回国体　東京都予選会

10 神奈川県 佐藤　友咲 日本大学藤沢高等学校 2004 169 第76回国体　神奈川県予選会 特別対応

12 石川県 可児　遥 金沢学院大学付属高校 2004 168 第76回国体　石川県予選会

13 滋賀県 堤　茉央 安曇川高等学校 2004 165 第76回国体　滋賀県予選会

14 岡山県 丹下　桃花 JFFスチール（株）西日本製鉄所 2002 161 令和２年度岡山県秋季大会 特別対応

15 三重県 松本　奈々 飯野高等学校（教） 1997 145 第76回国体　三重県予選会 開催県

女子５９㎏級

№ 都道府県 氏　　名 所　　属 生年 トータル 大　会　名 備考

1 千葉県 安藤　美希子 (株)FCコンサルティング 1992 226 第74回国民体育大会 免除者

2 福島県 遠藤　梨李 東京国際大学 2002 192 第66回全日本大学対抗選手権大会 特別対応

3 栃木県 山村　侑生 栃木県スポーツ協会 1997 187 第76回国体　栃木県予選会

4 群馬県 寺島　奈穂 金沢学院大学大学院 1998 183 第76回国体　群馬県予選会

4 東京都 橋本　夏実 早稲田大学 2002 183 第76回国体　東京都予選会

6 沖縄県 具志堅　莉奈 東京国際大学 2000 181 第11回全日本女子選抜選手権大会 特別対応

7 京都府 五十川　いずみ 日本体育大学 2001 180 第76回国体　京都府予選会

8 兵庫県 木村　咲紀 早稲田大学 2001 175 令和2年度第41回全日本ジュニア選手権大会 特別対応

9 茨城県 山口　千尋 早稲田大学 1999 173 第76回国体　茨城県予選会

10 香川県 造田　愛永 多度津高等学校（教） 1996 170 第76回国体　香川県予選会

11 岡山県 瀬尾　佳菜子 日本体育大学 2002 168 第41回全日本ジュニア選手権大会 特別対応

12 滋賀県 飛田　沙織 堅田高等学校 2004 167 第76回国体　滋賀県予選会

12 長崎県 溝口　初音 日本体育大学 2002 167 第76回国体　長崎県予選会

14 秋田県 後藤　叶 金沢学院大学 2002 165 第11回全日本女子選抜選手権大会 特別対応

15 三重県 山本　真鼓 鈴鹿大学（職） 1996 180 第76回国体　三重県予選会 開催県

女子７１㎏級

№ 都道府県 氏　　名 所　　属 生年 トータル 大　会　名 備考

1 千葉県 松本　潮霞 ALSOK 1992 209 2019アジア選手権大会 免除者

1 兵庫県 吉田　朱音 自衛隊体育学校 1994 209 第34回全日本女子選手権大会 免除者

3 沖縄県 福里　悠 かりゆしホテルズ 1996 206 第34回全日本女子選手権大会 特別対応

4 北海道 瀨川　瑠奈 士別翔雲高校 2003 205 第34回全日本女子選手権大会 特別対応

5 愛媛県 山崎　晴子 九州国際大学 2000 204 第76回国体　愛媛県予選会

6 京都府 柏木　麻希 加悦谷高等学校（教） 1996 203 第76回国体　京都府予選会

7 群馬県 阿部　美幸 金沢学院大学 2000 197 第76回国体　群馬県予選会

8 栃木県 山根　緑 平成国際大学 2001 194 第76回国体　栃木県予選会

8 香川県 田中　美奈 早稲田大学 2001 194 第20回四国競技選抜大会 特別対応

10 岡山県 徳竹　優夏 九州国際大学 2001 193 第20回全西日本学生女子選手権大会 特別対応

11 石川県 坂倉　里佳 （公財）北陸体力科学研究所 1999 191 第76回国体　石川県予選会

12 宮崎県 中嶋　梨香子 MRT宮崎放送 1997 187 第74回国民体育大会 特別対応

13 埼玉県 伊藤　沙彩 早稲田大学 2001 184 第76回国体　埼玉県予選会

13 東京都 安原　嘉美 警視庁 1996 184 第76回国体　東京都予選会

15 三重県 石井　未来 いちご株式会社 1998 221 2020全日本女子選手権大会 開催県・特別対応

※ 免除者：予選会免除者　　特別対応：コロナ感染の影響により試合中止もしくは不参加者対応記録

※ 開催県(三重県)は１５番目に記載


