
第68回国民体育大会の概要・成績
過去 10 年間の中で最高順位になる 23 位と、すばらしい成績を収めました。2 年後にせまる「希望郷いわて国体」に 

向けて、選手の日頃の鍛錬と選手強化の取組の成果が表れた大会となりました。

Ⅰ　概　要
【冬季大会】

■スケート競技会・アイスホッケー競技会
　平成25年1月26日（土）〜2月1日（金）

　スピード

　福島県郡山市

　フィギュア　ショートトラック　アイスホッケー

　東京都江戸川区　渋谷区　東大和市　西東京市

　本県選手団　千葉　　哲　団長（県スケート連盟会長）　

　以下　49名（選手・監督 39名、本部役員 10名）

■スキー競技会
　平成25年2月16日（土）〜19日（火）

　秋田県鹿角市

　本県選手団　米川　次郎　団長（県スキー連盟会長）

　以下　68名　（選手・監督 59名、本部役員 9名）

【本大会】
　平成25年9月28日（土）〜10月8日（火）

　東京都（13区、26市、5町、4村）、埼玉県（1市）、千葉県（1市）

　本県選手団　達増　拓也　団長　以下　476名

　（選手・監督456名、本部役員20名）

Ⅱ　大会成績
1　男女総合成績（天皇杯）

　943点（競技得点+参加点400点）

　 23位（昨年790.0点（+153）　39位（+16））

　＊冬季終了19位（82点）

2　女子総合成績（皇后杯）
　483点（競技得点+参加点300点）

　 27位（昨年408.0点　40位）

　＊冬季終了19位（32点）

3　入賞団体及び個人

ウエイトリフティング少年男子 及川圭将
（岩手日報2013年10月6日付朝刊）

ボート少年男子シングルスカル
山根慶大

（岩手日報2013年9月16日付朝刊）

陸上競技少年男子B 110mハードル 田代優仁（岩手日報2013年10月7日付朝刊）

ホッケー少年男子団体（岩手日報2013年10月7日付朝刊）
自転車少年男子スプリント 後藤 悠

（岩手日報2013年10月3日付朝刊）

陸上競技少年女子B 200m 川村知巳（岩手日報2013年10月6日付朝刊）

順位 競技 種別 種目 入賞者 ◎監督兼選手　○監督　

1位

陸上競技 成年少年
女子共通 4×100mリレー 川村　知巳（盛岡第一高校）・小山　琴海・土橋　智花（盛岡誠桜高校）

藤沢　沙也加（セレスポ）
陸上競技 少年女子B 200m 川村　知巳（盛岡第一高校）
ボート 少年男子 シングルスカル 山根　慶大（山田高校）

ハンドボール 少年男子 団　体
○内記　徹（不来方高校教員）
　遠藤拓也・佐藤龍亮・谷地健汰・廣田柚羽・内野 俊・立花健吾・昆 駿・庄子直志
　安倍竜之介・山﨑純平・袰屋竜流（不来方高校）・藤原竜郎（盛岡第一高校）

2位

スキー 成年男子B コンバインド 永井　陽一（安代中学校教員）
スキー 少年男子 コンバインド 小林　陵侑（盛岡中央高校）
陸上競技 少年男子B 110mハードル 田代　優仁（盛岡第四高校）

ホッケー 少年男子 団　体
○田村　保（沼宮内高校教員）
　玉山 剛・千葉健寛・泡渕翔太・竹田 真・岩崎圭介・大下 諒・小沢 諒・工藤拓也
　山口滉太・笈口将樹・上澤祐斗（沼宮内高校）・山﨑文也・岩崎星斗（不来方高校）

ボクシング 少年男子 ミドル級 梅村　錬（江南義塾盛岡高校）
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順位 競技 種別 種目 入賞者 ◎監督兼選手　○監督　

2位
ウエイトリフティング 少年男子 56kg級スナッチ 及川　佳将（水沢高校）
ウエイトリフティング 少年男子 56kg級トータル 及川　佳将（水沢高校）
自転車 少年男子 スプリント 後藤　悠（紫波総合高校）

