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              第６９回国民体育大会について 

 
１ 総  評  

第６９回大会のスタートとなる冬季大会は、スケート・アイスホッケー競技会が栃木県日光

市、スキー競技会が山形県蔵王市ほかで行われ、｢長崎がんばらんば国体２０１４｣会期前の水

泳・カヌー（ｽﾗﾛｰﾑ、ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ）競技会終

了時点で、男女総合（天皇杯）第４位、女子

総合（皇后杯）第４位となった。 
本大会は、１０月１２日の開会式から１０

月２２日閉会式までの１１日間にわたり、正

式競技３６競技（県外開催１競技）、公開競

技２競技が実施された。 

総合開会式当日は、台風接近のため、前日

のアナウンスのとおり、都道府県選手団控え

のテントは屋根だけが並んでおり、待機する

場所がなく、時折雨が降ったため、選手団には、輸送バスの中で待機するよう指示をした。選

手団激励式頃から、少し晴れ間が見え、カッパを脱ぎ着しながらではあったが、無事行うこと

ができた。 

４５年ぶりの開催となった長崎国体開会式典は、下村文部科学大臣があいさつの中で 

「奇跡です！！」と言われたとおり、選手

団入場のときにはすっかり雨は止み、ブルー

インパルスの飛行も鮮やかに軌跡を描いてい

た。 

強い風が吹く中、神奈川県選手団旗手のカ

ヌー競技少年男子、籔 碧透選手（高等工科

学校）を先頭に、６０人が参加をした。 

競技初日は、２１競技が予定されていたが、

１２競技が日程を変更して実施することにな

った。今回の長崎国体は、前半に個人競技が

集中しており、団体競技が弱点の本県としては、不安要素を残して後半へ引き継いだ。後半、

団体競技の活躍が期待されたが、ブロック大会の通過率は低く、出場競技は決して多くはない。

取りこぼしが許されない状況で少しでも上位を目指した。 

  最終結果は、天皇杯６位、皇后杯９位。４年連続の６位入賞を評価する声もあるが、競技力

向上委員会の目標として掲げている「打倒埼玉」を、今回も達成できなかった。 

得点では昨年を若干上回ったが、皇后杯については、８、１０、７、９位と伸び悩んでいる。   

競技別総合優勝も２年連続獲得はならなかった。２位にカヌー競技、３位に水泳、サッカー、

銃剣道競技。競技別皇后杯は２位ソフトボール競技、３位水泳競技を含む８位入賞は３０競技

中６競技（昨年は１２競技）であった。 
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長崎県立総合運動公園陸上競技場で行われた総合閉会式において、神奈川新聞社の取材に対

し、本木競技力向上委員長が「女子の強化急務」と総括したように、この部分にテコ入れでき

れば、さらに上を望めるはずである。６位指定席で、甘んじる神奈川ではない。皇后杯の入賞

を逃したことはとても悔しい結果であり、次の和歌山国体では、皇后杯の入賞とともに、神奈

川が上位でコールされることを決意し競技場を後にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 選手団解団式・表彰式 

  平成２６年１１月２７日、ホテルプラム横浜において、関係者１２０名が出席し、第６９回

国民体育大会解団式を開催した。式では、優勝した１１団体の選手に記念メダルが授与され、

競泳成年女子 100ｍバタフライを制しリレー２種目でも優勝を遂げた、細田梨乃（明治大）選

手が団旗を返還した。本会会長である鴻団長は、「はつらつとプレーし、感動を届けてくれた。」

と選手の頑張りに謝辞を述べた。 

  選手団を代表して、アーチェリー競技成年男子を８年ぶりの優勝に導いた、チーム最年長の

田畑隼剛（東海大職）選手が、「チーム

神奈川に貢献できてよかった。今後の夢

は、少年の時、結団式で目にした、あこ

がれの神奈川県選手団旗手になるこ

と。」と頼もしい抱負を語ってくれた。 

  解団式終了後には、堀川副会長の「こ

こで満足せず、上を目指し、そしてまた

来年この場所にもっと多くの選手が集

まれるように」との乾杯のご発声で、選

手、監督を囲み、関係者一同懇談へと移

って行った。 

 

    文責：第 69回国民体育大会「長崎がんばらんば国体 2014」神奈川県選手団総監督 
公益財団法人神奈川県体育協会 専務理事 高 橋   悟 
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会期前開催 水泳競技、カヌー（ＳＬ・ＷＷ）競技

