
第７２回国民体育大会入賞者一覧 スケート・アイスホッケー競技　（平成29年1月27日～1月31日　長野県）　

スキー競技　　　　　　　 （平成29年2月14日～17日　長野県）

本大会　　　　　　　　　　（平成29年9月30日～10月10日　 愛媛県他）

順位 競技 種別 種目 選手等 備考

少年男子
共通

800ｍ ｸﾚｲｱｰﾛﾝ 　竜波 (相洋高等学校)

少年女子
共通

三段跳 中　村　紗　華 (県立伊志田高等学校)
高校新
大会新

成年男子 自由形50ｍ 塩　浦　慎　理 (イトマン東進) 大会新

成年女子 自由形50ｍ 五十嵐　千　尋 (日本体育大学)

山　根　優　衣 (セントラルスポーツ)
五十嵐　千　尋 (日本体育大学)
岩　永　美　里 (アリーナつきみ野ＳＣ)
青　木　智　美 (アリーナつきみ野ＳＣ)
赤　瀬　紗也香 (ＡＮＡエアポートサービス)
髙　﨑　有　紀 (慶應義塾大学)
山　根　優　衣 (セントラルスポーツ)
青　木　智　美 (アリーナつきみ野ＳＣ)

少年男子Ａ 自由形50ｍ 川　根　正　大 (法政大学第二高等学校)

少年男子Ａ 平泳ぎ200ｍ 大　﨑　威久馬 (桐光学園高等学校)

少年男子Ｂ 自由形100ｍ 須　田　悠　介 (湘南工科大学附属高等学校)

少年男子Ｂ 自由形400ｍ 本　多　　　灯 (日本大学藤沢高等学校)

少年男子Ｂ 背泳ぎ100ｍ 柳　川　大　樹 (横須賀市立田浦中学校)

須　田　悠　介 (湘南工科大学附属高等学校)
松　山　元　哉 (湘南工科大学附属高等学校)
柳　川　大　樹 (横須賀市立田浦中学校)
本　多　　　灯 (日本大学藤沢高等学校)
柳　川　大　樹 (横須賀市立田浦中学校)
山　尾　隼　人 (桐光学園高等学校)
本　多　　　灯 (日本大学藤沢高等学校)
須　田　悠　介 (湘南工科大学附属高等学校)

少年女子
共通

自由形400ｍ 小　堀　倭　加 (湘南工科大学附属高等学校)

成年男子 飛板飛込 坂　井　　　丞 (ミキハウス)

少年男子 飛板飛込 伊　藤　洸　輝 (帝京高等学校)

サッカー 少年男子   神奈川県選抜(１６名)

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル71kg級 井　上　智　裕 (富士工業)

ウエイト
リフティング

少年男子 94kg級スナッチ 岡　　　裕　智 (法政大学第二高等学校)

ハンドボール 少年男子   神奈川県選抜(１２名)

成年男子 50ｍP60M 信　田　健　介 (横浜銀行) 大会新

成年男子 10ｍAP60M 松　田　知　幸 (神奈川県警察) 大会新

成年女子 10ｍS40W 一ノ渡　　　桜 (法政大学) 大会新

田　畑　隼　剛 (東海大学)
大　貫　　　渉 (サガミ)
大　井　一　輝 (慶應義塾大学)

空手道 少年女子 形 石　橋　咲　織 (横浜創学館高等学校)

土　方　　　捷 (やまびこ)
佐々木　智　之 (湘南モノレール)
佐々木　智　之 (湘南モノレール)
土　方　　　捷 (やまびこ)
斎　藤　祐　太 (日本精工)
川　田　光　一 (いすゞ自動車)
坂　本　就　馬 (相模原市立大野台中学校)
畑　　　秀　明 (湘南学院高等学校)

メドレーリレー
４×100ｍ

少年男子Ｂ リレー４×100ｍ

団体戦（2人チーム）

陸上

少年男子Ｂ
メドレーリレー

４×100ｍ

水泳

大会新

ライフル射撃

成年女子 リレー４×50ｍ

成年女子

アーチェリー 成年男子 団体

ボウリング

成年男子 団体戦（2人チーム）

成年男子 団体戦（4人チーム）

少年男子

１位



順位 競技 種別 種目 選手等 備考

成年男子 スピード　1500m 池　田　崇　将 (専修大学)

