
第70回国民体育大会
紀の国わかやま国体の概要・成績
Ⅰ　概　要

　平成27年9月26日（土）〜10月6日（火）

　和歌山県（9市12町1村）　滋賀県（1市） 　

　兵庫県（1市）　大阪府（1市） 　神奈川県（1市）

　本県選手団　達増　拓也　団長　

　以下　655名（選手・監督630名、本部役員25名）

Ⅱ　大会成績

1　男女総合成績（天皇杯）

　1,099点（競技得点+参加点400点）

　16位（昨年807.5点（+291.5）　37位（＋21）

2　女子総合成績（皇后杯）

　598点（競技得点+参加点300点）

　16位（昨年450点　33位）

準優勝したホッケー少年女子の本県チーム＝日高町・和歌山県マツゲンスポーツグラウンド（岩手日報2015年10月5日付朝刊）

ボート成年男子かじ付きフォア5～8位決定戦　猛烈な追い込みで1着ゴールし、
5位入賞を果たした岩手の（左奥から）高橋和則、阿部大貴、佐藤翔、湊義徳、山根慶大
＝滋賀県・琵琶湖漕艇場（岩手日報2015年10月1日付朝刊）

レスリング成年フリースタイル125㌔級決勝　必死の形相で相手と組み合う金沢勝利（右、自衛隊体育学校）
＝和歌山県那智勝浦町体育文化会館（岩手日報2015年9月29日付朝刊）

セーリング少年男子420級　後半に順位を上げ7位入賞を果たした加藤卓（左）と向口瑠袈
（ともに宮古商高）＝和歌山市・和歌山セーリングセンター沖（岩手日報2015年9月13日付朝刊）

来年の「岩手国体」をPRする横断幕を手に、力強く入場行進する本県選手団
＝9月26日、和歌山市・紀三井寺陸上競技場

団体体操成年女子8位入賞馬術少年で3位入賞
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順位 競技 種別 種目 入賞者� �

1位

陸上競技 少年男子A やり投げ 長沼 元（高田高校）
ボクシング 少年男子 ミドル級 梅村 錬（江南義塾盛岡高校）
ウェイトリフティング 成年男子 56kg級トータル 艾 幸太（日本体育大学）

柔道 成年女子 団体 監督：阿部 博之（一本木中学校）
薬師神 桃子（千葉薬品）・渡邉 悠季（岩手県警察）・菅原 歩巴（盛岡農業高校）

カヌー 少年女子 SPカヤックペア（200m） 五十嵐 結衣・後藤 可奈子（不来方高校）

2位

陸上競技 成年男子 800m 田中 匠瑛（盛岡市役所）

ホッケー 少年女子 団体
監督：岩舘 直也（不来方高校） 
十和田 咲・橋本 真鈴・佐 木々 晴奈・浮中 紗香・田村 佑希・高橋 亜未（以上沼宮内高校）、
佐藤 瑞帆・高橋 友香・岩崎 遥・田村 綾菜・田中 彩樹・和田 茜・岩崎 沙也香（以上不来方高校）

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）
ウェイトリフティング 成年男子 62kg級C&J 内村 湧嬉（岩谷堂高校）
ウェイトリフティング 成年男子 62kg級トータル 内村 湧嬉（岩谷堂高校）
カヌー 少年男子 SPカヤックシングル（200m） 四戸 宗（不来方高校）

3位

陸上競技 成年男子 10000m競歩 高橋 英輝（富士通）

ホッケー 成年女子 団体

監督兼選手：小沢 みさき（東北銀行）
山崎 幸子（東北銀行）・遠藤 彩乃（水堀小学校）・早坂 蛍（滝沢市保育協会 川前保育園）・
大巻 紗千（高良）、遠藤 芽衣（川口印刷工業㈱）・中花 愛莉・高橋 真唯・田村 花香・
菊地 侑里（東海学院大学）・田中 泉樹（グラクソ・スミスクライン）・
阿部 梢（岩手県スポーツ振興事業団）・千葉 夢希（SWS東日本株式会社）・岩舘 聖菜（山梨学院大学）

ボクシング 成年男子 フライ級 星 和也（東洋大学）
ボクシング 成年男子 バンタム級 佐 木々 康太（日本大学）
レスリング 少年男子 グレコローマン120kg級 姉石 慶一（宮古商業高校）
ウェイトリフティング 成年男子 56kg級スナッチ 艾 幸太（日本体育大学）
ウェイトリフティング 成年男子 56kg級C&J 艾 幸太（日本体育大学）
自転車 成年男子 ケイリン 藤根 俊貴（順天堂大学）
馬術 少年 ダービー 小野寺 梨紗（水沢農業高校）