平成２６年９月７日～　９月１４日　長崎県　長崎市民総合プール　他

本　大　会 陸上競技　他３４競技

平成２６年１０月１２日～１０月２２日　長崎県　長崎県立総合運動公園陸上競技場　他　

【陸上競技】

種別 氏　　　名 所　　　　属 順　位 得　点 記録等

畠　山　　　純 スズキ浜松ＡＣ 準決勝敗退 １０”６３

小　林　直　己 東海大学 ２位 7.00 ４６”６５

矢　澤　　　航 デサントＴＣ １位 8.00 １３”７０

松　下　祐　樹 チームミズノアスレティック ２位 7.00 ５０”２９

松　永　大　介 東洋大学 失格

髙　張　広　海 日立ＩＣＴ １位 8.00 ２ｍ２４

永　田　純　也 横浜市陸上協会 記録なし

望　月　晴　佳 ユタカ技研 ４位 5.00 ４’２１”３６

加　藤　玲　奈 東海大学 １４位 １ｍ６６

山　内　　　愛 大阪成蹊大学 ５位 4.00 ５３ｍ５８

岩　崎　浩太郎 東海大学付属相模高等学校 ５位 4.00 １０”６５

古　谷　拓　夢 相洋高等学校 ４位 5.00 ５１”７５

岡　本　拓　巳 県立横浜清風高等学校 ２位 7.00 ４ｍ９０

佐久間　滉　大 法政大学第二高等学校 １位 8.00 ７ｍ７９

松　井　俊　樹 県立瀬谷西高等学校 ２０位 ５７ｍ８７

飯　嶋　　　駿 相洋高等学校 予選敗退 １０”９１

小　田　大　雅 桐蔭学園高等学校 １２位 ６ｍ６９

小　川　智　也 相洋高等学校 ５位 4.00 １’５１”７６

石　川　昌　弥 横浜高等学校 ９位 ２０’３９”２０

橋　本　　　陸 川崎市立橘高等学校 ９位 ２ｍ０３

辻　田　達　也 川崎市橘高等学校 ７位 2.00 １４ｍ７８

松　井　俊　樹 県立瀬谷西高等高校 ４位 5.00 ５１ｍ５０

加　藤　美　菜 白鵬女子高等学校 ２６位 ９’４９”３６

小宇佐　香　澄 県立弥栄高等学校 予選敗退 １’０３”６９

伊　藤　由莉愛 県立希望ヶ丘高等学校 ９位 ５ｍ７３

ﾘﾝｽﾞｨｰ　ﾍﾚﾅ芽衣 横浜市立金沢中学校 ５位 4.00 ４’２４”２２

東　　　祐　希 川崎市立王禅寺中央中学校 ４位 5.00 ５ｍ８６

杉　山　香　南 白鵬女子高等学校 予選敗退 ２’１１”９２

上　坂　優　稀 県立瀬谷西高等学校 ９位 １２ｍ８１

成年少年男子共通 ８位 1.00 ４０”１５

天皇杯順位及び得点 ８位 94.00

皇后杯順位及び得点 １６位 28.00

【水泳】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

  ５０ｍ 自由形 内　田　　　仁 中央大学 ７位 2.00 ２３”１６

１００ｍ 自由形 辻　　　彌　岳 NECグリーンSC溝の口 ７位 2.00 ５０”５６

４００ｍ 自由形 瀧　口　陽　平 中央大学 予選敗退 ３’５４”６６

１００ｍ 背泳ぎ 工　藤　優　介 明治大学 ５位 4.00 ５５”５１

１００ｍ 平泳ぎ 押　切　雄　大 日本大学 ２位 7.00 １’００”９４

１００ｍ バタフライ 梅　本　雅　之 慶應義塾大学 ３位 6.00 ５３”１３

２００ｍ 個人メドレー内　田　　　仁 中央大学 ３位 6.00 ２’００”７０

２００ｍ リレー ５位 4.00 １’３１”０３

４００ｍ メドレーリレー ２位 7.00 ３’３７”５３

リレー 岩崎、谷口、畠山、飯嶋

成年男子

種目等

内田、佐藤、工藤、辻

工藤、押切、梅本、内田

第６９回国民体育大会 「長崎がんばらんば国体」 神奈川県選手団成績一覧

成年女子

少年男子A

少年女子Ｂ

少年女子共通

3000m

やり投

やり投

種目

10000m競歩

100m

400m

走高跳

棒高跳

110mH

400mH

1500m

走高跳

100m

棒高跳

成年男子

400mH

少年男子共通

100m

円盤投

1500m

800m

砲丸投

走幅跳

800m

400mH少年女子Ａ

走幅跳

5000m競歩

三段跳

走幅跳

走高跳

少年男子Ｂ

走幅跳
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種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

