
No. 順位 競技名 種別 種目 選手名 所属 競技得点

1 水泳（競泳） 成男 100m平泳ぎ 小関 也朱篤 ミキハウス 8

2 ボート 少男 シングルスカル 中條 扇之介 成立学園高校 6.5

3 カヌー 少男 K-4（500m）
設楽 勝太・小野 隼人
古澤 諒・荒木 優希

谷地高校 24

4 カヌー 少女 K-1（200m） 平泉 真衣 谷地高校 8

5 カヌー 少男 K-4（200m）
設楽 勝太・小野 隼人
古澤 諒・荒木 優希

谷地高校 24

6 スケート（スピード） 少男 500m 森重 航 山形中央高校 8

7 スケート（スピード） 少男 1500m 櫻井 俊太朗 山形中央高校 8

8 スケート（スピード） 少女 1500m 小坂 凛 山形中央高校 8

9 スケート（スピード） 少女 2000mR
古川 幸希・秋田 玲菜
福田 琴音・高橋 侑花

山形中央高校 8

10 陸上競技 成女 円盤投 齋藤 真希 東京女子体育大学 7

11 バスケットボール 成女 団体 山形選抜 山形銀行 35

12 ウエイトリフティング 成男 55kg級スナッチ 長谷部 達也 中央大学 7

13 馬術 成男 トップスコア 二位関 尭 やまがた乗馬クラブ 7

14 カヌー 少女 K-1（500m） 平泉 真衣 谷地高校 7

15 カヌー 成男 C-1（200m） 志田 駿太郎 立命館大学 7

16 カヌー 少男 C-2（200m） 佐藤 颯・布施 孝高 谷地高校 7

17 スケート（スピード） 少男 2000mR
佐竹 柊真・椿 尚大

櫻井 俊太朗・森重 航
山形中央高校 7

18 スケート（スピード） 少女 500m 古川 幸希 山形中央高校 7

19 スケート（スピード） 少女 1000m 古川 幸希 山形中央高校 7

20 陸上競技 少男 やり投 松本 大和 酒田光陵高校 6

21 水泳（競泳） 成女 100m背泳ぎ 古林 毬菜 神奈川大学 6

22 ボクシング 少男 ミドル級 佐々木 巌 日大山形高校 5.5

23 ボクシング 成男 ライトヘビー級 栗田 琢郎 日本大学 5.5

24 レスリング 少男 フリー80kg級 石山 大凱 山形商業高校 5.5

25 カヌー 少女 K-2（500m） 佐藤 奈津・西田 美優 寒河江高校 6

26 カヌー 少男 Ｃ-2（500m） 佐藤 楓・布施 孝高 谷地高校 6

27 スケート（スピード） 少男 1000m 佐竹 柊真 山形中央高校 6

28 スケート（スピード） 少男 1500m 森重 航 山形中央高校 6

29 スケート（スピード） 少男 5000m 櫻井 俊太朗 山形中央高校 6

30 スケート（スピード） 少女 3000m 福田 琴音 山形中央高校 6

31 水泳（水球） 女子 団体 山形選抜 25

32 ウエイトリフティング 成男 73kg級スナッチ 三田村 和真 羽黒高校（教） 5

33 馬術 成男 国体大障害飛越 二位関 尭 やまがた乗馬クラブ 5

34 フェンシング 成女 フルーレ
竹田 悠里

荒井 夏実・梅津 春香
東京ガーデンフェンシングクラブ
羽山総合建設（株）・法政大学

15

35 カヌー 成女 C-1（500m） 佐藤 恵 （公財）山形県スポーツ協会 5

36 カヌー 成女 C-1（200m） 佐藤 恵 （公財）山形県スポーツ協会 5

37 カヌー 少女 K-2（200m） 佐藤 奈津・西田 美優 寒河江高校 5

38 空手道 成男 軽量級 飯野 慎也 近畿大学 5

39 スケート（スピード） 少男 10000m 福田 響 山形中央高校 5

40 スケート（スピード） 少女 1000m 高橋 侑花 山形中央高校 5

41 スキー 少男 クロスカントリーリレー
渡辺 啓豊・菊地 哲

船山 大陸・落合 稜介
北村山高校・九里学園高校
九里学園高校・北村山高校

5
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42 ボクシング 成男 ミドル級 松田 拳栄 明治大学 2.5

