
第７４回国民体育大会の結果

冬季大会
■スケート競技会

北海道　釧路市　平成31年1月30日（水）〜2月3日（日）

■アイスホッケー競技会

北海道　釧路市　平成31年1月30日（水）〜2月3日（日）

本県選手団　竹田 浩久　団長（県スケート連盟 会長）　

以下　57名（選手・監督　47名、本部役員　10名）

■スキー競技会

北海道　札幌市　平成31年2月14日（木）〜17日（日）

本県選手団　山本 　進　団長（県スキー連盟 会長）　

以下　70名（選手・監督　60名、本部役員　10名）

本大会

茨城県（27市5町1村） 

〔会期前〕令和元年9月7日（土）〜16日（月）

〔本会期〕令和元年9月28日（土）〜10月8日（火） 

本県選手団　達増　拓也　団長（県体育協会 会長）　

以下　575名（選手・監督　550名、本部役員　25名）

Ⅱ　大会成績

1　男女総合成績（天皇杯）

850点（競技得点+参加点400点）31位 

（昨年939.5点　24位、一昨年1,126点　14位）

【天皇杯得点を獲得した競技　23競技

（昨年22競技、一昨年22競技）】※冬季終了13位（115点）

2　女子総合成績（皇后杯）

507.5点（競技得点+参加点360点）31位　

（昨年555.5点　25位、一昨年675.5点　12位）

【皇后杯得点を獲得した競技　10競技

（昨年13競技、一昨年14競技）】※冬季終了13位（64点）

Ⅰ　概　要

イランカラプテくしろさっぽろ国体、いきいき茨城ゆめ国体２０１９

順位 競　技 種　別 種目 入　賞　者（氏名・所属）

1位

アーチェリー 成年女子

岩手県
　岩渕 萌（雫石町役場） 
　川渕 真弓（ぴょんぴょん舎） 
　小野寺 まどか（近畿大）

弓道 成年男子 近的

岩手県
　菊池 治（㈲プラム工芸） 
　及川 睦夫（㈱一関LIXIL製作所） 
　高橋 昂大（リコーインダストリアルソリューションズ㈱花
巻事業所）

陸上競技 成年男子 砲丸投げ 佐藤 征平（新潟アルビレックスランニングクラブ）
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Ａ コンバインド 三ヶ田 泰良（明治大）

2位

ボクシング 成年男子 ライトヘビー級 梅村 錬（拓殖大）
クレー射撃 成年男子 スキート（個人） 西川 良幸（佐藤木材工業㈱東北北上支店）
スキー 少年男子 スペシャルジャンプ 小林 龍尚（盛岡中央高）
スキー 成年女子Ａ クロスカントリー 土屋 正恵（日本大）

成年男子ライトヘビー級準優勝の梅村錬選手を囲んで健闘を称えあうボクシングチーム＝水戸桜ノ牧高常北体育館(10月7日)
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順位 競　技 種　別 種目 入　賞　者（氏名・所属）

3位

レスリング 成年男子 フリースタイル125kg 金澤 勝利（自衛隊体育学校）
空手道 成年男子 形 在本 幸司（㈲ツクバ精密）
ウエイトリフティング 成年男子 67kg級　クリーン＆ジャーク 内村 湧嬉（久慈工高（教））
カヌー 成年女子 ワイルドウォーター スプリント 山田 茉未（岩手中央農業協同組合）

クレー射撃 成年男子 スキート

岩手県　 
　西川 良幸（佐藤木材工業㈱東北北上支店） 
　村谷 信明（㈲村谷パン）  
　武内 重人（京西電機㈱岩手工場）

スケート 成年女子 スピード3000ｍ 阿部 真衣（㈱岩手ファーム）
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 成年男子Ｂ コンバインド 永井 陽一（八幡平市立松尾中（教））

4位

なぎなた 少年女子 演技 高村 麗羽、佐藤 遥海（一戸高）

ホッケー 少年男子

岩手選抜
田村 保（沼宮内高（教）） 
引木 龍昇、遠藤 智喜、西田 楓、立花 亜蘭、澤口 彪、
今松 優、千葉 翔音、久保 晃汰、佐藤 瑠衣、下平 爽、
佐藤 圭太（沼宮内高）、外山 亜都夢、今松 瑠亜（不来方高）