  ５０ｍ 自由形 山　根　優　衣 日本大学 ５位 4.00 ２６”１０

１００ｍ 自由形 山　根　優　衣 日本大学 １位 8.00 ５５”７７

４００ｍ 自由形 岩　永　美　里 アリーナつきみ野SC ２位 7.00 ４’１４”４２

１００ｍ 背泳ぎ 瀧　口　真　帆 中央大学 ５位 4.00 １’０２”４２

１００ｍ 平泳ぎ 金　指　美　紅 東洋大学 １位 8.00 １’０８”３２

１００ｍ バタフライ 細　田　梨　乃 明治大学 １位 8.00 ５９”１１

２００ｍ 個人メドレー岩　嵜　有加里 中央大学 ５位 4.00 ２’１５”５６

２００ｍ リレー １位 8.00 １’４１”９３

４００ｍ メドレーリレー １位 8.00 ４’０３”５４

  ５０ｍ 自由形 高　橋　一　貴 湘南工科大学附属高等学校 予選敗退 ２３”９９

１００ｍ 自由形 木　山　拓　海 桐蔭学園中等教育学校 予選敗退 ５２”０５

４００ｍ 自由形 大　場　法　隆 慶應義塾高等学校 予選敗退 ４’００”８２

２００ｍ 背泳ぎ 堀　田　恵　路 慶應義塾高等学校 １位 8.00 ２’０２”３５

２００ｍ 平泳ぎ 平　岩　賢　人 湘南工科大学附属高等学校 予選敗退 ２’１８”２５

２００ｍ バタフライ 馬　場　航　平 法政大学第二高等学校 ４位 5.00 １’５９”１０

４００ｍ 個人メドレー平　岩　賢　人 湘南工科大学附属高等学校 １位 8.00 ４’２１”３８

８００ｍ リレー ６位 3.00 ７’３１”０６

４００ｍ メドレーリレー ２位 7.00 ３’４３”２０

  ５０ｍ 自由形 青　木　宏　祐 湘南工科大学附属高等学校 予選敗退 ２４”３６

１００ｍ 自由形 後　藤　和　真 法政大学第二高等学校 予選敗退 ５３”２７

４００ｍ 自由形 井　元　秀　哉 湘南工科大学附属高等学校 予選敗退 ４’０９”７４

１００ｍ 背泳ぎ 竹　内　智　哉 湘南工科大学附属高等学校 １位 8.00 ５７”１４

１００ｍ 平泳ぎ 永　島　　　諒 湘南工科大学附属高等学校 ４位 4.50 １’０４”０３

１００ｍ バタフライ 仲　野　航　平 慶應義塾高等学校 予選敗退 ５６”４６

２００ｍ 個人メドレー竹　内　智　哉 湘南工科大学附属高等学校 ２位 7.00 ２’０３”９３

４００ｍ リレー ３位 6.00 ３’３０”５６

４００ｍ メドレーリレー ４位 5.00 ３’４９”２５

  ５０ｍ 自由形 伊賀崎　ひかる 白鵬女子高等学校 ２位 7.00 ２６”１７

１００ｍ 自由形 朝　長　千恵子 湘南工科大学附属高等学校 予選敗退 ５８”２７

２００ｍ 背泳ぎ 河　本　海　音 湘南工科大学附属高等学校 ７位 2.00 ２’１６”０２

２００ｍ 平泳ぎ 江　口　実沙紀 県立藤沢西高等学校 ４位 5.00 ２’３０”８６

２００ｍ バタフライ 金　子　喜　恵 日本大学藤沢高等学校 ３位 6.00 ２’１２”１６

４００ｍ 個人メドレー江　口　実沙紀 県立藤沢西高等学校 予選敗退 ５’０１”７６

４００ｍ リレー ８位 1.00 ３’５２”０７

４００ｍ メドレーリレー 予選敗退 ４’１５”９２

  ５０ｍ 自由形 坂　本　理　奈 藤沢市立村岡中学校 ８位 1.00 ２７”２９

１００ｍ 自由形 佐　野　葉　月 湘南工科大学附属高等学校 ４位 5.00 ５７”４５

１００ｍ 背泳ぎ 竹　内　澪　乃 湘南工科大学附属高等学校 予選敗退 １’０４”９０

１００ｍ 平泳ぎ 木　崎　あゆみ 白鵬女子高等学校 予選敗退 １’１３”５８

４００ｍ リレー ６位 3.00 ３’５２”５４

４００ｍ メドレーリレー 予選敗退 ４’１９”８６

１位 8.00 ４７８.９０

４位 5.00 ３８８.１０

４位 5.00 ２２０.２０

９位 ２１９.８５

６位 3.00 ３１７.３０

１４位 ２４３.８０

少年女子 ２位 21.00 １６１.６７０５

天皇杯順位及び得点 ３位 240.50

皇后杯順位及び得点 ３位 125.00

浅野、坂本、佐野、大塚

竹内、永島、仲野、後藤

種目等

朝長、伊賀崎、清田、井上

細田、山根、青木、瀧口

河本、江口、金子、朝長

少年男子Ａ

少年女子Ａ

井元、青木、竹内、後藤

堀田、戸野本、高橋、木山

少年女子Ｂ

成年男子
飛板飛込

少年男子

瀧口、金指、細田、青木

成年女子

少年男子Ｂ

成年女子

高飛込

飛板飛込

高飛込

飛板飛込

高飛込

神奈川県選抜（小俣・佐藤）

伊　藤　洸　輝

坂　井　　　丞

坂　井　莉　那 日本体育大学

座間市立西中学校

竹内、木崎、佐野、浅野

木山、金子、大場、堀田

日本体育大学

シンクロ
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【サッカー】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 ５位 20.00 ＶＳ宮崎