3位

サッカー 成年男子 団　体
◎鳴尾直軌（FC盛岡市立）・松下泰士・岡田祐政・小林亮太・石井雄真・土井良太
　萩原直斗・吉岡航平・松田賢太・高橋悠馬・富井英司・森川龍誠・横山卓司
　加藤浩史・森田真司・守田 創（グルージャ盛岡）

ホッケー 成年女子 団　体
◎高橋郁美（㈱エクナ）・遠藤彩乃（久保小学校職員）・遠藤芽衣（川口印刷工業㈱）

山﨑幸子（岩手町役場）・澤村小百合（（一社）岩手自動車整備振興会）
小沢みさき（岩手県教育委員会スポーツ健康課）・大巻紗千・阿部 梢・家郷千紘（富士大学）
千葉夢希・上山 陽（SWS東日本株式会社）・早坂 蛍・高橋真唯・菊地侑里（東海学院大学）

ホッケー 少年女子 団　体
○佐々木正人（沼宮内高校教員）

武田恵里奈・瀬川真帆・中花愛莉・瀧澤璃菜・滝口侑佳・松村美香・元村優佳・橋本真鈴
田村佑希（沼宮内高校）・岩舘聖菜・三浦菜摘・松村琴美・下向璃恵（不来方高校）

ボクシング 成年男子 バンダム級 佐々木　康太（日本大学）
ボクシング 成年男子 ライトウェルター級 伊藤　翔太（日本大学）
レスリング 少年男子 グレコローマン120kg級 牧野　拓海（種市高校）
ウエイトリフティング 成年男子 94kg級クリーン＆ジャーク 芦渡　翔（久慈工業高校教員）
ウエイトリフティング 成年男子 94kg級トータル 芦渡　翔（久慈工業高校教員）
ウエイトリフティング 少年男子 53kg級クリーン＆ジャーク 千葉　健介（水沢高校）
ウエイトリフティング 少年男子 53kg級トータル 千葉　健介（水沢高校）
ウエイトリフティング 少年男子 56kg級クリーン＆ジャーク 及川　佳将（水沢高校）
カヌー 成年男子 カヤックシングル500m 近村　健太（立命館大学）

4位

陸上競技 少年男子A 110mハードル 石川　周平（花巻北高校）
陸上競技 少年女子A 100m 土橋　智花（盛岡誠桜高校）
陸上競技 少年女子B 100mハードル 佐々木　天（盛岡第一高校）
ウエイトリフティング 少年男子 62kg級クリーン＆ジャーク 菊池　莉宗（岩谷堂高校）

銃剣道 少年男子 団　体 ○外村　進（JA共済連岩手）
　千葉　将之・佐藤　澪太・佐々木　学（秀芳館）

5位

スケート 少年男子 フィギュア団体 佐藤　洸彬・柴田　悠河（盛岡中央高校）
スケート 少年男子 フィギュア 佐藤　洸彬（盛岡中央高校）
スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 東野　菜津美（ICI石井スポーツ盛岡店）
ボクシング 成年男子 フライ級 高野　裕基（法政大学）
ボクシング 少年男子 ライト級 吉田　海斗（江南義塾盛岡高校）
レスリング 成年男子 フリースタイル120kg級 金沢　勝利（自衛隊）
レスリング 少年男子 フリースタイル74kg級 濱道　京祐（種市高校）
レスリング 少年男子 グレコローマン66kg級 澤田　航（宮古商業高校）
ウエイトリフティング 成年男子 94kg級スナッチ 芦渡　翔（久慈工業高校教員）

