
第72回国民体育大会の結果
ながの銀嶺国体／愛顔つなぐ えひめ国体

冬季大会
■スケート競技会・アイスホッケー競技会

平成29年1月27日（金）～1月31日（火）

長野県　長野市、岡谷市、軽井沢町

本県選手団　竹田浩久　団長　

以下　59名（選手・監督47名、本部役員12名）

■スキー競技会

平成29年2月14日（火）～2月17日（金）

長野県　白馬村

本県選手団　米川次郎　団長　

以下　71名（選手・監督61名、本部役員10名）

本大会

平成29年9月30日（土）～10月10日（火）

愛媛県（11市8町）　高知県（1市1町1村）　兵庫県（1市）

本県選手団　達増拓也　団長　

以下569名（選手･監督544名、本部役員25名）

Ⅱ　大会成績

1　男女総合成績（天皇杯）

1,125点（競技得点+参加点400点）　14位　

（昨年1,925点　2位、一昨年1,099点　16位）　

2　女子総合成績（皇后杯）

675.5点（競技得点+参加点350点）　12位　

（昨年981点　2位、一昨年　598点　16位）

Ⅰ　概　要

許可番号　29えひめ国体・大会承認第1-164号

順位 競　技 種   別 種　目 入 　賞 　者（氏名・所属）

1位

陸上競技 成年男子 10000mW 高橋 英輝（富士通㈱）

ホッケー 少年男子
岩手選抜　監督：岩舘 直也（不来方高教） 
田村 陸、滝口 義貴、中花 惇、大村 晴人、大下 紘人、田村 圭梧、岩崎 和也、橘 汰威、
三浦 凌、遠藤 智貴、立花 亜蘭（沼宮内高）、澤 柊汰、工藤 基明（不来方高）

自転車 少年男子 スプリント 中野 慎詞（紫波総合高）
フェンシング 成年男子 フルーレ 佐 木々 慶将（監督兼任：㈲共輪自動車）、藤野 大樹（㈱デンソー岩手）、千田 圭（日本体育大）
山岳 少年女子 ボルダリング 田中 里旺（盛岡一高）、伊藤 ふたば（松園中）
カヌー 少年男子 JC-1（200） 吉田 俊吾（不来方高）

アーチェリー 成年女子 岩手選抜　監督：鈴木 啓太郎（盛岡白百合学園高教） 
川渕 真弓（花巻北高職）、吉田 美紅、畠山 佳菜子（愛知産業大）

ゴルフ 少年男子 米澤 蓮（盛岡中央高）
スケート 成年男子 スピード1500m 渡部 知也（㈱シリウス） 
スケート 成年男子 スピード5000m 渡部 知也（㈱シリウス） 
スケート 少年女子 スピード500m 熊谷 萌（盛岡工高）
スキー 成年男子 Ｂ スペシャルジャンプ 永井 健弘（盛岡市役所）
スキー 成年女子 Ａ クロスカントリー 土屋 正恵（日本大）

（岩手日報2017年10月9日付朝刊） （岩手日報2017年9月12日付朝刊）

（岩手日報2017年10月2日付朝刊）

（岩手日報2017年9月13日付朝刊）

（岩手日報2017年10月2日付朝刊）

（岩手日報2017年10月2日付朝刊）

Iwate Sports Association　体協いわて No.81 ●3



順位 競　技 種   別 種　目 入 　賞 　者（氏名・所属）

2位

レスリング 成年男子 フリー125㎏級 金沢 勝利（自衛隊体育学校）
レスリング 成年男子 グレコ66㎏級 川瀬 克祥（㈱シリウス）
自転車 成年男子 ケイリン 照井 拓成（日本大）
山岳 少年女子 リード 田中 里旺（盛岡一高）、伊藤 ふたば（松園中）
なぎなた 少年女子 演技 山火 ゆか（一戸高）、佐 木々 卯月（盛岡二高）
スケート 成年女子 スピード500m 曽我 こなみ （ホテル東日本）
スケート 成年女子 スピード1000m 曽我 こなみ （ホテル東日本）
スケート 少年女子 スピード1000m 熊谷 萌（盛岡工高）
スキー 成年男子 Ｂ コンバインド 永井 健弘（盛岡市役所）

