
順位 競技 種   別 ② 種目 入 　賞 　者(氏名・所属)

スケート 少年女子 スピード500ｍ 熊谷　　萌（盛岡工業高等学校）

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 成年男子 ショート500ｍ 村竹　啓恒（（公財）岩手県体育協会）

陸上競技 成年男子 砲丸投げ 佐藤　征平（国士舘クラブ）

陸上競技 成年男子 やり投げ 長沼　　元（国士舘大学）

ボクシング 成年男子 ミドル級 梅村　　錬（拓殖大学）

レスリング 成年男子 グレコローマン130kg級 金澤　勝利（自衛隊体育学校）

自転車 成年男子 スプリント 中野　慎詞（早稲田大学）

弓道 少年女子 近的
岩手県　監督　　千田　　晃（福岡工業高等学校教員）
　　　　菅原　佑美、玉川　龍桂（福岡工業高等学校）、
　　　　土門　幸音（岩谷堂高等学校）

弓道 少年女子 遠的
岩手県　監督　　千田　　晃（福岡工業高等学校教員）
　　　　菅原　佑美、玉川　龍桂（福岡工業高等学校）、
　　　　土門　幸音（岩谷堂高等学校）

カヌー 少年男子 カナディアンシングル500m 吉田　俊吾（不来方高等学校）

カヌー 少年男子 カナディアンシングル200m 吉田　俊吾（不来方高等学校）

カヌー 少年女子 カヤックペア200m 稲垣　千夏、 佐々木　伶奈（不来方高等学校）

アーチェリー 少年女子 小野寺　みずき（盛岡白百合学園高等学校）

2位 スケート 少年女子 スピード1000ｍ 熊谷　　萌（盛岡工業高等学校）

2位 ボクシング 成年男子 バンタム級 佐々木　康太（ALSOK岩手株式会社）

スケート 少年男子 スピード2000ｍＲ
岩手県　米田  恵隆、佐藤  寛人、横沢  直太郎
　　　　（盛岡工業高等学校）、
　　　　山口  知己（盛岡第三高等学校）

スキー 成年男子 Ｂ コンバインド 永井　陽一（八幡平市立松尾中学校（教））

ボクシング 少年男子 ピン級 鈴木　義人（水沢工業高等学校）

レスリング 成年男子 グレコローマン67kg級 川瀬　克祥（（株）シリウス）

ウエイトリフティング 少年男子 62kg級　C&J 平塚　侑亨（水沢高等学校）

自転車 男子 チームスプリント
佐藤　威吹（紫波総合高等学校）、安倍　大成、中野　慎詞
（早稲田大学）

ライフル射撃 成年女子 10mAP40W 佐々木　千鶴（岩手県警察学校）

カヌー 成年男子 カヤックシングル500m 近村　健太（盛岡市役所）

ゴルフ 成年男子 米澤　蓮（東北福祉大学）

スケート 少年男子 スピード1000ｍ 米田　恵隆（盛岡工業高等学校）

スキー 成年男子 Ｂ コンバインド 永井　健弘（盛岡市役所）

スキー 成年男子 Ａ コンバインド 柴草　陽祐（盛岡市スキー協会）

陸上競技 少年女子 Ａ 走幅跳 前田　桃華（盛岡第三高等学校）

陸上競技 成年男子 110mハードル 石川　周平（筑波大学）

ウエイトリフティング 成年男子 69kg級　C&J 内村　湧嬉（久慈工業高等学校教員）

ウエイトリフティング 少年男子 94kg級　スナッチ 菊池　昌輝（岩谷堂高等学校）

カヌー 少年女子 カヤックペア500m 稲垣　千夏、 佐々木　伶奈（不来方高等学校）

ボウリング 成年男子 団体（２人チーム）佐藤  信也（佐藤りんご園）・阿部  航希（鈴木新聞店）

４　第73回国民体育大会　〔富士の国やまなし国体、氷闘！かながわ・よこはま冬国体、にいがた妙高はね馬国体〕
〔福井しあわせ元気国体〕　入賞者
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順位 競技 種   別 ② 種目 入 　賞 　者(氏名・所属)