フェンシング 少年女子 フルーレ 監督：佐 木々 満（自営）
千葉 朱夏（一関第一高校）佐 木々 月・小川 千尋（一関学院高校）

カヌー 成年男子 SPカヤックシングル（500m） 近村 健太（盛岡市役所）
カヌー 少年女子 SPカヤックペア（500m） 五十嵐 結衣・後藤 可奈子（不来方高校）

クレー射撃 成年男子 スキート 菊地 健一（南岩手環境）・村谷 信明（村谷パン・豊和商事）・
西川良幸（カルソニックカンセイ岩手）

4位

陸上競技 成年男子 砲丸投げ 佐藤 征平（国士舘クラブ）
フェンシング 成年女子 サーブル 佐藤 葵（東京女子体育大学）・中野 早織（秋保クリニック）・安田 有希（一関第二高校）

剣道 成年男子 団体 菅野 隆介（盛岡第四高校）・古館 将（不来方高校）・鈴木 次彦（岩手県警察機動隊）・
赤嵜 竜一（盛岡南高校）・下川 祐造（岩手県警察学校）

カヌー 少年男子 SPカナディアンペア（500m） 吉田 健吾・下屋敷 泰成（不来方高校）
カヌー 少年男子 SPカナディアンペア（200m） 吉田 健吾・下屋敷 泰成（不来方高校）
ウェイトリフティング 少年男子 105kg級トータル 工藤 聖文（盛岡工業高校）

5位

ボート 成年男子 舵手つきフォア 高橋 和則（北上RC）・阿部 大貴（トヨタ紡織）・山根 慶大、佐藤 翔（日本大学）・
湊 義徳（みちのくコカコーラRC）

ボート 少年男子 団体 上中屋敷 拓志・倉橋 正斗（雫石高校）（雫石高等学校）

ホッケー 少年男子 団体
監督：田村 保（沼宮内高校）
大下 祐太・大下 紘人・田村 陸・花澤 空・中花 惇・工藤 優也・丹内 勇輝・岩﨑 和也・
横澤 稔哉・遠藤 輝（以上沼宮内高校）、高橋 諒・工藤 直明・中村 逸人（以上不来方高校）

ボクシング 少年男子 バンタム級 上岡  翼（盛岡南高校）
ボクシング 少年男子 ピン級 肝付 賢哉（花巻農業高校）
レスリング 成年男子 グレコローマン71kg級 藤原 恒平（岩手県警察）
レスリング 少年男子 フリースタイル50kg級 田中 浩士（種市高校）
ウェイトリフティング 少年男子 62kg級C&J 佐藤 光（岩谷堂高校）
ウェイトリフティング 少年男子 62kg級トータル 佐藤 光（岩谷堂高校）
ウェイトリフティング 少年男子 105kg級スナッチ 工藤 聖文（盛岡工業高校）

3　入賞団体及び個人

弓道成年女子近的1回戦
（岩手日報2015年10月1日付朝刊）

なぎなた少年女子5位決定戦
（岩手日報2015年9月28日付朝刊）

剣道成年男子準 決々勝
（岩手日報2015年10月6日付朝刊）

フェンシング少年女子フルーレ
3位決定戦
（岩手日報2015年9月29日付朝刊）

水泳少年女子B�50ｍ自由形

バレーボール成年男子1回戦
（岩手日報2015年9月28日付朝刊）
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5位

自転車 少年男子 ケイリン 丹内 朋紀（紫波総合高校）
馬術 少年 馬場馬術 千葉 遥（前沢中学校）

弓道 成年女子 近的 監督：藤田 常雄（青葉タクシー）
瀬川 素子（ラッキーバッグ ㈱花城薬局）・菊池 ひかり（釜石市役所）・村川 春圭（盛岡市上下水道局）

山岳 少年男子 ボルダリング 山内 響（盛岡南高校）・中島 大智（花巻中学校）
カヌー 少年男子 SPカヤックシングル（500m） 四戸 宗（不来方高校）
なぎなた 少年女子 演技 川﨑 裕奈（釜石商工高校）・武田 智摘（盛岡第二高校）

6位

ウェイトリフティング 成年男子 62kg級スナッチ 内村 湧嬉（岩谷堂高校）
ウェイトリフティング 少年男子 62kg級スナッチ 佐藤 光（岩谷堂高校）
ウェイトリフティング 少年男子 85kg級C&J 荒屋敷 雄基（盛岡工業高校）
ウェイトリフティング 少年男子 105kg級C&J 工藤 聖文（盛岡工業高校）
馬術 成年男子 馬場馬術 齊藤 圭介（㈱ツクバハーベストガーデン）
馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 齊藤 圭介（㈱ツクバハーベストガーデン）