相撲 少年男子 団　体 ○越田正信（平舘高校教員）
田口 龍・ 関 達也（盛岡農業高校）・上平晴輝・髙橋和優・ 松浦智哉（平舘高校）

山岳 成年女子 リード 畠山　千怜（㈱十文字チキンカンパニー）
立花　里実（日本生命花巻営業部）

カヌー 少年女子 カヤックシングル500m 佐々木　清夏（不来方高校）

クレー射撃 成年男子 スキート 佐藤　一将（滝沢村役場）・村谷　信明（㈲村谷パン）
武内　重人（京西電機㈱岩手工場）

6位

スケート 少年女子 2000mリレー　 三嶋　萌（気仙中学校）・村山実咲・山崎朱香・濱田芽生子（盛岡農業高校）
スキー 成年男子A スペシャルジャンプ 遠藤　秀治（清光社SC）
スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 小林　陵侑（盛岡中央高校）

スキー 少年男子 クロスカントリーリレー 川野　創平・田崎　梓（盛岡南高校）・村上　映人（盛岡第三高校）
藤本　託也（雫石高校）

陸上競技 成年女子 400m 藤沢　沙也加（セレスポ）
ボート 少年女子 ダブルスカル 南野　裕佳里・松尾恵美（雫石高校）
ウエイトリフティング 少年男子 53kg級スナッチ 千葉　健介（水沢高校）
自転車 少年男子 ケイリン 三浦　元緋（盛岡農業高校）
馬術 少　年 ダービー 関本　敬太（水沢農業高校）
馬術 少　年 団体障害飛越 関本　敬太・及川　祐平・日向　遼（水沢農業高校）
ライフル射撃 成年男子 センター・ファイア・ピストル60 髙橋　拓也（岩手県警察学校）
山岳 成年女子 ボルダリング 畠山千怜（㈱十文字チキンカンパニー）・立花里実（日本生命花巻営業部）　

7位

スケート 少年男子 2000mリレー　 川村拓也・笈口裕司（盛岡農業高校）・芝西佑哉・杉山裕一（盛岡工業高校）
スケート 少年女子 1000m 三嶋　萌（気仙中学校）
スケート 少年女子 3000m 村山　実咲（盛岡農業高校）
水泳（競泳） 少年男子B 50m自由形 向中野　元気（盛岡第一高校）
ボート 成年女子 シングルスカル 小谷　尚子（みちのくコカ・コーラRC）
ボート 成年女子 ダブルスカル 山根　由絹（早稲田大学）・大堀　玲奈（明治大学）

ホッケー 成年男子 団　体
◎岩舘直也（不来方高校教員）・中村一眞・藤本守（富士大学）・

久保大樹（川口中学校教員）・田村真彬（早稲田大学）・福士憲一（㈱ミクロトップ）
久保貴寿（㈱メフォス）・小澤淳平（㈱東亜電化）・引木将人・大巻佑馬（㈱三櫻）
高橋 徹（駿河台大学）・松村和樹（葛巻町役場）・田中拓磨（自営）

ウエイトリフティング 成年男子 62kg級スナッチ 艾　幸太（日本体育大学）
ウエイトリフティング 成年男子 77kg級クリーン＆ジャーク 及川　翼（平成国際大学）
ウエイトリフティング 成年男子 77kg級トータル 及川　翼（平成国際大学）
ウエイトリフティング 少年男子 62kg級トータル 菊池　莉宗（岩谷堂高校）
なぎなた 成年女子 演　技 疋田　かんな（日本女子体育大学）・岩﨑　彩（釜石商工高校教員）

弓道 成年女子 近　的 ◎瀬川　素子（ラッキーバッグ㈱花城薬局）
　菊池　ひかり（岩手県立大学）・村川　春圭（盛岡市上下水道局）

8位

スケート 少年男子 10000m 杉山　裕一（盛岡工業高校）

スキー 女　子 クロスカントリーリレー 高橋　杏（雫石中学校）・土屋　正恵（盛岡南高校）
前野　佳那（盛岡第三高校）・西舘　真紀（大東文化大学）

ウエイトリフティング 成年男子 69kg級クリーン＆ジャーク 内村　湧嬉（平成国際大学）
ウエイトリフティング 少年男子 62kg級スナッチ 菊池　莉宗（岩谷堂高校）
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