スケート 少年男子 スピード500ｍ 米田　恵隆（盛岡工業高等学校）

スケート 少年男子 スピード1500ｍ 横沢　直太郎（盛岡工業高等学校）

スケート 成年男子 スピード1500ｍ 渡部　知也（(株)シリウス）

スケート 成年女子 スピード1500ｍ 藤森　美希（八角病院）

スキー 成年女子 Ａ 5km クラシカル 土屋　正恵（日本大学）

スキー 成年男子 Ａ コンバインド 三ヶ田　泰良（明治大学）

スキー 女子 リレー
岩手県　滝沢　日菜・小田　綺花（盛岡南高等学校）、
　　　　土屋　正恵（日本大学）、田中 ゆかり（東海大学）

陸上競技 少年男子 Ｂ 100M 髙杉　時史（黒沢尻北高等学校）

サッカー 成年男子 団体

岩手選抜　　監督　髙鷹　雅也（富士大学職員）
　石塚　　亮、田村　孝洋、弘津　拓真、瀬戸　康平、
　谷地　朝日、久保　拓夢、志村　大海、中川　和彦、
　阿部　亮太、伊藤　健太、清水　　光（富士大学）、
　伊藤　仁也（(株)中村商会）、渡邊　翔（岩手大学）、
　太田代　飛鳥（ＮＳテックスエンジ釜石株式会社）、
　笠原　　淳（株式会社いわてアスリートクラブ）

ホッケー 成年男子 団体

岩手選抜  監督兼任　福士　紘平（沼宮内高等学校教員）
　松村 洋介（岩手町立川口中学校教員）、高橋 徹（株式
　会社純情米いわて）、笈口 将樹（盛岡広域森林組合）、
　久保 貴寿（株式会社メフォス）、田村 真彬（株式会社
　東北銀行）、橋本 航太（フジ地中情報株式会社）、
　丹内 光也（聖泉大学）、千葉 健寛、工藤 直明、
　田村 陸、上澤 祐斗（山梨学院大学）、
　今松　一貴、山口　滉太（天理大学）

ホッケー 少年男子 団体

岩手選抜　　監督　田村　保（沼宮内高等学校教員）
　玉木 愛夢輝、遠藤 智喜、西田 楓、立花 亜蘭、
　澤口　彪、千葉 翔音、田村 圭梧、今松　優、
　橘　汰威、三浦　凌（沼宮内高等学校）
　近藤 諒太、外山 亜都夢、蝦名 悠太（不来方高等学校）

ホッケー 少年女子 団体

岩手選抜　　岩舘　直也（不来方高等学校教員）
　佐々木　音乃、田中　千笑、三上　舞子、遠藤　妃羅、
　遠藤　風蘭（不来方高等学校）
　笹久保 聖蓮、岩﨑 紗弥、岩舘 響希、笹久保 知愛、
　玉木　愛優菜、田中　玲音、佐藤　明音、遠藤　梨華
（沼宮内高等学校）

ボクシング 少年男子 ライトフライ級 及川　天斗（黒沢尻工業高等学校）

ボクシング 成年男子 ライトフライ級 肝付　賢哉（日本体育大学）

レスリング 少年男子 フリースタイル60kg級 渡邊　耕太（種市高等学校）

レスリング 少年男子 グレコローマン51kg級 礒崎　竜之介（種市高等学校）

ウエイトリフティング 成年男子 69kg級　トータル 内村　湧嬉（久慈工業高等学校教員）

ウエイトリフティング 少年男子 69kg級　トータル 慶長　至悟（久慈工業高等学校）

ウエイトリフティング 少年男子 94kg級　トータル 菊池　昌輝（岩谷堂高等学校）

ハンドボール 少年男子 団体

岩手選抜　　監督　内記　　徹（不来方高等学校教員）
　井上　達朗、藤原　芳輝、新里　迅海、安倍 凜太郎、
　大西　亮太、大坪 亮祐、菊池 圭祐、川村　勇斗、
　海老子川　隼斗、小山田　圭汰（不来方高等学校）
　工藤 颯馬（盛岡第三高等学校）、天沼 樹（盛岡南高等
　学校）

ハンドボール 少年女子 団体

岩手選抜　　監督　大沢　勝（不来方高等学校教員）
　佐賀　真帆、鷹觜　なお、鈴木　歩虹、岸井　紅葉
　（盛岡白百合学園高等学校）
　山崎　萌華、田村　柚月、阿部　史歩、工藤　祈里、
　藤原　ひなた、石亀　萌夏、谷藤　悠、千葉　夏希
　（不来方高等学校）

5位

5位



順位 競技 種   別 ② 種目 入 　賞 　者(氏名・所属)

ソフトボール 少年女子 団体

岩手選抜　　監督　有住　隆（花巻東高等学校教員）
　清水　慎子、大越　玲那、唐牛　彩名、村塚　理穂、
　竹嶋　莉央、佐々木　めい、石塚　瑠奈、廣﨑　梨花、
　佐藤　歌鈴、渡部　翠里　（花巻東高等学校）
　小野寺　萌、神田　つくし（千厩高等学校）、
　細川　珠央（一関第一高等学校）