女子 １回戦敗退 ＶＳ宮城

少年男子 １位 64.00 ＶＳ群馬

天皇杯順位及び得点 ３位 94.00

皇后杯順位及び得点 ９位 10.00

【テニス】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 ６位 9.00 ＶＳ埼玉

成年女子 ５位 12.00 ＶＳ愛媛

少年男子 ２回戦敗退

少年女子 ２回戦敗退

天皇杯順位及び得点 １０位 31.00

皇后杯順位及び得点 ９位 22.00

【ボート】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 準決勝敗退 ４’００”６３

成年女子 予選敗退 ３’３６”９３

準決勝敗退 ３’１５”１３

準決勝敗退 ３’２７”５５

４位 15.00 ３’５０”９７

土　佐　真　歩 横浜市立横浜商業高等学校 ２位 7.00 ３’５９”９８

天皇杯順位及び得点 １８位 32.00

皇后杯順位及び得点 １３位 32.00

【ホッケー】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

少年男子 ５位 20.00 ＶＳ長崎

天皇杯順位及び得点 １６位 30.00

皇后杯順位及び得点 １３位 10.00

【ボクシング】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

清　水　　　翔 慶應義塾大学 １回戦敗退 ＶＳ愛知

田　中　和　樹 慶應義塾大学 ２回戦敗退 ＶＳ岩手

淡　海　昇　太 早稲田大学 ２回戦敗退 ＶＳ福島

鎌　田　稔　生 法政大学 ２回戦敗退 ＶＳ東京

梅　津　志　門 慶應義塾大学 １回戦敗退 ＶＳ千葉

豊　嶋　海　優 横浜市立横浜総合高等学校 ５位 2.50 ＶＳ兵庫

渡　来　美　響 武相高等学校 ５位 2.50 ＶＳ大阪

下　永　誉　斗 武相高等学校 ５位 2.50 ＶＳ長崎

堀　尾　裕　司 武相高等学校 ５位 2.50 ＶＳ広島

久　野　将太郎 横浜高等学校 ２回戦敗退 ＶＳ福島

天皇杯順位及び得点 ２３位 20.00

【バレーボール】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

少年女子 ２回戦敗退

天皇杯順位及び得点 ２３位 10.00

皇后杯順位及び得点 １６位 10.00

ダブルスカル 県立津久井高等学校

シングルスカル

ライトウェルター級

舵手つきクォドルプル

種目等

舵手つきクォドルプル
少年男子

種目等

ダブルスカル

種目等

ダブルスカル

種目等

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

横浜市立横浜商業高等学校

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

慶應義塾高等学校

フライ級

少年女子

県立大和南高等学校

成年男子

少年男子

バンタム級

ライト級

ライトウェルター級

神奈川県選抜

ウェルター級

ピン級

フライ級

バンタム級

ライト級

種目等

種目等
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【体　操】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