3位

陸上競技 成年男子 円盤投 米沢 茂友樹（オリコ）
陸上競技 少年男子 Ｂ 3000m 佐 木々 塁（盛岡一高）
ボクシング 少年男子 フライ級 福來 龍神（江南義塾盛岡高）
ボクシング 少年男子 ミドル級 菊地 永司（盛岡南高）
レスリング 成年女子 フリー53㎏級 菅原 ひかり（種市高教）
弓道 成年女子 遠的 伊藤 鈴奈（岩手大）、岩渕 乃江（岩手信号防災㈱）、村川 春圭（盛岡市上下水道局）
カヌー 成年女子 WW－スプリント 山田 茉未（岩手農協同組合）
カヌー 少年男子 JC-1（500） 吉田 俊吾（不来方高）
カヌー 少年女子 JWK-1（200） 菊池 夏生（不来方高）
クレー射撃 成年男子 スキート団体 西川 良幸（岩手県クレー射撃協会）、佐藤 一将（滝沢市役所）、武内 重人（京西電機㈱）
スケート 成年女子 スピード1500m 阿部 真衣（盛岡ヘアメイク専門学校職）
スケート 成年女子 スピード3000m 阿部 真衣（盛岡ヘアメイク専門学校職）
スケート 少年男子 スピード500m 米田 恵隆（盛岡工高）
スキー 成年男子 Ｂ コンバインド 永井 陽一（安代中教）

4位

陸上競技 少年女子 Ａ 100m 山田 美来（盛岡誠桜高）

ホッケー 成年女子

岩手選抜　監督：藤原研樹（富士大職） 
十和田 咲（北日本ヘア・スタイリストカレッジ）、橋本 真鈴（天理大）、和田 茜、田村 綾菜、
田中 彩樹（山梨学院大）、中花 愛莉（東海学園大）、瀧澤 璃菜（早稲田大）、杣 千里（㈱
純情米いわて）、阿部 梢（岩手県スポーツ振興事業団）、高橋 真唯（いわて生活協同組合
ベルフ山岸）、千葉 夢希（SWS東日本㈱）、田村 花香（田山小職）、菊地 侑里（東北銀行）

ウエイトリフティング 成年男子 69kg級C&J 内村 湧嬉（岩谷堂高教）
ウエイトリフティング 少年男子 105kg級C&J 千葉 元太（盛岡工高）

ハンドボール 少年女子
岩手選抜　監督：大沢 勝（不来方高教） 
松木 舞梨南、新沼 未央、吉田 有沙、田村 柚月、中村 歩夢、遠藤 千菜、谷藤 悠、大窪 
葵、石亀 萌夏、戸羽 優奈、千葉 夏希（不来方高）、地蔵堂 加奈（盛岡南高）

自転車 少年男子 ケイリン 佐藤 威吹（紫波総合高）
ライフル射撃 成年女子 10mAP40W 佐 木々 千鶴（岩手県警察学校）

剣道 成年男子 岩手選抜　下川 祐造（監督兼任：岩手県警察学校） 
佐 木々 直也、白鳥 卓也（岩手県警察）、小田口 享弘（三井住友海上）、青木 貞志（花巻北高教）