弓道 成年女子 遠的
監督：藤田 常雄（青葉タクシー）
瀬川 素子（ラッキーバック ㈱゙花城薬局）・菊池 ひかり（釜石市役所）・
村川 春圭（盛岡市上下水道局）

ライフル競技 成年女子 10mエア・ピストル 佐 木々 千鶴（岩手県警察本部）
山岳 少年男子 リード 山内 響（盛岡南高校）・中島 大智（花巻中学校）
カヌー 成年男子 SPカヤックシングル（200m） 近村 健太（盛岡市役所）

7位

陸上競技 成年男子 110mH 齋藤 陽平（北上市役所）
水泳 少年女子B 50m自由形 千葉 すみれ（磐井中学校）

バレーボール 成年男子 団体

監督：岡崎 希裕（岡崎建設）
伊藤 康宏（紫波総合高校）・花坂 郁也（岩手大学）・川村 卓（矢沢中学校）・
外崎 宏志郎（岩手日報社）・石川 優・西村 優輝（岡崎建設）・伊藤 達也（アルプス物流）・
小田嶋 大貴（FC東京）・菅田 和希（西根中学校）・三ヶ森 誠（紫波町役場）・
野澤 辰義（中央学院大学）・山本 憲吾（黒沢尻工業高校）

セーリング 少年男子 420級 加藤 卓・向口 瑠袈（宮古商業高校）
ウェイトリフティング 成年男子 94kg級C&J 芦渡 翔（久慈工業高校）
自転車 成年男子 スプリント 後藤 悠（早稲田大学）
馬術 成年女子 馬場馬術 黒須 晴子（岩手県馬術連盟）
馬術 少年 自由演技馬場馬術 千葉 遥（前沢中学校）

フェンシング 成年女子 フルーレ 佐藤 葵（東京女子体育大学）・中野 早織（秋保クリニック）・
安田 有希（一関第二高校）

ラグビー 成年男子 7人制

監督兼選手：細川 進（（医）楽山会）
木村 優太（産業振興）・菅原 祐輝・菅野 朋幸・関東 申峻・佐 木々陽丞・
合澤 英旦（新日鐵住金㈱釜石製鐵所）・藤原 健太（日鐵住金物流釜石㈱）・
佐 木々 拓磨（梁川小学校）、森山 裕樹（日鉄住金環境㈱）・千葉 大和（㈱寿広）

ラグビー 少年男子 15人制

監督：小田島 康人（黒沢尻北高校）
髙橋 宏大・藤井 大喜・葛西 真生・高田 諒・三田 唯力・昆野 好樹・柴田 佑紀・
鴨澤 享佑（黒沢尻工業高校）、高橋 恭平・波田野 蒼・高橋 怜雅・手束 伊吹・
高橋 裕也・斉藤 大智・梅津 友喜・平藤 大惟介・吉田 英人・平野 翔太（黒沢尻北高校）、
中川 亮・船木 祐馬（盛岡工業高校）、中澤 洸哉・佐 木々 絃・宮本 晋作（宮古高校）

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

8位

陸上競技 成年女子 10000m競歩 熊谷 菜美（国士舘大学）
陸上競技 少年男子A 棒高跳び 並岡 真生（黒沢尻北高校）
陸上競技 少年男子A 400m 佐 木々 愛斗（盛岡南高校）
陸上競技 少年女子B 1500m 鈴木 樺連（盛岡誠桜高校）
陸上競技 少年女子B 100m 山田 美来（盛岡誠桜高校）

テニス 少年男子 団体 監督：高橋 圭滋（岩手高校）
本多 映好・松浦 洸祐（岩手高校）

体操 成年女子 団体体操競技
監督：長川 幸司（盛岡第二高校）
桑名 未奈（県スポーツ振興事業団）・前田 早知子（県体育協会）・
鈴木 春香、鈴木 優香（仙台大学）・中村 里緒（国際武道大学）

ライフル競技 成年男子 10mエア・ピストル 高橋 拓也（岩手県警察学校）

3　入賞団体及び個人

ラグビー成年予選プール
（岩手日報2015年10月4日付朝刊）

自転車成年ケイリン決勝
（岩手日報2015年10月2日付朝刊）

ライフル射撃成年女子エアピストル決勝
（岩手日報2015年9月28日付朝刊）

山岳少年男子リード決勝
（岩手日報2015年10月4日付朝刊）

テニス少年男子準 決々勝
（岩手日報2015年9月30日付朝刊） クレー射撃スキート最終第4ラウンド（岩手日報2015年10月5日付朝刊）
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