
１　大会の概要

２　得点及び順位（公開競技を含まない。）

３　競技成績（入賞数）（公開競技を含まない。）個人 団体 個人 団体 個人 団体 団体3 1 3 1 51 1 2 1 2 1 33 1 1 3 3 2 1 714 6 7 3 14 5 3 1718 11 10 8 22 7 6 32

開催期間平成22年１月27日から１月31日まで平成22年２月25日から２月28日までスケート・アイスホッケースキー区　　分 21北海道

第61回（平成18年）

教育委員会開催地北海道 参加競技数
第65回国民体育大会の成績について第65回国民体育大会の成績について第65回国民体育大会の成績について第65回国民体育大会の成績について

30.00得点 順位 得点

１位４～８位 64
男 少年男女成年区分

注　本大会には，会期前実施競技である水泳競技（平成22年９月８日，９月10日から９月12日　まで及び９月14日から17日まで）及びゴルフ競技（平成22年９月21日から９月23日まで）　を含む。
８位32位区　　分 総合成績 1,266.50 12位 順位685.00 10位1,236.50 10位 665.00629.00 13位1,248.50

個人 73956
順位 ２位３位

平成22年10月19日

成年少年共通個人

710人

14位19位570.00
団体

参加者数35人41人

25位女子総合成績（皇后杯）20.00

合　　計本大会 千葉県 37 634人40
男女総合成績（天皇杯）

平成22年９月25日から10月５日まで

1,291.00 13位1,202.00 13位1,093.00 18位11位
第60回（平成17年）第59回（平成16年）

633.00 13位９位1,437.00 ９位 625.50690.001,099.50 15位
37

616.50 13位
計

2女 個人
計

冬季大会

冬季大会本大会過去の成績
第64回（平成21年）第63回（平成20年）第62回（平成19年）



順位５位７位５位７位８位２位２位４位１位８位７位７位５位１位２位６位８位５位７位３位４位８位７位８位２位７位２位７位５位２位７位７位６位３位５位３位５位５位３位３位１位３位７位４位５位５位１位４位２位

高飛込飛板飛込原　美波
競泳 100ｍ平泳ぎ100ｍ自由形200ｍ個人メドレー50ｍ自由形

県立賀茂高 少年女子Ｂ 200ｍ個人メドレー湯中　鈴音和 清水ヶ丘高飛込 新良貴　優 県立福山葦陽高 少年男子寺岡　双葉 福山市立神辺西中 少年女子
渡辺　隼斗 広島市立沼田高 少年男子Ａ 200ｍ平泳ぎ

少年女子Ａ 200ｍバタフライ長岡　主樹渡辺　隼斗伊佐治　淳松田　義之 県選抜 少年男子Ａ 400ｍメドレーリレー松田　義之 県立府中高 少年男子Ａ内田　裕大 法政大 成年男子日本体育大釘井　　翔 東海大金藤　理絵 東海大神谷　明子 法政大