43 レスリング 少男 フリー125kg級 篠村 紘人 山形商業高校 2.5

44 レスリング 成男 グレコ67kg級 池田 龍斗 日本体育大学 2.5

45 レスリング 少男 グレコ60kg級 赤荻 清志郎 米沢工業高校 2.5

46 ウエイトリフティング 成男
55kg級

クリーン＆ジャーク
長谷部 達也 中央大学 4

47 ウエイトリフティング 少男 61kｇ級スナッチ 工藤 達也 酒田光陵高校 4

48 馬術 成男 六段障害飛越 安部 勝哉 やまがた乗馬クラブ 4

49 アーチェリー 成女 団体
中村 美樹

冨樫 郁奈・阿部 詩野
（株）ハードオフコーポレーション

近畿大学・愛知産業大学
12

50 スケート（スピード） 少男 500m 佐竹 柊真 山形中央高校 4

51 スケート（スピード） 少男 10000m 關口 佳弘 山形中央高校 4

52 スケート（スピード） 少女 500m 秋田 玲菜 山形中央高校 4

53 陸上競技 少女 円盤投 寺崎 真央 山形中央高校 3

54 水泳（競泳） 少男 100m背泳ぎ 髙内 愛斗 日大山形高校 3

55 水泳（飛込） 少女 高飛込 戸田 萌々香 米沢興譲館高校 3

56 水泳（飛込） 少女 飛板飛込 戸田 萌々香 米沢興譲館高校 3

57 馬術 成女 標準障害飛越 丹野 愛依 日本装蹄センター 3

58 カヌー 成女 K-1（500） 佐藤 友香 同志社大学 3

59 スケート（スピード） 少女 1500m 高橋 侑花 山形中央高校 3

60 スケート（スピード） 少女 3000m 上水 梨娑 山形中央高校 3

61 スキー 成男 スペシャルジャンプ 遠藤 晃太 山形市体育協会 3

62 フェンシング 成女 サーブル
竹田 悠里

荒井 夏実・梅津 春香
東京ガーデンフェンシングクラブ
羽山総合建設（株）・法政大学

6

63 ライフル射撃 少女 BP60WJ 佐藤 琳 成立学園高校 2

64 ライフル射撃 少女 BR30WJ 吉田 雛子 南陽高校 2

65 ライフル射撃 成女 R3×40 高橋 佳伶 明治大学 2

66 スケート（スピード） 成女 1500m 鈴木 杏菜 信州大学 2

67 スケート（スピード） 少男 1000m 椿 尚大 山形中央高校 2

68 陸上競技 少男 砲丸投 東海林 慎也 蔵王第一中学校 1

69 ウエイトリフティング 成男
73kg級

クリーン＆ジャーク
三田村 和真 羽黒高校（教） 1

70 ウエイトリフティング 少男
61kｇ級

クリーン＆ジャーク
工藤 達也 酒田光陵高校 1

71 カヌー 成男 K-1（500m） 白田 駿 西川町役場 1

72 スケート（スピード） 成男 1500m 一戸 大地 信州大学 1

73 スケート（スピード） 成男 2000mR
上水 隆生・由井 直樹
林 雅人・一戸 大地

法政大学・早稲田大学
東洋大学・信州大学

1

74 スキー 成男 クロスカントリーリレー
鈴木 貴弘・古瀬 友博
柴崎 俊輔・正野 貴大

米沢SC・東海大学
東海大学・神町自衛隊

1

75 スキー 成女 クロスカントリー 青木 富美子 真室川レーシング 1

76 スキー 女子 クロスカントリーリレー
大場 友咲・高橋佳奈子
五十嵐 萌・須賀 愛依

福原中学校・新庄南金山高校
日本大学・新庄北高校

1

競技獲得得点合計 448.0

競技参加得点 400.0

第74回国体得点合計 848.0
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