
■　会　　　期　平成26年10月12日（日）～10月22日（水）
■　会　　　場　長崎県（11市、３町）、熊本県(1市1町）、福岡県(1市）
■　大会参加数　47都道府県　22,432名（選手・監督・本部役員）
■　本県選手団　514名（選手・監督　494名、本部役員　20名）
■　総 合 成 績
男女総合成績　807.5点（競技得点+参加点400点）37位　(昨年943点(-135.5)　23位(-14))� *冬季終了18位（97点）
女子総合成績　���450点（競技得点+参加点300点）33位　(昨年483点　27位)� *冬季終了22位（32点）

〈団体〉

第69回国民体育大会結果・成績 

順位 競技 種別 種目 入　賞　者

1位
陸上競技 成年男子 800m 田中　匠瑛（盛岡市役所）
ボクシング 少年男子 ミドル級 梅村　　錬（江南義塾盛岡高校）
レスリング 成年男子 フリースタイル125kg級 金沢　勝利（自衛隊体育学校）

2位
陸上競技 成年男子 10000m競歩 高橋　英輝（岩手大学）
ボクシング 少年男子 バンタム級 畠山　稜也（黒沢尻工業高校）
ウエイトリフティング 少年男子 105kg級スナッチ 菊地　　凱（岩谷堂高校）

3位

陸上競技 少年男子共通 800m 櫻岡　流星（盛岡南高校）
陸上競技 少年男子共通 5000m競歩 高橋　和生（花巻北高校）
ボクシング 少年男子 ライト級 佐々木大和（水沢工業高校）
レスリング 成年男子 グレコローマン98kg級 横澤　　徹（盛岡市役所）
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）

4位

ウエイトリフティング 少年男子 69kg級スナッチ 土内　嘉理（久慈工業高校）
ウエイトリフティング 少年男子 69kg級クリーン＆ジャーク 土内　嘉理（久慈工業高校）
ウエイトリフティング 少年男子 69kg級トータル 土内　嘉理（久慈工業高校）
ライフル射撃 成年女子 10mエアピストル(40発) 佐々木千鶴（岩手県警察本部）
カヌー 少年男子 カヤックシングル200m 四戸　　宗（不来方高校）

5位

陸上競技 成年女子 100m 土橋　智花（岩手大学）
ボクシング 成年男子 バンタム級 佐々木康太（日本大学）
ボクシング 少年男子 ウェルター級 菊地　　翔（黒沢尻工業高校）
ボクシング 成年男子 フライ級 星　　和也（東洋大学）
レスリング 成年男子 グレコローマン85kg級 冨士原祐貴（神奈川大学）
レスリング 少年男子 グレコローマン66kg級 三上　康太（盛岡工業高校）
ウエイトリフティング 成年男子 62kg級クリーン＆ジャーク 内村　湧嬉（岩谷堂高校教員）
ウエイトリフティング 成年男子 62kg級トータル 内村　湧嬉（岩谷堂高校教員）
ウエイトリフティング 少年男子 77kg級クリーン＆ジャーク 齋藤　英樹（盛岡工業高校）
ウエイトリフティング 少年男子 77kg級トータル 齋藤　英樹（盛岡工業高校）
ウエイトリフティング 少年男子 105kg級　トータル 菊地　　凱（岩谷堂高校）
相　撲 少年男子 個　人 松浦　智哉（平舘高校）
馬　術 成年男子 ダービー 佐藤　　改（アリオン）
ライフル射撃 少年女子 ビーム・ライフル立射40発 佐藤　綾乃（盛岡第二高校）

〈個人〉

少年バンタム級準 決々勝　有効打を重ね、接戦を制した畠山稜也（右、黒沢尻北高校）
＝雲仙市吾妻体育館（岩手日報2014年10月16日付朝刊）

成年男子800メートル決勝　ゴール前、必死の形相で
後続の追い上げを振り切る田中匠瑛（右、盛岡市役所）
＝長崎県立総合運動公園陸上競技場（岩手日報2014年
10月21日付朝刊）

少年105キロ級　スナッチ3回目、117キロをクリアし
雄たけびを上げる菊地凱（岩屋堂高）
＝長崎県諫早農高第1体育館（岩手日報2014年10月18日付朝刊）

成年男子1万メートル競歩決勝　
先頭の鈴木雄介（右）を追う高橋英輝（左、岩手大）

（岩手日報2014年10月21日付朝刊）

順位 競技 種別 種目

1位 弓　道 成年女子 遠　的

4位
ホッケー 少年女子 団　体
アーチェリー 成年女子 団　体

5位

ホッケー 少年男子 団　体
ハンドボール 成年男子 団　体
ハンドボール 成年女子 団　体
卓　球 成年男子 団　体
卓　球 少年女子 団　体

順位 競技 種別 種目

6位

クレー射撃 成年男子 スキート団体
ボート 成年男子 ダブルスカル
カヌー 少年女子 カヤックペア　500m
カヌー 少年女子 カヤックペア　200m

7位
ラグビーフットボール 少年男子 団　体
銃剣道 少年男子 団　体

【得点3倍種目以上】

長崎がんばらんば国体
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成年フリースタイル125キロ級1回戦　序盤から圧力を
かけ続けて完勝した金沢勝利（右、自衛隊体育学校）
＝長崎県島原復興アリーナ
（岩手日報2014年10月15日付朝刊）