少年女子 ショートトラック　500m 松　山　雛　子 (カリタス女子高等学校)

陸上 成年男子 100ｍ 須　田　隼　人 (いなば食品)

髙　橋　海　輝 (慶應義塾高等学校)
大　﨑　威久馬 (桐光学園高等学校)
川　根　正　大 (法政大学第二高等学校)
井　元　秀　哉 (湘南工科大学附属高等学校)
石　﨑　美　結 (湘南工科大学附属高等学校)
大　内　紗　雪 (日本大学藤沢高等学校)
森　本　優　香 (相模女子大学高等部)
佐々木　杏　奈 (日本大学藤沢高等学校)
川　口　茉　美 (横浜市立丸山台中学校)
小　林　　　麗 (日本大学高等学校)
城　戸　佑　菜 (日本大学藤沢高等学校)
望　月　美優香 (日本大学藤沢高等学校)

成年男子 自由形100ｍ 塩　浦　慎　理 (イトマン東進)

成年女子 背泳ぎ100ｍ 赤　瀬　紗也香 (ＡＮＡエアポートサービス)

成年女子 平泳ぎ100ｍ 高　﨑　有　紀 (慶應義塾大学)

少年男子Ａ 自由形100ｍ 川　根　正　大 (法政大学第二高等学校)

少年男子Ｂ 自由形50ｍ 須　田　悠　介 (湘南工科大学付属高等学校)

少年男子Ｂ バタフライ100ｍ 本　多　　　灯 (日本大学藤沢高等学校)

少年女子Ａ 自由形50ｍ 大　内　紗　雪 (日本大学藤沢高等学校)

少年女子Ｂ 自由形50ｍ 小　林　　　麗 (日本大学高等学校)

少年女子Ｂ 背泳ぎ100ｍ 泉　原　凪　沙 (横浜市立鶴ヶ峯中学校)

松　田　康　希 (湘南工科大学附属高等学校)
佐　野　有　佑 (法政大学第二高等学校)
浦　田　景　子 (ー)
鈴　木　千　代 (クロス・ヘッド)

ウエイト
リフティング

少年男子 94kg級クリーン＆ジャーク 岡　　　裕　智 (法政大学第二高等学校)

馬場馬術
自由演技馬場馬術

馬場馬術
自由演技馬場馬術

三　浦　百　香 (三浦学苑高等学校)
栗　田　ひなの (帝京大学)
渡　邉　聖　子 (横須賀学院高等学校)
朝　飛　七　海 (桐蔭学園高等学校)
山　口　凌　歌 (桐蔭横浜大学)

ライフル射撃 成年男子 CP60M 久　松　慶　太 (神奈川県警察)

藤　原　聖　佳 (湘南ボウル)

太　田　千　恵 (県立厚木西高等学校)

成年女子 個人 藤　原　聖　佳 (湘南ボウル)

成年女子

少年

柔道 女子

ボウリング
成年女子 団体（２人チーム）

スケート

ビーチバレーボール

(聖園女学院高等学校)

水泳

少年男子Ａ
４×100ｍ

メドレーリレー

少年女子Ａ ４×100ｍリレー

少年女子Ｂ ４×100ｍリレー

２位

テニス 少年男子

バレーボール 女子

馬術
杉　山　春　恵 (藤沢乗馬クラブ)

重藤　エディット彬



順位 競技 種別 種目 選手等 備考

本　田　宏　樹 (日本大学)
中　野　耀　司 (明治大学)
松　嶋　那　奈 ((早稲田大学))
鈴　木　美　桜 ((慶應義塾大学))
唐　川　常　人 (県立岸根高等学校)
小　林　諒　真 (県立港北高等学校)

成年男子 400ｍハードル 松　下　祐　樹 (ミズノ)

少年男子
共通

110ｍハードル 泉　谷　駿　介 (武相高等学校)

少年女子Ｂ 100ｍ 三　村　香菜実 (東海大学付属相模高等学校)