陸上競技 成年男子 やり投げ 長沼 元（国士舘大）

弓道 少年男子 近的

岩手県 
　佐々木 駿矢（一関工高） 
　古舘 玄悠（福岡工高） 
　中河 睦（盛岡市立高） 

陸上競技 少年男子 110mハードル 菊地 琳太朗（黒沢尻北高）
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 少年男子 カヤックシングル　200m 田中 大暉（不来方高）

スケート 少年女子 スピード2000ｍＲ
岩手 
　大坪 沙紀、吉田 雪乃（盛岡工高） 
　沢野 心想、竹田 ひろの（盛岡農高）

スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 小船 勝巳（荒沢運送）
スキー 少年男子 コンバインド 谷地 宙（盛岡中央高）
スキー 成年男子Ｂ コンバインド 永井 健弘（盛岡市役所）

成年男子形3位決定戦　気迫のこもったガンカクを披露する在本幸司 
（ツクバ精密）=牛久市運動公園体育館（岩手日報2019年9月30日付朝刊）

成年男子フリースタイル125㌔級準決勝　
片足タックルで相手を場外に押し出す金沢勝利（右、自衛隊）
=アダストリアみとアリーナ（岩手日報2019年9月30日付朝刊）

少年演技3位決定戦　
岩手－沖縄　気合が入った表情で技を繰り出す岩手の高村麗羽（右）と佐藤遥海（ともに一戸高）
=常陸大宮市西部総合公園体育館（岩手日報2019年9月30日付朝刊）

スキート団体3位の左から西川良幸（佐藤木材工業（株）東北北上支店）武内重人（京西電気（株）岩手工場）村谷信明（（有）村谷パン）
＝茨城県狩猟者研修センター射撃場（10月7日）
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順位 競　技 種　別 種目 入　賞　者（氏名・所属）

5位

ホッケー 成年女子

岩手選抜 
　藤原 研樹（㈻富士大（職）） 
　工藤 明日香（㈲ハッピーヒルファーム） 
　橋本 真鈴（天理大） 
　田中 彩樹（山梨学院大）、佐藤 瑞帆（駿河台大） 
　中花 愛莉（ひなぎく幼稚園）、瀧澤 璃菜（岩手町役場） 
　杣 千里（㈱純情米いわて） 
　岩舘 聖菜、菊地 侑里（㈱東北銀行） 
　高橋 亜未、千葉 夢希（SWS東日本㈱） 
　田村 花香（一本木中（職））、遠藤 妃羅（東海学院大）

ホッケー 少年女子

岩手選抜 
　岩舘 直也（不来方高（教）） 
　佐々木 音乃、田中 千笑、千田 惟、三上 舞子 
　山﨑 文音、遠藤 風蘭、澤口 莉奈（不来方高） 
　岩舘 響希、玉木 愛優菜、岩﨑 紗弥、佐藤 明音 
　田中 玲音、田中 風楠（沼宮内高）

レスリング 成年男子 グレコローマン67kg 三上 康太（東洋大）
レスリング 成年男子 グレコローマン72kg 川瀬 克祥（㈱シリウス）

ホッケー 成年男子

岩手選抜 
　松村 洋介（岩手町立川口中（教）） 
　中村 一眞（岩手日報アド・ブランチ㈱） 
　引木 将人（㈱三櫻） 
　田村 陸、田村 圭梧、岩﨑 和也（山梨学院大） 
　元村 裕晶（積水メディカル㈱岩手工場） 
　笈口 将樹（盛岡広域森林組合） 
　高橋 徹（㈱純情米いわて）、田中 海渡（（公財）岩手県体育協会） 
　橋本 航太（フジ地中情報㈱）、田村 真彬（㈱東北銀行） 
　山口 滉太（新岩手農業共同組合）、今松 一貴（今松農業）

カヌー 成年男子 ワイルドウォーター　1500m 齋藤 晶文（㈱純情米いわて）
ボクシング 少年男子 ウェルター級 和賀 聖龍（水沢工高）
ボクシング 少年男子 ミドル級 鳥谷部 魁（黒沢尻工高）
ボクシング 成年男子 ライトフライ級 鈴木 義人（東洋大）
ボクシング 成年男子 ライト級 佐々木 康太（ALSOK岩手㈱）
ウエイトリフティング 少年男子 96kg級　クリーン＆ジャーク 工藤 颯太（盛岡工高） 