少年男子 １３位 ３１６.８５０

１０位 ２０２．９５０

４位 25.00 ２６．０５００

天皇杯順位及び得点 ８位 35.00

皇后杯順位及び得点 ７位 35.00

【バスケットボール】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 ３位 27.50 ＶＳ福岡

少年男子 １回戦敗退 ＶＳ香川

天皇杯順位及び得点 １２位 37.50

皇后杯順位及び得点 １３位 10.00

【レスリング】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

６５kg級 山　縣　良　嗣 日本大学 １位 4.50 ＶＳ大阪 ※２回戦で終了

７４kg級 小　島　豪　臣 県立中原養護学校 １位 4.50 ＶＳ岐阜 ※２回戦で終了

８６kg級 山　縣　養　一 県立釜利谷高等学校 １回戦敗退 ＶＳ山梨

１２５kg級 下　中　隆　広 横浜刑務所 １位 4.50 ＶＳ熊本 ※１回戦で終了

５９kg級 大　谷　康　太 県立磯子工業高等学校 １回戦敗退 ＶＳ富山

９８kg級 知　念　啓　悟 神奈川大学 ５位 2.50 ＶＳ茨城

６６kg級 谷　田　剛　史 県立磯子工業高等学校 ２回戦敗退 ＶＳ三重

８４kg級 内　藤　由　良 県立磯子工業高等学校 ２位 7.00 ＶＳ埼玉

１２０kg級 松　本　直　毅 県立横浜清陵総合高等学校 ３位 5.50 ＶＳ茨城

５０kg級 林　　　拓　海 県立釜利谷高等学校 ２回戦敗退 ＶＳ秋田

５５kg級 山　口　　　翔 県立横浜清陵総合高等学校 ５位 2.50 ＶＳ岐阜

６０kg級 山　田　悠　矢 県立磯子工業高等学校 ２回戦敗退 ＶＳ茨城

７４kg級 大　越　幸之介 県立荏田高等学校 ２位 7.00 ＶＳ秋田

天皇杯順位及び得点 １０位 48.00 ※は台風の影響によるもの

【セーリング】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

松　永・柳　川 神奈川県選抜 ４位 15.00 １８

廣　瀬　一　貴 ＳＣＳＫ １７位 ４１

山　﨑　大　輔 横浜市南消防署 ２４位 ９０

矢　口・古　谷 神奈川県選抜 ９位 ３２

樋　口　美　紗 三井住友海上火災保険 １０位 ３８

堀　川　智　江 金澤運輸 ７位 2.00 ２７

入　江・長　塚 逗子開成高等学校 ７位 6.00 ２８

藤　本　　　拳 湘南工科大学附属高等学校 ３位 6.00 １８

伊　神・桑　野 神奈川県選抜 ８位 3.00 ３６

池　田　紅　葉 横浜創学館高等学校 １位 8.00 １２

天皇杯順位及び得点 ６位 50.00

皇后杯順位及び得点 １３位 23.00

【ウエイトリフティング】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

スナッチ １４位 ９５ｋｇ

クリーン＆ジャーク １２位 １２６ｋｇ

トータル １３位 ２２１ｋｇ

スナッチ １３位 １２０ｋｇ

クリーン＆ジャーク ９位 １５３ｋｇ

トータル １３位 ２７３ｋｇ

フリースタイル

グレコローマンスタイル

成年女子

少年男子

成年男子

種目等

種目等

フリースタイル

７７kg級

成年男子

470級

成年男子

国体ウインドサーフィン級

競技
少年女子

競技

新体操

種目等

国体シングルハンダ―級

グレコローマンスタイル

少年女子

シーホッパー級スモールリグ

国体ウインドサーフィン級

セーリングスピリッツ級

シーホッパー級スモールリグ

セーリングスピリッツ級

シーホッパー級スモールリグ

深　瀬　富　明

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

総合サービス

セーリングスピリッツ級

神奈川県選抜

種目等

６２㎏級

少年男子

種目等

法政大学篠　原　航　平
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種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

スナッチ １６位 １１５ｋｇ

クリーン＆ジャーク １４位 １５０ｋｇ

トータル １５位 ２６５ｋｇ

スナッチ １３位 １２５ｋｇ

クリーン＆ジャーク １２位 １６０ｋｇ

トータル １３位 ２８５ｋｇ

スナッチ １５位 ６５ｋｇ

クリーン＆ジャーク １５位 ８２ｋｇ

トータル １５位 １４７ｋｇ

スナッチ ９位 ９３ｋｇ

クリーン＆ジャーク １２位 １１５ｋｇ

トータル １１位 ２０８ｋｇ

スナッチ １１位 ９５ｋｇ

クリーン＆ジャーク ７位 2.00 １２２ｋｇ

トータル ６位 ２１７ｋｇ

天皇杯順位及び得点 ４４位 12.00

【ハンドボール】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年女子 ２回戦敗退 ＶＳ鹿児島

少年男子 ２位 35.00 ＶＳ沖縄

天皇杯順位及び得点 ８位 45.00

皇后杯順位及び得点 １６位 10.00

【自転車】

種別 氏　　　名 所　　　　属 順　位 得　点 記録等

新　村　　　穣 法政大学 １１位 １’０７”６８０

丸　田　　　直 三菱電機 ８位 1.00

広　瀬　　　樹 中央大学 予選敗退 １ポイント

樋　口　峻　明 京都産業大学 予選敗退

大　村　慶　二 リコーインダストリアル １３位

北　田　　　空 横浜高等学校 予選敗退 １２”４８３

石　上　優　大 横浜高等学校 １３位 ２ポイント

川　島　綾　太 県立氷取沢高等学校 予選敗退

田野口　翔　一 横浜高等学校 １４位

２１位 ４’３８”１９３

４４位 １’１８”６９２

天皇杯順位及び得点 ３３位 11.00

【ソフトテニス】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 １回戦敗退 ＶＳ京都

少年女子 ６位 15.0 ＶＳ千葉

天皇杯順位及び得点 ２１位 25.00

皇后杯順位及び得点 ９位 25.00

【卓　球】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 １次リーグ敗退 Ｂグループ２位

少年男子 １次リーグ敗退 Ｃグループ３位

少年女子 ２回戦敗退 ＶＳ北海道

天皇杯順位及び得点 １８位 10.00

皇后杯順位及び得点 １５位 10.00

男　子
４ｋｍ団体追抜競争

成年男子

種目等

ケイリン

スプリント

東海大学

チーム・スプリント

ケイリン

少年男子

種目等

７７kg級

成年男子

種目等

６９kg級

５３kg級

1kmﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ

少年男子

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

田　谷　優　大

広瀬、樋口、田野口、石上

新　村、大　村、丸　田

星槎国際高等学校湘南

法政大学第二高等学校

沖　山　一　輝

神　谷　亮　磨

法政大学

８５kg級

１０５㎏級

新　海　裕　輝

奥　瀬　大　輔

法政大学

スプリント

種目

ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ

4km速度競走

慶應義塾高等学校

種目等

ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ

4km速度競走
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【相　撲】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 予選敗退