髙　橋　明日翔 (桐光学園高等学校)
眞　野　秀　成 (湘南工科大学附属高等学校)
初　谷　智　輝 (慶應義塾高等学校)
井　元　秀　哉 (湘南工科大学附属高等学校)
泉　原　凪　沙 (横浜市立鶴ヶ峯中学校)
吉　田　杏　子 (日本大学藤沢高等学校)
佐々木　梨　湖 (平塚市立浜岳中学校)
川　口　茉　美 (横浜市立丸山台中学校)

成年女子 自由形100ｍ 青　木　智　美 (アリーナつきみ野ＳＣ)

成年女子 個人メドレー200ｍ 五十嵐　千　尋 (日本体育大学)

少年男子Ｂ 平泳ぎ100ｍ 山　尾　隼　人 (桐光学園高等学校)

少年女子Ａ 自由形100ｍ 大　内　紗　雪 (日本大学藤沢高等学校)

少年女子Ａ 個人メドレー400ｍ 佐々木　杏　奈 (日本大学藤沢高等学校)

成年女子 飛板飛込 坂　井　莉　那 (日本体育大学)

少年男子 グレコローマンスタイル60kg級 和　久　巧　凌 (陸上自衛隊高等工科学校)

少年男子 グレコローマンスタイル84kg級 佐　川　　　健 (県立磯子工業高等学校)

ウエイト
リフティング

成年男子 77kg級クリーン＆ジャーク 篠　原　航　平 (国士舘大学)

自転車 女子 スクラッチ 石　上　夢　乃 (横浜創学館高等学校)

安　土　月　乃 (川崎市立橘高等学校)
鈴　木　優　美 (日本大学藤沢高等学校)
桒　野　未　来 (県立小田原高等学校)
矢　野　礼　実 (相洋高等学校)
杉　田　来　未 (川崎市立橘高等学校)
笹　尾　明日香 (横浜隼人高等学校)
杉　本　　　恵 (横浜隼人高等学校)
長　﨑　美　柚 (北区立稲付中学校)

馬術 少年 トップスコア 山　本　文　賀 (アレセイア湘南高等学校)

藤　倉　　　類 (法政大学第二高等学校)
北　村　透　海 (法政大学第二高等学校)
長谷山　泰　紀 (慶應義塾高等学校)

成年男子 50mK20M 信　田　健　介 (横浜銀行)

成年女子 10mP40W 一ノ渡　　　桜 (法政大学)

斎　藤　祐　太 (日本精工)

川　田　光　一 (いすゞ自動車)

スケート 少年女子 ショートトラック　1000m 千　田　　　彩 (光明学園相模原高等学校)

陸上 少年男子Ａ 400ｍ メルドラム　アラン (相洋高等学校)

成年男子 バタフライ100ｍ 梅　本　雅　之 (レッドクイーン)

成年女子 自由形400ｍ 岩　永　美　里 (アリーナつきみ野ＳＣ)

成年女子 バタフライ100ｍ 山　根　優　衣 (セントラルスポーツ)

少年男子Ａ 自由形400ｍ 髙　橋　明日翔 (桐光学園高等学校)

少年男子Ａ 個人メドレー400ｍ 初　谷　智　輝 (慶應義塾高等学校)

少年女子Ａ 背泳ぎ200ｍ 小　堀　倭　加 (湘南工科大学附属高等学校)

ボート 少年男子 舵手つきクォドルプル   神奈川県選抜(６名)

成年男子 ｽﾗﾛｰﾑ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（15ｹﾞｰﾄ）
成年男子 ｽﾗﾛｰﾑ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（25ｹﾞｰﾄ）
成年男子 ｽﾗﾛｰﾑ･ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（15ｹﾞｰﾄ）
成年男子 ｽﾗﾛｰﾑ･ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（25ｹﾞｰﾄ）

神　保　悠　馬 (横浜修悠館高等学校)
関　　　舜太郎 (横浜修悠館高等学校)
齋　藤　文　哉 (横浜修悠館高等学校)

スケート

成年男子

メドレーリレー
４×100ｍ

レスリング

３位

４位

フィギュア

少年男子

成年女子

陸上

水泳

少年男子Ａ リレー４×200ｍ

少年女子Ｂ

ソフトテニス 少年女子

水泳

卓球 少年女子

小　島　大　地 (早稲田大学)