少年男子準 決々勝　岩手－茨城　第2クオーター14分、岩手の今松優（右、沼宮内高）が
リバースシュートを決めて2-0とリードを広げる=東海高多目的グラウンド（岩手日報2019年10月2日付朝刊）

少年男子スプリント・カヤックシングル（200㍍）決勝　
スタートダッシュを決め、4位入賞した田中大暉（不来方高）
=神栖市神之池特設競技場（岩手日報2019年10月8日付朝刊）

成年男子ワイルドウォーター・カヤックシングル1500㍍　
岩手国体以来の入賞となる5位に入った斎藤晶文（純情米いわて）

（岩手日報2019年10月5日付朝刊）
5位入賞の（左から）五日市愛怜子、八重樫鈴音（ともに盛岡三高）高橋正堂（黒沢尻工高）
梶山直人、山崎北斗（ともに山田高）=潮来ボートコース（岩手日報2019年10月8日付朝刊）

男子5㌔　終盤に追い上げて7位入賞を果たした桑添陸（新潟医療福祉大）
=茨城県・潮来市特設会場（岩手日報2019年9月12日付朝刊）

少年男子共通110㍍障害決勝　スピードを生かした走りで4位に入った菊地琳太朗（黒沢尻北高）
=茨城県笠松運動公園陸上競技場（岩手日報2019年10月7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

ボート 少年男子 ダブルスカル 岩手県 
　山崎 北斗、梶山 直人（山田高）

ボート 少年男子 シングルスカル 高橋 正堂（黒沢尻工高）

ボート 少年女子 ダブルスカル 岩手県 
　八重樫 鈴音、五日市 愛怜子（盛岡三高）

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）

6位

陸上競技 成年男子 10000mＷ 髙橋 和生（㈱エー・ディー・ワークス）
ウエイトリフティング 少年男子 89kg級　スナッチ 四役 航大（久慈工高） 
ウエイトリフティング 成年男子 67kg級　トータル 内村 湧嬉（久慈工高（教））
カヌー 少年男子 カヤックシングル　500m 田中 大暉（不来方高）

スポーツクライミング 成年男子 ボルダリング 岩手県 
　山内 響、中島 大智（神奈川大）

ウエイトリフティング 少年男子 +102kg級　トータル 福浦 大翔（盛岡工高）

スケート 成年女子 スピード2000ｍＲ

岩手 
　星野 帆乃華 、鈴木 桃衣（日本体育大） 
　阿部 真衣（㈱岩手ファーム） 
　三嶋 萌（大東文化大）

スケート 少年男子 スピード2000ｍＲ

岩手 
　内沢 勇翔、佐々木 雄琉（盛岡工高） 
　髙橋 佑太朗（盛岡農高） 
　夏目 楓馬（盛岡市立高）

スキー 女子 リレー
岩手県 
　滝沢 日菜、小田 綺花、藤本 真澄（盛岡南高） 
　土屋 正恵（日本大）

7位

水泳 男子 オープンウォーター 桑添 陸（新潟医療福祉大）
トライアスロン 成年男子 寺澤 光介（SUNFISH）　
なぎなた 成年女子 演技 武田 智摘、山火 ゆか（日本女子体育大）
セーリング 少年男子 420級 佐香 遼河、芳賀 順也（宮古高）
カヌー 成年女子 カヤックシングル　500m 中前 いつき（大正大）

少年男子96㌔級ジャーク　3回目に自己ベストを更新する142㌔を挙げ、
5位入賞を果たした工藤颯太（盛岡工高）=高萩市文化会館

（岩手日報2019年10月6日付朝刊）

成年男子決勝　
最後のランで粘り強くレースを進め、7位で本県初の入賞を
果たした寺沢光介（右、SUNNY FISH）=潮来市特設会場

（岩手日報2019年9月30日付朝刊）

成年男子フルーレ7、8位決定戦　岩手－埼玉　
積極的に相手を攻める岩手の佐 木々慶将（左、アップルファームささき）
=アダストリアみとアリーナ（岩手日報2019年10月6日付朝刊）