カヌー 成年女子 WW－1500 山田 茉未（岩手中央農協同組合）
スケート 少年男子 スピード10000m 横沢 直太郎（盛岡工高）

スケート 成年男子 スピード2000m 
リレー

岩手選抜 
斉藤 龍汰（東洋大）、芝西 佑哉（山王海土地改良区）、池田 晋一郎（盛岡市役所）、
渡部 知也（㈱シリウス）

スキー 成年男子 Ａ コンバインド 三ヶ田 泰良（明治大）

5位

陸上競技 少年男子 Ａ 棒高跳 刈谷 春樹（盛岡南高）
陸上競技 少年男子 Ｂ 砲丸投 馬場 北斗（水沢一高）
陸上競技 少年男子 Ｂ 走幅跳 伊藤 千洸（盛岡南高）
陸上競技 少年女子 Ａ 400m 山田 美来（盛岡誠桜高）

ホッケー 少年女子
岩手選抜　監督：佐 木々正人（岩手県庁） 
工藤 明日香、佐 木々 芽生、浮中 紗香、高橋 亜未、佐 木々 朝未、笹久保 聖蓮、岩舘 響
希、玉木 愛優菜、田中 玲音（沼宮内高）、民部田 うり、遠藤 妃羅、田中 千笑、遠藤 風蘭

（不来方高）
ボクシング 少年男子 ウェルター級 佐藤 脩斗（水沢工高）
ボクシング 成年男子 ミドル級 梅村 錬（拓殖大）
ボクシング 成年男子 ライトヘビー級 照井 湧真（拓殖大）
レスリング 成年男子 フリー57㎏級 左京 昴亮（日本大）
レスリング 少年男子 グレコ60kg級 浅沼 竜（盛岡工高）
レスリング 少年男子 グレコ84㎏級 大久保 航太（種市高）

（岩手日報2017年10月4日付朝刊）

（岩手日報2017年10月10日付朝刊） （岩手日報2017年10月10日付朝刊）（岩手日報2017年10月5日付朝刊） （岩手日報2017年10月10日付朝刊）
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順位 競　技 種   別 種　目 入 　賞 　者（氏名・所属）

5位

馬術 少年 馬場馬術 千葉 遙（金ヶ崎高）＆パスティック
馬術 少年 二段階障害飛越 伊藤 美月（水沢農高）＆ハロー・リズム
馬術 少年 ダービー 小野寺 竜樹（水沢農高）＆ハロー・リズム

ソフトボール 少年女子
岩手選抜　監督：原田 智生（久慈東高教） 
清水 慎子、大越 玲那、加藤 花澄、唐牛 彩名、村塚 理穂、竹嶋 莉央、佐 木々 めい（花
巻東高）、遊佐 綺乃、小野寺 美里、齋藤 真沙希（一関一高）、畠山 雛妥、小野寺 セリ
カ、伊藤 詩穂（千厩高）

カヌー 少年女子 JWK-1（500） 菊池 夏生（不来方高）

高野球硬式 少年男子
盛岡大附属高　監督：関口 清治 
平松 竜也、松田 夏生、菜花 友紀、小林 由伸、大里 昂生、比嘉 賢伸、林 一樹、植田 
拓、三浦 奨、三浦 瑞樹、臼井 春貴、大宮 海星、松本 跳馬、三浦 豪、伊藤 大智、藪内 
海斗

高野球軟式 少年男子
専修大北上高　監督：菅野 裕二 
菅原 瑠生、小原 宏斗、宮森 優希、小原 航大、菊池 友、杉澤 七星、引木 翔、濵﨑 正
寛、高田 稔大、佐 木々 唯楓、小笠原 颯、志村 優綺、服部 智成、荻野 竜樹

スケート 成年女子 スピード2000m 
リレー

岩手選抜 
曽我 こなみ（ホテル東日本）、三嶋 萌（大東文化大）、濱田 芽生子（岩手県立大）、藤森 美希（八角病院）

スケート 少年女子 スピード2000m 
リレー

岩手選抜 
星野 帆乃華、舘洞 美七海（盛岡農高）、鈴木 桃衣（盛岡三高）、熊谷 萌（盛岡工高）

6位

陸上競技 成年女子 5000mW 熊谷 菜美（国士舘大）
ウエイトリフティング 成年男子 62kg級C&J 千葉 健介（早稲田大）
自転車 成年男子 チーム・スプリント 後藤 悠（早稲田大）、照井 拓成（日本大）、中野 慎詞（紫波総合高）