フェンシング 少年男子 フルーレ

ライフル射撃

ボウリング 成年男子

ライフル射撃 少年男子 BP40JM マティウス　剣 (湘南学院高等学校)

カヌー

銃剣道 少年男子

池　田　拓　也 (神奈川県カヌー協会)

団体（２人チーム）



順位 競技 種別 種目 選手等 備考

スピード　500m 松　田　知　記 (日本体育大学)

森　本　拓　也 (日本体育大学)
嶋　田　英　爾 (専修大学)
辻　本　一　史 (専修大学)
池　田　崇　将 (専修大学)

アイスホッケー 成年男子   神奈川県選抜(１６名)

成年男子 10000ｍ競歩 松　永　大　介 (富士通)

少年女子
共通

円盤投 大　迫　晴　香 (平塚学園高等学校)

堀　田　恵　路 (慶應義塾大学)
押　切　雄　大 (ＡＮＡセールス)
梅　本　雅　之 (レッドクイーン)
塩　浦　慎　理 (イトマン東進)
小　堀　倭　加 (湘南工科大学附属高等学校)
平　井　葉　子 (日本大学藤沢高等学校)
佐々木　杏　奈 (日本大学藤沢高等学校)
大　内　紗　雪 (日本大学藤沢高等学校)

少年男子 高飛込 伊　藤　洸　輝 (帝京高等学校)

成年男子   神奈川県選抜(１６名)

女子   神奈川県選抜(１５名)

ボクシング 成年女子 フライ級 松　田　恵　里 (松田健康スタジオ)

バスケットボー
ル

成年女子   神奈川県選抜(１１名)

成年男子 グレコローマンスタイル59kg級 平　尾　清　晴 (川崎市立西有馬小学校)

成年男子 グレコローマンスタイル98kg級 松　本　直　毅 (早稲田大学)

少年男子 グレコローマンスタイル55kg級 原　田　真　吾 (県立釜利谷高等学校)

半　田　　　颯 (桐蔭学園高等学校)
湯　本　祥　真 (桐蔭学園高等学校)
村　尾　三四郎 (桐蔭学園高等学校)
関　根　聖　隆 (桐蔭学園高等学校)
千野根　有　我 (桐蔭学園高等学校)
森　山　亜衣奈 (鎌倉女子大学高等部)
井　出　菜々香 (湘南学院高等学校)
花　岡　優　亜 (川崎市立幸高等学校)

スピード　500m 森　本　拓　也 (日本体育大学)

ショートトラック　500m 秋　元　航　太 (日本体育大学)

成年男子 走高跳 高　張　広　海 (日立ICT)

成年女子 400ｍ 青　木　り　ん (東邦銀行)

成年女子 100ｍハードル 堀　池　香　穂 (国士舘大学)

少年男子Ａ 走幅跳 秋　山　裕　樹 (川崎市立橘高等学校)

少年男子
共通

三段跳 泉　谷　駿　介 (武相高等学校)

少年女子Ａ 400ｍ 高　島　菜都美 (相洋高等学校)

少年女子
共通

1500ｍ リンズィー　ヘレナ芽衣 (横浜市立金沢高等学校)

成年男子 個人メドレー200ｍ 堀　田　恵　路 (慶應義塾大学)

少年男子Ｂ 個人メドレー200ｍ 柳　川　大　樹 (横須賀市立田浦中学校)

少年女子Ｂ 平泳ぎ100ｍ 吉　田　杏　子 (日本大学藤沢高等学校)

セーリング 成年女子 レーザーラジアル級 池　田　紅　葉 (日本大学)

馬術 成年男子 スピードアンドハンディネス 武　重　幸　喜 (藤沢乗馬クラブ)

大　矢　一　希 (アムス)
森　川　繁　孝 (川崎市消防局)
藤　林　丈　司 (旭化成エレクトロニクス)
阿　部　桃　子 (川崎市立有馬中学校)
菅　原　亜　弥 (川崎市立西中原中学校)

ｽﾗﾛｰﾑ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（15ｹﾞｰﾄ）
ｽﾗﾛｰﾑ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（25ｹﾞｰﾄ）

サッカー
５位

スケート 成年男子
スピード　2000ｍリレー

スケート

八　木　優　芽 (相模女子大学高等部)