成年女子エアライフル伏射（60発）で、昨年の9位を超え7位に
入賞した佐藤綾乃（明治大）（10月7日）

少年男子420級　
3日間にわたるレースで冷静に対応し、7位入賞を果たした芳賀純也（右）と
佐香遼河（ともに宮古高）=茨城県阿見町霞ヶ浦セーリング特設会場

（岩手日報2019年10月3日付朝刊）

成年男子スピードアンドハンディネス決勝　
「桜魂」の能力を最大限に引き出し、8位入賞を果たした菅原権太郎（日大職）
=水戸農高特設競技場（岩手日報2019年10月1日付朝刊）
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順位 競　技 種　別 種目 入　賞　者（氏名・所属）

7位

フェンシング 成年男子 フルーレ

岩手県 
　佐々木 慶将（アップルファームささき） 
　藤野 大樹（㈱デンソー岩手） 
　千田 圭（盛岡三高（教））

ウエイトリフティング 少年男子 89kg級　トータル 四役 航大（久慈工高） 
陸上競技 成年女子 400m 藤沢 沙也加（㈱セレスポ）
カヌー 成年男子 ワイルドウォーター スプリント 齋藤 晶文（㈱純情米いわて）
ライフル射撃 成年女子 10mエア・ライフル伏射 佐藤 綾乃（明治大）
スケート 成年男子 スピード5000ｍ 渡部 知也（㈱シリウス）

8位

馬術 成年男子 スピードアンドハンディネス 菅原 権太郎（日本大（職））
馬術 成年男子 国体総合馬術 佐藤 改（アリオン）
ウエイトリフティング 成年男子 67kg級　スナッチ 内村 湧嬉（久慈工高（教））
ウエイトリフティング 少年男子 +102kg級　スナッチ 福浦 大翔（盛岡工高）
ウエイトリフティング 少年男子 +102kg級　クリーン＆ジャーク 福浦 大翔（盛岡工高）
自転車 少年男子 ケイリン 三浦 生誠（盛岡農高）
ライフル射撃 成年女子 10mエア・ピストル 60発 佐々木 千鶴（岩手県警察学校）

スポーツクライミング 少年男子 リード
岩手県 
　大賀 羽玖（北上市立和賀東中）　　 
　本明 優哉（水沢工高）

陸上競技 少年男子共通 800ｍ 佐々木 塁（盛岡一高）

弓道 少年女子 近的

岩手県  
　髙橋 いろ葉（花巻北高）  
　陳場 あすか（福岡工高） 
　菊池 綺乃（遠野高）

軟式野球 成年男子

 岩手県 
　沖村 啓太（㈱ 阿部繁孝商店） 
　森子 勇介、大向 涼介、吉田 正和（㈱ 阿部繁孝商店）、
　佐々木 雄太、工藤 和宏、武藏 裕成、多田 圭吾、橘 廉、
　三浦 哲聖、安部 隆、高橋 瑞紀、藤村 隆成、澤口 翔汰、
　大久保 雅基（盛岡信用金庫）、畠山 瑞生（JAいわて中央）

スケート 少年女子 スピード1000ｍ 吉田 雪乃（盛岡工高）
スケート 少年女子 スピード3000ｍ 沢野 心想（盛岡農高）

少年男子ケイリン7～12位決定戦　
勝負どころを見極めて8位入賞した
三浦生誠（手前右、盛岡農高）=取手競輪場

（岩手日報2019年10月4日付朝刊）

成年男子スピードアンドハンディネス決勝　
「桜魂」の能力を最大限に引き出し、8位入賞を果たした菅原権太郎（日大職）
=水戸農高特設競技場（岩手日報2019年10月1日付朝刊）

少年男子近的3位決定戦　岩手－山口　４-６で敗れ、４位入賞の岩手。左から佐 木々駿矢（一関工高）、古舘玄悠（福岡工高）、中河睦（盛岡市立高）
=茨城県武道館弓道場（岩手日報2019年10月7日付朝刊）

少年男子リード決勝　スピードに乗って上を目指す大賀羽玖（和賀東中）
=鉾田市総合公園特設競技場（岩手日報2019年10月5日付朝刊）

岩手国体以来の入賞を果たした軟式野球 成年男子＝ノーブルホームスタジアム水戸（10月6日）

少年男子リード決勝　自分のリズムで着 と々登る本明優哉（水沢工高）
（岩手日報2019年10月5日付朝刊）
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