
教育庁スポーツ保健課

４．総合成績

第30位 870.0点

第32位 453.5点

男女総合　第５位

NO 順位 競技名 種別 所属 競技得点
1 水泳（競泳） 少年女子Ａ 鶴岡南高校　3年 8.0
2 水泳（競泳） 少年女子共通 鶴岡工業高校　3年 8.0
3 ボクシング 成年男子 拓殖大学　4年 8.0
4 カヌー 少年男子 谷地高校 24.0
5 カヌー 少年男子 谷地高校 24.0
6 カヌー 少年女子 谷地高校 24.0
7 カヌー 少年女子 谷地高校 24.0
8 陸上競技 少年女子Ｂ 宮内中学校　3年 7.0
9 自転車 少年男子 新庄神室産業高校　3年 7.0

10 陸上競技 少年男子共通 山形中央高校　2年 6.0
11 ボクシング 成年男子 中央大学　1年 5.5
12 レスリング 成年男子 ALSOK 5.5
13 ウエイトリフティング 成年男子 自衛隊体育学校 6.0
14 馬術 成年男子 湯の町乗馬クラブ 6.0
15 陸上競技 少年女子Ａ 酒田南高校　3年 5.0
16 水泳（競泳） 成年女子 神奈川大学　4年 5.0
17 ウエイトリフティング 成年男子 (有)イサワ工業 5.0
18 ウエイトリフティング 成年男子 自衛隊体育学校 5.0
19 なぎなた 少年女子 山形選抜 15.0
20 陸上競技 少年女子Ａ 酒田南高校　3年 4.0
21 水泳（競泳） 少年男子Ａ 酒田東高校　3年 4.0
22 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 酒田光陵高校　1年 4.0
23 水泳（飛込み） 成年女子 日本体育大学　4年 4.0
24 バスケットボール 少年男子 山形選抜 12.5
25 レスリング 少年男子 山形商業高校　3年 2.5
26 レスリング 少年男子 山形商業高校　3年 2.5
27 レスリング 少年男子 山形商業高校　3年 2.5
28 レスリング 少年男子 上山明新館高校　3年 2.5
29 ウエイトリフティング 成年男子 (有)イサワ工業 4.0
30 ウエイトリフティング 少年男子 鶴岡工業高校　3年 4.0
31 ウエイトリフティング 少年男子 鶴岡工業高校　3年 4.0
32 ソフトテニス 少年男子 羽黒高校　 20.0
33 馬術 少年 日大山形高校　3年 4.0
34 ソフトボール 少年女子 上山明新館高校 20.0
35 カヌー 少年男子 谷地高校　1年 4.0
36 剣道 少年女子 山形選抜 12.5
37 6位 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 日大山形高校　1年 3.0
38 陸上競技 成年女子 大東文化大学　2年 2.0
39 水泳（競泳） 成年女子 山梨学院大学　3年 2.0
40 水泳（飛込み） 成年女子 日本体育大学　4年 2.0
41 カヌー 成年女子 武庫川女子大学　1年 2.0
42 陸上競技 成年男子 日本大学　1年 1.0
43 水泳（競泳） 成年女子 山梨学院大学　3年 1.0
44 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 天童第二中学校　3年 1.0
45 自転車 少年男子 新庄神室産業高校　3年 1.0
46 弓道 成年女子 山形選抜 3.0
47 カヌー 成年女子 武庫川女子大学　1年 1.0

本大会合計 328.0
冬季大会競技得点 142.0

参加得点 400.0
第6９回国体得点合計 870.0

8位

800ｍ 木伏雄太郎
１００ｍ自由形 本間あかり

１００ｍバタフライ 縄　　怜奈
ポイント・レース（16㎞） 矢口　優希

団体・近的 後藤・山本・佐藤

ＷＫ-1（200ｍ） 武田　　咲

山形選抜
１００ｍ背泳ぎ 須藤　美里

7位

5000ｍ 木村芙有加
５０ｍ自由形 本間あかり

高飛込み 山本　芽衣
ＷＫ-1（500ｍ） 武田　　咲

山形選抜
ＪＫ-1（500ｍ） 菊池　憲斗

スナッチ　+105ｋｇ級 阿部　竜平
クリーン＆ジャーク　+105ｋｇ級 阿部　竜平

山形選抜

山形選抜
フリースタイル　74ｋｇ級 齋藤　慶明
フリースタイル　96ｋｇ級 渡辺　大貴
グレコローマン　50ｋｇ級 小角　優太

５位

100ｍ 佐藤日奈子
２００ｍ平泳ぎ 渡部　太一
１００ｍ自由形 讃岐　昴汰

板飛込み 山本　芽衣

グレコローマン　60ｋｇ級 荒井　政穂
クリーン＆ジャーク　69kg級 三田村和真

二段階障害飛越競技 井上　永久

４位

400ｍ 佐藤日奈子
１００ｍバタフライ 渡辺　那唯
スナッチ　69kg級 三田村和真
クリーン＆ジャーク　77ｋｇ級 本間　智也

試合 山形選抜

２位
100ｍH 佐藤　　和

１㎞タイム・トライアル 佐々木　徹

3位

走高跳 石山　太一
ライトウエルター級 岡澤セオン
グレコローマン　59ｋｇ級 尾形　　翼
スナッチ　77kg級 本間　智也
標準障害飛越競技 二位関　尭

ＪＫ-2（500ｍ） 松田廉・三澤涼太

ＪＷＫ-4（200ｍ） 古郡・大沼・平泉・白田

ＪＷＫ-4（500ｍ） 古郡・大沼・平泉・白田

６．入賞競技一覧

種目 選手名

1位

２００ｍ背泳ぎ 西脇　怜奈
４００ｍ自由形

ＪＫ-2（200ｍ）

天皇杯（男女総合成績） （６８回　１９位　９７４.５点、６７回　２８位　８８３.0点）

皇后杯（女子総合成績） （６８回　２３位　５０８.５点、６７回　２７位　４８０.0点）

５．種目別総合順位

カヌー競技 女子総合　第５位

松田廉・三澤涼太

　　第６９回国民体育大会本大会結果    

１．大会期日　　主会期　平成２６年１０月１２日（日）～１０月２２日（水）　

　　　　　 会期前　平成２６年　９月　７日（日）～　９月１４日（日）

２．会　　場　　長崎県他

３．県選手団　　団長　吉村美栄子　　以下　４９２名（３２競技、公開競技１競技）

ソフトボール競技 女子総合　第８位

長谷川　鼓
ミドル級 高橋　　諒