陸上

水泳

成年男子
メドレーリレー

４×100ｍ

少年女子Ａ
メドレーリレー

４×100ｍ

６位

近的

久　松　慶　太 (神奈川県警察)

レスリング

柔道 少年男子

弓道 少年女子

近的

山岳 少年女子 ボルダリング

ライフル射撃 成年男子 CP30M

成年男子

カヌー

陸上

水泳

弓道 成年男子

成年女子



順位 競技 種別 種目 選手等 備考

スケート 成年男子 ショートトラック　 500m 齋　藤　　　悠 (フォーカスシステムズ)
ショートトラック　1000m

アイスホッケー 少年男子   神奈川県選抜(１６名)

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 村　田　浩　道 (日産テクニカルセンター)

塩　浦　慎　理 (イトマン東進)
堀　田　恵　路 (慶應義塾大学)
後　藤　和　真 (法政大学)
梅　本　雅　之 (レッドクイーン)

少年男子Ａ バタフライ200ｍ 石　原　諒太郎 (桐光学園高等学校)

少年女子Ｂ 個人メドレー200ｍ 城　戸　佑　菜 (日本大学藤沢高等学校)

女子 オープンウォーター 岩　永　美　里 (アリーナつきみ野ＳＣ)

テニス 成年女子 水　沼　茉　子 (リコー)
入　江　真　子 (リコー)

セーリング 成年男子 470級 河　合　龍太郎 (三井住友海上火災保険)
中　澤　太　郎 (三井住友海上火災保険)

成年男子 レーザー級 樋　口　　　碧 (神奈川県セーリング連盟)

成年男子 国体ウインドサーフィン 山　﨑　大　輔 (横浜市栄消防署)

成年女子 国体ウインドサーフィン 堀　川　智　江 (金澤運輸)

ウエイト
リフティング

成年男子 85kg級クリーン＆ジャーク 新　海　裕　輝 (法政大学大学院)

少年男子 85kg級クリーン＆ジャーク 菅　原　遼　平 (法政大学第二高等学校)

山岳 少年女子 リード 阿　部　桃　子 (川崎市立有馬中学校)
菅　原　亜　弥 (川崎市立西中原中学校)

スキー 成年男子Ｂ スペシャルジャンプ 村　田　浩　道 (日産テクニカルセンター)

陸上 成年男子 110ｍハードル 佐　藤　大　志 (日立化成)

成年男子 背泳ぎ100ｍ 堀　田　恵　路 (慶應義塾大学)

成年女子 高飛込 坂　井　莉　那 (日本体育大学)

ボート 少年女子 舵手つきクォドルプル   神奈川県選抜(６名)

小　川　明日香 (白鵬女子高等学校)
遠　山　亜理沙 (日本大学高等学校)
青　木　飛　鳥 (日本大学高等学校)
辻　前　綾　里 (横浜市立末吉中学校)
杉　岡　咲　希 (白鵬女子高等学校)
大河原　千　鈴 (森村学園高等部)
森　田　真　由 (桐蔭学園高等学校)
槍　山　祏萌乃 (光明学園相模原高等学校)
栗　原　海　帆 (緑ヶ丘女子高等学校)
服　部　希　咲 (森村学園高等部)
若　林　友　世 (瀬谷郵便局)
深　沢　瑛　里 (早稲田大学)

少年男子 レーザーラジアル級 廣　瀬　翔　大 (逗子開成高等学校)

自転車 少年男子 １kmタイム・トライアル 清　水　大　樹 (横浜高等学校)

森　山　亜衣奈 (鎌倉女子大学高等部)
井　出　菜々香 (湘南学院高等学校)
花　岡　優　亜 (川崎市立幸高等学校)

カヌー 成年女子
スプリント

カヤックシングル（200ｍ）
宍　戸　美　華 (同志社大学)

弓道 少年女子 遠的

ライフル射撃 成年男子 50m3×40M 嘉　山　　　豪 (プレス工業)

セーリング
成年女子 セーリングスピリッツ級

ウエイト
リフティング

成年男子 77kg級スナッチ 篠　原　航　平 (国士舘大学)

体操 少年女子 団体総合

水泳

７位

８位

水泳

成年男子 リレー４×50ｍ

少年女子 新体操体操


