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スキー 少年男子 コンバインド 小林　陵侑　(盛岡中央高校）

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）

弓　道 成年女子 遠　的 瀬川素子（ﾗｯｷｰﾊﾞｯｸﾞ㈱花城薬局）・菊池ひかり（岩手県立大学）・村川春圭（盛岡市上下水道局）

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）

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）

スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 小林　潤志郎　（東海大学）

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）

スケート 少年女子 2000mリレー 三嶋萌・沼下樹帆・山崎朱香・濱田芽生子　（以上盛岡農業高校)

スキー 成年男子Ａ コンバインド 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　（安代中学校教員）

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）

ホッケー 少年女子 団　体

◎岩舘　直也  (不来方高校教員)
十和田　咲 ・滝口　侑佳 ・中花　愛莉 ・瀧澤　璃菜 ・橋本　真鈴 ・瀬川　真帆 ・元村　優佳 ・
田村　佑希 　(以上、沼宮内高校)
千葉　萌 ・林　知夏 ・田中　彩樹 ・田村　綾菜　・　和田　茜　  (以上、不来方高校)

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)

アーチェリー 成年女子 団　体
◎鈴木啓太郎(盛岡白百合学園高校教）
福田 菜々子（長崎国際大学）　・岩渕   萌  (近畿大学)　・福田 桃子  (長崎国際大学)

スキー 少年男子 コンバインド 三ヶ田　泰良　（盛岡中央高校）

陸上競技 成年女子 100m 土橋　智花（岩手大学）

ホッケー 少年男子 団　体

◎田村  保   (沼宮内高校教員)
丹内  光也・千葉  健寛・工藤  拓也・上山  凌芽・岩崎  圭介・笈口  将樹・
上澤  祐斗・ 大下    諒・山口  滉太・丹内  勇輝・工藤  優也 (以上、沼宮内高校)
佐藤  一徳・今松  一貴 (以上、不来方高校)

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）

４　第69回国民体育大会　入賞者　(ひかりの郷日光国体 ・ やまがた樹氷国体 ・ 長崎がんばらんば国体）
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ハンドボール 成年男子 団　体

◎齋藤 崇 (花巻北高校教員)
工藤　義博 (盛岡北郵便局)・邉 輝哲 (不来方高校教員）・工藤　和貴(盛岡南高校教員・佐々木 喬也
(盛岡市役所)・高橋 一誠 (盛岡となん支援学校教員)・森田　啓亮 (早稲田大学)・ 村田　知紀 (国士舘
大学)・大和田 翔馬 (富士大学)・千葉 敦 (日本体育大学)・ 長澤 誠 (立教大学)・安倍　竜之介 (国士舘
大学))・遠藤 拓也 (富士大学)

ハンドボール 成年女子 団　体

◎ 小川 至門 （花巻南高校教）
佐久川 ひとみ・阿部　真澄・佐藤　明日香・田中舘　愛・田口　妹・三浦 好沙都（以上、冨士大学）・佐藤
未沙子（厨川中学校教員）・町屋なつみ（ＰＣ　ＤＥＰＯＴ　盛岡支店）・沓掛　絵里奈（盛岡商業高校教
員）・金山　恵理子（国士舘大学）・佐々木 明日香（東京女子体育大学）・菅原　優香（矢巾北中学校教
員）

卓　球 成年男子 団　体
◎新沼　興隆（大昭堂印刷所）
大野　泰士（中央大学） ・ 星　智仁  (専修大学) ・ 北原　大輝  (専修大学)

卓　球 少年女子 団　体
◎細川健治（大野高校教）
松浦   明香里 ・ 高橋   梓海  ・ 塚本   佳苗  (大野高校)

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）

スケート 少年男子 フィギュア団体 佐藤　洸彬　・　柴田　悠河　（盛岡中央高校)

スケート 少年女子 1000m 三嶋　萌　（盛岡農業高校）

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）　

ボート 成年男子 ダブルスカル 佐藤　翔　・　山根　慶大（日本大学）

カヌー 少年女子 カヤックペア　500m 熊谷　静紅  ・ 五十嵐　結衣 (不来方高校)

カヌー 少年女子 カヤックペア　200m 熊谷　静紅  ・ 五十嵐　結衣 (不来方高校)

クレー射撃 成年男子 スキート団体 西川良幸 (カルソニック)・村谷信明  (㈲村谷パン)・武内重人 (京西電機㈱岩手工場)

スケート 少年女子 1000m 濱田　芽生子　（盛岡農業高校）

スケート 少年男子 1000m 芝西　佑哉　（盛岡工業高校）

スキー 成年男子Ｃ
クロスカントリー
５kmクラシカル

照井　正樹　（矢巾中央幼稚園）

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）

ラグビーフットボール 少年男子 団　体

◎小田島　康人  (黒沢尻北高校教)
大森　雄渡 ・菊地　慶 ・高橋　恭平 ・大澤　大和 ・ 稲垣　佑都 ・手束　伊吹 ・石橋　尚宣 ・佐々木　征
嗣　小田中　玲志 ・梅津　友喜 ・菊池　萌人 ・菊池　優斗 ・ 平藤　大惟介 　 (以上、黒沢尻北高校)
越田　翔威 ・菅原　貴野 ・畠山　元気  (以上、黒沢尻工業高校)
舘澤　徹士 ・高橋　駿輔 ・山崎　俊哉 ・浦田　慎也 ・ 三上　優斗  (以上、盛岡工業高校)
佐藤　雄介 ・畠山　克己  (以上、宮古高等学校)

銃剣道 少年男子 団　体
◎佐々木利朗（岩手銀行）
千葉将之・佐藤澪太・ 佐々木 学（釜石商工高校）

スケート 少年男子 1000m 川村　拓也　（盛岡農業高校）

スケート 少年男子 500m 芝西　佑哉　（盛岡工業高校）

スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 永井　健弘　（盛岡市役所）

スキー 女子 クロスカントリーリレー 高橋杏　（雫石高校）・山本希歩・土屋正恵　（盛岡南高校）・吉田遥　（大東文化大学）

陸上競技 成年女子 10000m競歩 熊谷　菜美　（盛岡第一高校）
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	69長崎入賞者（川戸加工）

