
第７４回国民体育大会　「いきいき茨城ゆめ国体」

競技名 種別 種目 個人名 点数 所　　　　　属

空手 少年女子 個人形 大内　美里沙 8 日本航空高等学校（３年）

空手 少年男子 個人形 舟田　葵 8 日本航空高等学校（３年）

レスリング 成年男子 フリースタイル65kg 安楽　龍馬 8 早稲田大学（２年）

自転車 成年男子 個人ロード 武山　晃輔 8 日本大学（４年）

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル92㎏ 北脇　香 8 韮崎工業高等学校（１年）

自転車 成年男子 スプリント 中島　詩音 8 日本大学（４年）

ウエイトリフティング 成年男子 クリーン＆ジャーク81㎏級 笠井　武広 8 ＡＬＳＯＫ

ウエイトリフティング 成年男子 スナッチ109㎏級 持田　龍之輔 8 ＡＬＳＯＫ

ウエイトリフティング 成年男子 クリーン＆ジャーク109㎏級 持田　龍之輔 8 ＡＬＳＯＫ

ウエイトリフティング 少年男子 スナッチ55kg級 佐野　香太朗 8 日川高等学校（２年）

陸上競技 少年男子B 砲丸投 小森　直吏 8 身延高等学校（１年）

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル60kg 矢部　和希 7 日本体育大学（３年）

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル51kg 山際　航平 7 韮崎工業高等学校（２年）

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル65kg 矢部　晴翔 7 韮崎工業高等学校（３年）

ライフル射撃 少年男子 AR60J 深澤　駿 7 甲府城西高等学校（３年）

佐藤　拓馬 富士河口湖高等学校（３年）

渡邊　舜太 富士河口湖高等学校（１年）

カヌー 少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(500m) 鈴木　翔大 7 富士河口湖高等学校（３年）

レスリング 成年男子 フリースタイル125kg 藤本　歩 5.5 山梨学院大学（４年）

レスリング 少年男子 フリースタイル71kg 鈴木　大樹 5.5 韮崎工業高等学校（２年）

空手道 成男 組手（中量級） 荒木　弘貴 5 京都産業大学（１年）

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル67kg 田口　学容 5.5 中京学院大学（３年）

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル80kg 西田　衛人 5.5 韮崎工業高等学校（２年）

ウエイトリフティング 少年男子 クリーン＆ジャーク55kg級 佐野　香太朗 6 日川高等学校（２年）

柔道 女子 団体 30 山梨県選抜

ライフル射撃 成年女子 AR60PRW 小澤　綾香 6 （株）エイジェック

佐藤　拓馬 富士河口湖高等学校（３年）

渡邊　舜太 富士河口湖高等学校（１年）

カヌー 少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m） 鈴木　翔太 6 富士河口湖高等学校（３年）

馬術 少年 標準障害飛越競技 堀田　駿 5 帝京第三高等学校（３年）

平塚　恭子 甲府商業高等学校（教員）

有賀　眞紀 富士北稜高等学校（教員)

海老本　美穂 主婦

ウエイトリフティング 少年男子 クリーン＆ジャーク96kg級 清水　蓮 5 北杜高等学校（３年）

水泳 少年男子A 競泳　50m自由形 岩崎　世那 3.5 都留高等学校（３年）

レスリング 少年男子 フリースタイル60kg 深澤　颯太 2.5 農林高等学校（２年）

レスリング 少年男子 フリースタイル125kg 篠原　晃司 2.5 韮崎工業高等学校（３年）

ライフル射撃 成年男子 FR60PR 正満　孝太 4 (有)中央商事ﾗｲﾌﾙｼｮｯﾌﾟｴﾆｽ

柔道 成年男子 団体 12.5 山梨県選抜

空手道 組手（団体） 12.5 山梨県選抜

カヌー 成年男子 ワイルドウォーター・カヤックシングル（ｽﾌﾟﾘﾝﾄ） 佐川　幸司 4 （株）かいすた

カヌー 少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（200m） 三浦　里恩 4 富士河口湖高等学校（３年）

志藤　綾香 甲府昭和高等学校（教員）

志藤　瑠美 （株）東祥ﾎﾘﾃﾞｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ甲府店

志藤　すず穂 大阪体育大学（２年）

ウエイトリフティング 成年男子 スナッチ81kg級 笠井　武広 3 ＡＬＳＯＫ

ウエイトリフティング 成年男子 ｽﾅｯﾁ109kg級 澤登　健太郎 3 法政大学（２年）

ウエイトリフティング 成年男子 ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ109kg級 澤登　健太郎 3 法政大学（２年）

ウエイトリフティング 少年男子 クリーン＆ジャーク67kg級 三浦　大海 3 富士北稜高等学校（３年）

カヌー 少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（500m） 三浦　里恩 3 富士河口湖高等学校（３年）

ライフル射撃 成年男子 AP60 若月　健太 3 韮崎警察署

陸上競技 少年男子B 走幅跳 深沢　瑞樹 3 早川中学校（３年）

自転車 成年男子 スクラッチ 依田　翔大 2 日本大学（２年）

バレーボール 成年女子 6人制 7.5 (株)山梨中央銀行

ウエイトリフティング 少年男子 スナッチ96kg級 清水　蓮 2 北杜高等学校（３年）

戸田　萌希 山梨県山岳連盟

安田　あとり （株）早野組

トライアスロン 女子 個人 久保埜  南 1 ﾄｰｼﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ・ﾁｰﾑｹﾝｽﾞ

ウエイトリフティング 成年男子 スナッチ96kg級 島袋　匡継 1 日本大学藤沢高等学校（教員)

カヌー 成年男子 ワイルドウォーター・カヤックシングル（１５００ｍ） 佐川　幸司 1 （株）かいすた

小林　このみ 富士河口湖高等学校（３年）

渡邉　青空 富士河口湖高等学校（２年）

戸田　萌希 山梨県山岳連盟

安田　あとり （株）早野組

ライフル射撃 成年男子 FR20K 正満　孝太 1 (有)中央商事ﾗｲﾌﾙｼｮｯﾌﾟｴﾆｽ

ライフル射撃 成年男子 CFP30 寉田　丈 1 山梨県警察本部

カヌー 成年女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m） 渡邉　えみ里 1 同志社大学（４年）
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冬季得点／７０　参加得点／４００　競技得点／３３９　　　　　合計／８０９点　　　　　入賞数／７５　　（内　冬季／１７）

８位
カヌー 少年女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸﾍﾟｱ（500m） 1

スポーツクライミング 成年女子 リード 3

６位

なぎなた 成年女子 演技 9

7位

スポーツクライミング 成年女子 ボルダリング 6

４位 剣道 成年女子 団体 15

５位

7

３位

カヌー 少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ（200m） 6

≪山梨県選手団入賞一覧≫

１位

２位

カヌー 少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ(500m)