ソフトテニス 少年男子 岩手選抜　監督：小向健一（黒沢尻工高教） 
及川 憂斗、小田島 圭（黒沢尻北高）、浅間 楓、東 直樹、瀬川 楓雅（岩手高）

馬術 少年 自由演技馬場馬術 千葉 遥（金ヶ崎高）＆パスティック
弓道 少年男子 遠的 佐藤 龍弥（一関工高）、荒田 祥希（福岡工高）、舘 颯太（盛岡三高）
弓道 少年男子 近的 佐藤 龍弥（一関工高）、荒田 祥希（福岡工高）、舘 颯太（盛岡三高）
スケート 成年女子 スピード1000m 藤森 美希（八角病院）
スキー 成年男子 Ｂ コンバインド 畠山 長太（八幡平市産業振興㈱）
スキー 少年男子 コンバインド 小林 龍尚（松尾中）

7位

ウエイトリフティング 成年男子 トータル 千葉 健介（早稲田大）
ウエイトリフティング 少年男子 77kg級Ｃ＆Ｊ 長根 隆文（久慈工高）

ソフトテニス 成年男子
岩手選抜　監督：菊池 俊次（岩手県庁） 
吉田 悠人（㈱吉田測量設計）、泉山 翔太（盛岡市役所）、山田 拓真（東北銀行）、南郷 
周英（北上市役所）、伊藤 健人（東北紙器㈱）

馬術 成年女子 ダービー 渡邊 咲（前沢学校給食センター）＆ハロー・リズム
馬術 成年男子 国体総合馬術 佐藤 改（アリオン）＆コルマノ
スケート 少年男子 スピード1500m 横沢 直太郎（盛岡工高）
スケート 少年女子 スピード1000m 星野 帆乃華 （盛岡農高）

スケート 少年男子 スピード2000m 
リレー

岩手選抜 
米田 恵隆、横沢 直太郎、佐藤 寛人（盛岡工高）、山口 知己（盛岡三高）

スキー 成年男子 Ａ ジャイアントスラローム 宮本 慎矢（㈱三田商店SC）
スキー 成年男子 Ｂ ジャイアントスラローム 小松 恭平（新日本設計㈱）

スキー 女子リレー クロスカントリー 岩手選抜 
小田 綺花（雫石中）、森 冬姫子（松尾中）、土屋 正恵（日本大）、田中 ゆかり（東海大）

8位

陸上競技 少年女子 Ｂ 走幅跳 山中 愛仁果（盛岡一高）
陸上競技 少年女子共通 棒高跳 新田 英理子（黒沢尻北高）
陸上競技 成年男子 やり投 長沼 元（国士舘大）
ウエイトリフティング 成年男子 85kg級トータル 及川 翼（自衛隊体育学校）
ウエイトリフティング 成年男子 94kg級C&J 芦渡 翔（久慈工高教）
ウエイトリフティング 成年男子 94kg級C&J 芦渡 翔（久慈工高教）
ウエイトリフティング 少年男子 77kg級トータル 長根 隆文（久慈工高）
アーチェリー 成年女子 個人総合 川渕 真弓（花巻北高職）
カヌー 成年男子 K-1（200） 近村 健太（盛岡市役所）
クレー射撃 成年男子 スキート個人 佐藤 一将（滝沢市役所）
スキー 成年男子 Ｂ ジャイアントスラローム 小船 勝己（荒沢運送）
スケート 成年女子 スピード500m 濱田 芽生子（岩手県立大）
スケート 少年男子 スピード500m 佐藤 寛人（盛岡工高）

（岩手日報2017年10月10日付朝刊）（岩手日報2017年10月10日付朝刊）
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