第70回国民体育大会〈冬季大会〉の結果・成績 
Ⅰ　スケート競技会・アイスホッケー競技会
■　会　　期　平成27年1月28日（水）～2月1日（日）
■　会　　場　群馬県　前橋市、高崎市、渋川市
■　大会参加数　45都道府県　1,687名（選手・監督・本部役員）
■　本県選手団　53名（選手・監督　43名、本部役員　10名）

Ⅱ　スキー競技会
■　会　　期　平成27年2月20日（金）～23日（月）
■　会　　場　群馬県　片品村
■　大会参加数　47都道府県　1,784人（選手・監督・本部役員）
■　本県選手団　73名（選手・監督　63名、本部役員　10名）

Ⅲ　冬季大会（スケート・アイスホッケー・スキー）終了時点の総合得点
■　総合成績
　　　天皇杯（男女総合）成績　124.5点　14位（前回　97点　18位）
　　　皇后杯（女子総合）成績　����� 59点　10位（前回　32点　22位）

順位 競技 種別 種目 入　賞　者

1位
スケート 成年女子 500ｍ 曽我こなみ（ホテル東日本）
スキー 少年男子 コンバインド 小林　陵侑（盛岡中央高校）

2位
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 少年男子 スペシャルジャンプ 小林　陵侑（盛岡中央高校）

3位 スキー 成年男子B クロスカントリー 若松　　翔（岩手県教育委員会事務局）

4位

スケート 成年女子 1000m 曽我こなみ（ホテル東日本）
スケート 少年女子 1000ｍ 三嶋　　萌（盛岡農業高校）
スケート 成年男子 ショートトラック500m 村竹　啓恒（カシオペア氷上スポーツクラブ）
スキー 成年男子B コンバインド 永井　陽一（安代中学校教）
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 少年男子 コンバインド 三ヶ田泰良（盛岡中央高校）

5位

スケート 少年女子 500ｍ 三嶋　　萌（盛岡農業高校）

スケート 成年女子 2000mリレー

濱田芽生子（岩手県立大学）・
山崎　朱香（東京女子体育大学）・
阿部　真衣（盛岡ヘアメイク専門学校職員）・
曽我こなみ（ホテル東日本）

スキー 女子 クロスカントリーリレー

土屋　正恵（盛岡南高校）・
山本　希歩（盛岡南高校）・
吉田　　遥（大東文化大学）・
田中ゆかり（東海大学）

6位
スケート 成年女子 1000m 濱田芽生子（岩手県立大学）
スケート 成年女子 3000m 阿部　真衣（盛岡ヘアメイク専門学校職員）

7位

スケート 少年男子 500m 吉田晃太郎（盛岡農業高校）

スケート 少年女子 2000mリレー

高畑　寧 （々盛岡工業高校）・
圓子　こ春（盛岡農業高校）・
髙橋　　茜（盛岡農業高校）・
三嶋　　萌（盛岡農業高校）

スキー 成年男子B ジャイアントスラローム 高橋　知秀（トヨタ自動車東日本）

8位
スケート 成年男子 ショートトラック1000m 村竹　啓恒（カシオペア氷上スポーツクラブ）
スキー 成年男子C クロスカントリー 小田　倫義（岩手県庁）
スキー 成年女子B ジャイアントスラローム 佐々木奈津美（ICI石井スポーツ盛岡店）

順位 競技 種別 種目 入　賞　者

6位

陸上競技 成年男子 砲丸投げ 佐藤　征平（国士舘大学）
陸上競技 成年女子 400m 藤沢沙也加（セレスポ）
陸上競技 少年男子Ａ 400m 佐々木愛斗（盛岡南高校）
水　泳 少年男子Ａ 400m自由形 小松代和磨（一関第一高校）　

7位

陸上競技 成年少年
女子共通 4×100mリレー

山田　美来（福岡中学校）・
川村　知巳（盛岡第一高校）・
熊谷　晴菜（岩手大学）・
藤沢沙也加（セレスポ）

ウエイトリフティング 成年男子 62kg級スナッチ 内村　湧嬉（岩谷堂高校教員）
ウエイトリフティング 少年男子 77kg級スナッチ 齋藤　英樹（盛岡工業高校）
ウエイトリフティング 少年男子 105kg級クリーン＆ジャーク 菊地　　凱（岩谷堂高校）
自転車競技 成年男子 スプリント 後藤　　悠（早稲田大学）
馬　術 成年女子 ダービー 渡邉　　咲（岩手フード株式会社）

8位 陸上競技 成年女子 10000m競歩 熊谷　菜美（盛岡第一高校）

賞状を手に笑顔を見せる（手前左から）永井陽一選手、小
林陵侑選手、永井健弘選手、三ケ田泰良選手。本県複合
陣は入賞ラッシュに沸いた＝22日、群馬県片品村

（岩手日報2015年2月23日付朝刊）

成年男子B複合　前半飛躍を1位で折り返した永井健弘
（盛岡市役所）（岩手日報2015年2月23日付朝刊）
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