ソフトボール 成年男子 団体

岩手選抜　　監督　西尾　光明（大釜保育園職員）
　大日向 巧（二戸市立御返地中学校教員）、
　向井 健太朗、櫻田 亮介（一関市役所）、
　大坂 優介、八重樫 祐紀（水沢郵便局）、
　吉田 匠（株式会社純情米いわて）
　鈴木 比呂（ＪＡ全農いわて）、澤屋敷 海（盛岡大学）、
　佐藤 章貴（大船渡市役所）、吉田 卓（滝沢市役所）、
　早見 一摩（盛岡大学）、道源 康太（城西大学）

カヌー 成年女子 ワイルドウォーター1500m 山田　茉未（岩手中央農業協同組合）

カヌー 成年女子 スプリント 山田　茉未（岩手中央農業協同組合）

アーチェリー 少年女子
岩手県　　南　琴華、照井　彩花、小野寺　みずき
  　　　（盛岡白百合学園高等学校）

空手道 成年男子 形 在本　幸司（有限会社ツクバ精密）

スケート 成年女子 スピード3000ｍ 阿部　真衣（コスモ通信システム）

スケート 成年男子 スピード5000ｍ 渡部　知也（(株)シリウス）

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）

陸上競技 少年男子 共通 800M 佐々木　塁（盛岡第一高等学校）

ボート 成年女子 シングルスカル 大堀　玲奈（岩手県庁）

ウエイトリフティング 少年男子 69kg級　スナッチ 慶長　至悟（久慈工業高等学校）

ウエイトリフティング 少年男子 94kg級　C&J 菊池　昌輝（岩谷堂高等学校）

山岳 少年男子 リード
岩手県
　中島　大智・石嶋　魁人（盛岡南高等学校）

カヌー 成年男子 カヤックシングル200m 近村　健太（盛岡市役所）

アーチェリー 成年女子 団体
岩手県　吉田　美紅（愛知産業大学）、川渕　真弓（花巻北
　高等学校職員）、岩渕　萌（雫石町役場）

なぎなた 成年女子 演技
岩手県
　武田　智摘・山火　ゆか（日本女子体育大学）

スキー 少年男子 コンバインド 谷地  　宙　（盛岡中央高等学校）

スキー 成年男子 リレー
岩手県　遠藤  宏弥（日本体育大学）、
　若松  翔（盛岡農業高校教員）
　久保田　舜治（中央大学）、村田　勇人（中京大学）

陸上競技 成年女子 5000m競歩 熊谷　菜美（国士舘大学）

ウエイトリフティング 成年男子 62kg級　C&J 艾　幸太（株式会社純情米いわて）

ウエイトリフティング 成年男子 69kg級　スナッチ 内村　湧嬉（久慈工業高等学校教員）

カヌー 少年女子 カヤックシングル200m 鷹橋　茉美（不来方高等学校）

クレー射撃 成年 スキート
佐藤　一将（滝沢市役所）、菊地　健一（有限会社南岩手環
境）、武内　重人（京西電機(株)岩手工場）

スケート 少年女子 スピード500ｍ 星野　帆乃華（盛岡農業高等学校）

スケート 少年女子 スピード1000ｍ 星野　帆乃華（盛岡農業高等学校）

スケート 少年男子 スピード5000ｍ 紺野　元暉（盛岡工業高等学校）

スキー 少年男子 スペシャルジャンプ髙橋　佳佑（盛岡中央高等学校）

スキー 成年女子 Ａ 5km クラシカル 田中　ゆかり（東海大学）

スキー 少年男子 リレー

岩手県
　田邊　凌・橋本 　創（盛岡南高等学校）、
　大堰　徳（西和賀町立沢内中学校）、
　鈴木　塁（一戸町立一戸中学校）
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順位 競技 種   別 ② 種目 入 　賞 　者(氏名・所属)

陸上競技 少年女子 共通 三段跳び 山中　愛仁果（盛岡第一高等学校）

セーリング 少年女子 420級 盛合　汀紗・高橋　知華（宮古商業高等学校）

ウエイトリフティング 少年男子 62kg級　トータル 平塚　侑亨（水沢高等学校）

自転車 成年男子 ケイリン 安倍　大成（早稲田大学）

アーチェリー 成年男子 団体
岩手県
　佐々木　陽平（公財盛岡市体育協会）、丹野　天士（盛岡
　工業高等学校教員）、滝野　信弥（長崎国際大学）

アーチェリー 成年女子 個人 川渕　真弓 （花巻北高等学校職員）

8位