少年男子 予選敗退

天皇杯順位及び得点 １３位 10.00

【馬 術】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

５位 4.00 ５８．６

１位 8.00 １’１２”４２

３位 6.00 ６２．４２０

４位 5.00 ６３．３００

向　島　久　雄 ATSUGIﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 失権

３位 6.00 ６４．１５７

３位 6.00 ６６．４００

７位 2.00 １’０４”４３

１５位 ５６０

失権

８位 1.00 第２段階で失権

古　市・霜　島 ４位 5.00 １’０６”８７

天皇杯順位及び得点 ５位 53.00

皇后杯順位及び得点 ６位 22.00

【フェンシング】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

２位 21.00 ＶＳ大分

予選敗退 ２敗

少年男子 予選敗退 ２敗

天皇杯順位及び得点 １３位 31.00

皇后杯順位及び得点 １６位 10.00

【柔　道】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 ５位 12.50 ＶＳ長崎

少年男子 ５位 12.50 ＶＳ岡山

天皇杯順位及び得点 ９位 35.00

皇后杯順位及び得点 １４位 10.00

【ソフトボール】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年女子 １位 64.00 ＶＳ群馬

天皇杯順位及び得点 ６位 74.00

皇后杯順位及び得点 ２位 74.00

【バドミントン】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 ３回戦敗退 ＶＳ東京

天皇杯順位及び得点 １９位 10.00

皇后杯順位及び得点 １５位 10.00

【弓　道】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

予選敗退 １８点

予選敗退 ４８点

天皇杯順位及び得点 ３４位 10.00

皇后杯順位及び得点 ２４位 10.00

種目等

リレー

フルーレ

種目等

成年女子

成年男子

霜　島　果　月

日立製作所情報通信システム社

神奈川県選抜

種目等

団体

杉　山　春　恵

神奈川県選抜

少年

武　重　幸　喜

成年男子

藤沢乗馬クラブ

藤沢乗馬クラブ

トップスコア

種目等

馬場馬術

神奈川県選抜

神奈川県選抜

自由演技馬場馬術

ダービー

自由演技馬場馬術

ダービー

スピードアンドハンディネス

団体

国体総合馬場馬術

サーブル

二段階障害飛越

遠的

種目等

フルーレ

種目等

種目等

近的

標準障害飛越

神奈川県選抜

神奈川県選抜

成年男子

旭丘高等学校

古　市　英莉伽 アレセイア湘南高等学校

馬場馬術

神奈川県選抜（上津・高宮・齊藤）

神奈川県選抜

神奈川県選抜

エドワードエクリュ前　田　諭　志
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【ライフル射撃】

種別 氏　　　名 所　　　　属 順　位 得　点 記録等

５位 4.00 １４０．１

６位 3.00 １８８

２４位 ５６０

２９位 ２７６

１４位 ５５７

１６位 ６０４．２

予選敗退 ４０７．６

予選敗退 ４１５．７

吉　本　桂　子 ― 予選敗退 ３６３

少年男子 宮　上　尭　士 県立海老名高等学校 予選敗退 ５９６

少年女子 一ノ渡　　  桜 高木学園女子高等学校 ６位 3.00 １２０．５

天皇杯順位及び得点 ３０位 20.00

皇后杯順位及び得点 ２９位 13.00

【剣　道】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 ２回戦敗退 ＶＳ佐賀

少年女子 １回戦敗退 ＶＳ佐賀

天皇杯順位及び得点 １９位 10.00

皇后杯順位及び得点 １４位 10.00

【ラグビーフットボール】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

少年男子 ７位 12.00 ＶＳ長崎

天皇杯順位及び得点 １２位 22.00

【山　岳】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

２位 21.00

８位 3.00

天皇杯順位及び得点 １６位 34.00

皇后杯順位及び得点 １６位 10.00

【カヌー】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

１５ゲート ８位 1.00 ９９．６７

２５ゲート １２位 １０８．１４

スプリント ５位 4.00 １’３３”８１

１５００ｍ ７位 2.00 ４’５１”８０

２００ｍ 準決勝敗退 ４６”００２

５００ｍ ５位 4.00 ２’０８”２３９

１５ゲート ６位 3.00 １１３．６５

２５ゲート ６位 3.00 １２１．５１

スプリント １６位 １’５４”９１

１５００ｍ １３位 ５’４０”０９

２００ｍ 準決勝敗退 ４３”０５９

５００ｍ 準決勝敗退 ２’０２”４２３

２００ｍ ２位 21.00 ３６”７６９

５００ｍ ２位 21.00 １’４３”６７２

２００ｍ 準決勝敗退 ４８”１３３

５００ｍ ２位 7.00 ２’０５”２２９

２００ｍ ４位 15.00 ４５”８２３

５００ｍ ３位 18.00 １’５９”１８７

２００ｍ ３位 18.00 ４４”５１４

５００ｍ ５位 12.00 ２’０４”６６０

天皇杯順位及び得点 ２位 139.00

皇后杯順位及び得点 ７位 46.00

神奈川県選抜

１０ｍＳ４０Ｗ

成年男子

少年女子

種目等

女子

ＷＷ　Ｋ－１

成年女子

１０ｍＳ４０ＪＷ

男子

少年男子

成年男子

成年男子

ＳＬＲ　Ｋ－１

５０ｍＰ６０Ｍ

ＣＰ３０Ｍ

５０ｍ３×２０Ｗ

５０ｍＰ６０Ｗ

ＳＰ　　Ｃ－１

１０ｍＰ４０Ｗ

ＳＬＲ　Ｋ－１

種目等

ＳＰ　Ｋ－１

ＳＰ　Ｃ－２

種目等

１０ｍＳ６０ＪＭ

１０ｍＡＰ４０Ｗ

リード

県立橋本高等学校

ＳＰ　Ｋ－２

ＷＷ　Ｋ－１

５０ｍＫ２０Ｍ

種目等

神奈川県選抜

髙　橋　　　輝

神奈川県選抜

八　木　美　優

荻　野　隆　介 オギノパン

ＣＰ６０Ｍ

ボルダリング

神奈川県警察

永谷園

種目等

髙　橋　由希絵

　神奈川県選抜（新田・山内）

土　田　三友紀 関西大学

平　澤　卓　也 野村証券

ＳＰ　Ｋ－２

ＳＰ　Ｃ－１

加　藤・宍　戸

陸上自衛隊

早稲田大学

籔　　　碧　透

県立城山高等学校

陸上自衛隊高等工科学校

小　又・山　川

神奈川県選抜

小　島　大　地

陸上自衛隊高等工科学校

陸上自衛隊高等工科学校

平　岩　達　樹

八　木　愛　莉 早稲田大学

塚　原・山　中

安　保　泰　斗
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【アーチェリー】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 １位 24.00 ＶＳ滋賀

成年女子 予選敗退

天皇杯順位及び得点 ６位 34.00

皇后杯順位及び得点 １４位 10.00

【空手道】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

軽量級 阿久津　昂　平 かわでん ２回戦敗退 ＶＳ長崎

中量級 鈴　木　重　輝 日本レストランエンタープライズ ３回戦敗退 ＶＳ静岡

重量級 千　葉　大　輔 法政大学 ３回戦敗退 ＶＳ奈良

組手 稲　田　悦　子 横浜個人タクシー協同組合 １回戦敗退 ＶＳ山口

形 岩　田　樹　里 慶應義塾大学 ２回戦敗退 ＶＳ長崎

組手 伊勢野　大　介 横浜創学館高等学校 ５位 2.50 ＶＳ京都

形 星　山　友　貴 横浜創学館高等学校 ２回戦敗退 ＶＳ大阪

少年女子 組手 藤　田　麗　子 光明学園相模原高等学校 ３回戦敗退 ＶＳ兵庫

組手 団体 １回戦敗退 ＶＳ沖縄

天皇杯順位及び得点 ２５位 12.50

皇后杯順位及び得点 ２３位 10.00

【銃剣道】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 ３回戦敗退 ＶＳ宮崎

少年男子 ２位 21.00 ＶＳ北海道

天皇杯順位及び得点 ３位 31.00

【クレー射撃】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

９位 ２３３

８位 3.00 ２４９

天皇杯順位及び得点 １５位 13.00

【なぎなた】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

２回戦敗退 ＶＳ茨城

２回戦敗退 ＶＳ山梨

３回戦敗退 ＶＳ兵庫

２回戦敗退 ＶＳ佐賀

天皇杯順位及び得点 ２１位 10.00

皇后杯順位及び得点 ２１位 10.00

神奈川県選抜

成年男子

少年男子

少年女子

種目等

トラップ

種目等

スキート

種目等

種目等

　組手　

成年女子

種目等

演技

試合

試合

神奈川県選抜（大井、田畑、大貫）

成年女子
演技

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜

神奈川県選抜（丹治、長幡、真鍋）

成年男子

神奈川県選抜
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【ボウリング】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

佐々木　智　之 プリンスホテル 予選敗退 １３２３

斎　藤　祐　太 日本精工 予選敗退 １２３７

村　上　武　男 住電通信エンジニアリング 予選敗退 １２２５

村　上　悦　男 日本精工 予選敗退 １２１７

２人チームＡ 佐々木・村上(武) 前掲 １位 24.00 ４０４８（大会新）

２人チームＢ 斎藤・村上(悦) 前掲 予選敗退 ２５０２

４人チーム ４位 15.00 ５２６５（大会新）

佐　藤　悠　里 新杉田ボウル 予選敗退 １１３９

太　田　千　恵 県立厚木西高等学校 予選敗退 １０７７

吉　川　ちなつ 東陽設計工業 予選敗退 １１４３

藤　澤　理　枝 コニカミノルタ 予選敗退 １０５０

２人チームＡ 佐　藤・吉　川 前掲 予選敗退 ２３５９

２人チームＢ 太　田・藤　澤 前掲 予選敗退 ２１５７

４人チーム 予選敗退 ２２２９

藤　原　聖　佳 湘南学院高等学校 予選敗退 １１６８

内　田　侑　希 県立横浜南陵高等学校 予選敗退 １１５９

団体戦 ２人チーム 藤　原・内　田 前掲 ５位 12.00 ３７０６

天皇杯順位及び得点 ６位 61.00

皇后杯順位及び得点 １２位 22.00

【ゴルフ】

種　　別 選　手　名 所　　　属 順　位 得　点 記録等

成年男子 ３位 18.00 ２１８

女　　子 １２位 ２２５

少年男子 ８位 1.00 ２２９

天皇杯順位及び得点 ９位 29.00

皇后杯順位及び得点 １０位 10.00

　第６９回国民体育大会総合成績（冬季大会を含む）

６位 １６４９．５

９位 ６９３．０

少年女子
個人戦

成年女子

団体戦

個人戦

種目等

個人戦

種目等

成年男子

佐　藤、太　田、吉　川、藤　澤

団体戦

女子総合成績（皇后杯）

男女総合成績（天皇杯）

 神奈川県選抜

 神奈川県選抜

佐々木、斎藤、村上(武)、村上(悦)

 神奈川県選抜（杉山、堀川、庄司）
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第６９回国民体育大会　優勝者一覧

競技 種別 種目 選手等 備考

1 成年男子 110ｍH 矢　澤　　　航 (デサントＴＣ)

2 成年男子 走高跳 髙　張　広　海 (日立ＩＣＴ)

3 少年男子Ａ 走幅跳 佐久間　滉　大 (法政大学第二高等学校)

4 成年女子 自由形100ｍ 山　根　優　衣 (日本大学)

5 成年女子 平泳ぎ100ｍ 金　指　美　紅 (東洋大学)

6 成年女子 バタフライ100ｍ 細　田　梨　乃 (明治大学)

瀧　口　真　帆 (中央大学)
金　指　美　紅 (東洋大学)
細　田　梨　乃 (明治大学)
青　木　智　美 (法政大学)
細　田　梨　乃 (明治大学)
山　根　優　衣 (日本大学)
青　木　智　美 (法政大学)
瀧　口　真　帆 (中央大学)

9 少年男子Ａ 背泳ぎ200ｍ 堀　田　恵　路 (慶應義塾高等学校)

10 少年男子Ａ 個人メドレー400ｍ 平　岩　賢　人 (湘南工科大学附属高等学校)

11 少年男子Ｂ 背泳ぎ100ｍ 竹　内　智　哉 (湘南工科大学附属高等学校)

12 成年男子 飛込　飛板飛込 坂　井　　　丞 (日本体育大学) ２連覇

原　田　　　岳 (横浜高等学校)
常　本　佳　吾 (県立上鶴間高等学校)
有　馬　弦　希 (県立新羽高等学校)
石　原　広　教 (平塚学園高等学校)
平　澤　拓　巳 (県立新栄高等学校)
板　倉　　　洸 (鶴見大学付属高等学校)
田　中　　　碧 (県立新城高等学校)
西　川　公　基 (桐光学園高等学校)
渡　辺　皓　太 (県立菅高等学校)
根　本　圭　輔 (県立大師高等学校)
渡　辺　力　樹 (県立逗葉高等学校)
千　田　奎　斗 (県立金沢総合高等学校)
吉　尾　海　夏 (県立新栄高等学校)
服　部　剛　大 (県立新栄高等学校)
齊　藤　未　月 (横浜翠陵高等学校)
関　　　海　斗 (県立白山高等学校)

14 成年男子  フリースタイル65kg級 山　縣　良　嗣 (日本大学)

15 成年男子  フリースタイル74kg級 小　島　豪　臣 (県立中原養護学校)

16 成年男子  フリースタイル125kg級 下　中　隆　広 (横浜刑務所)

17 セーリング 少年女子 ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ｽﾓｰﾙﾘｸﾞ 池　田　紅　葉 (横浜創学館高等学校)

18 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)

泉　　　礼　花
(日立製作所情報･通信システム社
  ＩＴプラットフォーム事業本部)
清　原　奈　侑 (同所属)
濱　本　静　代 (同所属)
奥　田　茉優希 (同所属)
林　　　佑　季 (同所属)
濱　名　真　未 (同所属)
田　邊　奈　那 (同所属)
長谷川　千　尋 (同所属)
杉　山　真里奈 (同所属)
山　中　し　ほ (同所属)
小　薗　美　希 (同所属)
川　村　可奈子 (同所属)
西　嶋　智菜美 (同所属)
田　畑　隼　剛 (東海大学)
大　貫　　　渉 (立教大学)
大　井　一　輝 (慶應義塾大学)
佐々木　智　之 (プリンスホテル)
村　上　武　男 (住電通信エンジニアリング)

22 トライアスロン 成年男子 青　木　一　磨 (東京ヴェルディ)
※公開
　競技

リレー200ｍ

7

レスリング

陸上競技

水泳競技

成年女子 メドレーリレー400ｍ

8 成年女子

成年男子 団体

13 サッカー 少年男子

21 ボウリング 成年男子 団体（２人チーム）

19 ソフトボール 成年女子

20 アーチェリー
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