ボート

高橋　友里田村　愛子横山　功一郎

片岡　勇太郎三谷　紗織
バレーボール
ウエイトリフティングハンドボール

県立安西高
県立戸手高
県選抜

少年男子セーリング

大成　雅大勇　智貴 少年男子二宮　真琴長妻　遥奈

成年男子 200ｍ個人メドレー50ｍ自由形

少年男子
53㎏級スナッチシーホッパー級スモールリグセーリングスピリッツ級

―セーリングスピリッツ級

1,500ｍ100ｍハードル棒高跳
3,000ｍ

―

シングルスカル
ライトウェルター級フライ級

飛板飛込
ダブルスカルシングルスカル

県選抜 成年女子
成年男子山陽高

県選抜 少年男子山陽高団体（12名）

明治大銀河学院高県立宮島工業高

少年男子団体（12名）
成年女子少年男子日本たばこ産業㈱広島支店 成年男子

東京農業大コカ・コーラウエスト㈱

県立広島高 少年女子Ａ

少年女子

成年女子

湧永製薬㈱県選抜 成年男子成年女子

西塔　拓己 県立広島商業高 少年男子共通少年男子共通相原　千尋
横浜国立大 成年女子仲田　　愛 鹿屋体育大 成年女子

広島工業大学高 少年男子Ｂ

成年女子少年男子

3,000ｍ棒高跳

400ｍ

県立西条農業高
松山大

県立世羅高九州共立大修道高 成年女子

成年女子

少年男子Ｂ
成年女子成年女子

成年女子
鹿屋体育大大院 成年男子池田　康雄 尾道市役所 成年男子 1,500ｍハンマー投成年男子成年男子早稲田大田子　康宏 中国電力㈱氏名

山本　智貴
中岡　洋子

県選抜

羽田　真人
団体（11名）団体（12名）

バンタム級

やり投中平　圭祐
5,000ｍ競歩110ｍハードル

―９人制６人制ウェルター級ライト級
―
―フライ級

　本大会入賞者・チーム一覧競技名 種目種別所属
木村　文子
髙山　峻野
浦野　晃弘
山縣　亮太茅田　　昂厚見　　幸
田村　紀薫

少年男子Ａ 砲丸投100ｍ400ｍ円盤投箱田　幸寛 少年男子Ａ少年男子Ａ修道高県立安芸高

団体（11名）
山本　一徹本計　　航

法政大 成年男子日本大 成年男子崇徳高 少年男子少年男子マツダ㈱

テニス
ボクシング 丸亀　　光福原　徳光ホッケー 中原　悠太伊藤　　駿三上　勇弥

団体（13名）青木　貞頼

水泳

陸上 渡邉　　茜



４位２位６位８位６位
３位
４位５位１位５位８位６位３位７位３位５位１位１位６位６位３位３位４位５位８位

土井　みなみ越崎　　歩土田　美紀

榎本　有花柏原　真由美﨏田　光理石井　友梨佐々木　舞大庭　彩加ソフトテニス

中村　弦太

卓球

鹿屋体育大 成年男子自転車 野中　竜馬

―団体戦

ビーム・ピストル40発センター・ファイア・ピストル60発センター・ファイア・ピストル30発ビーム・ライフル肘射60発

標準障害飛越

個人ロード・レース
―

団体戦

ポイント・レース個人ロード・レース

―

―近的

トップスコア

団体戦

スプリント

成年女子ライフル射撃 森川　清司中重　　勝 県警察本部県警察本部馬渡　由香里 ― 成年男子

標準障害飛越リレー団体障害飛越団体戦
―

近的10ｍエア・ピストル60発

県選抜 少年男子県選抜 少年女子

苅谷乗馬クラブ 成年男子成年女子
県選抜 少年県選抜 少年近畿大学附属高 少年

弓道 宗内　彰大越智　浄英伊藤　勝次 県選抜 成年男子崇徳高福原　眞太朗横川　和志梶村　直矢 少年男子
柔道

若宮　由歩

ソフトボール
鈴木　崇嗣香川　健吾宇都宮　光樹岩城　敏伸飯田　健伍高野　美咲前田　朋子中山　あゆみ
若宮　由歩住岡　　崇馬術 若宮　由歩廣砂　賢祐眞田　　凌
団体（12名）

中国電力㈱県選抜 成年男子
県選抜

県選抜 少年女子

中野　祐介堀田　勝正池口　直也

成年男子

成年女子

団体（13名） 県選抜 成年男子

苅谷　幸生
森田　知尋大槻　　麗森田　奈緒松家　　梓岡本　愛佳中野　清華 広島翔洋高 少年女子

成年男子

成年女子

Team Eurasia-Museeuw Bikes 少年男子中堀　成生高川　経生舘越　清将原　　侑輝堀　　晃大中本　圭哉 県選抜 成年男子

成瀬　亜紀子 エンゼル乗馬クラブ

木村　幸希 広島市立広島工業高



５位７位１位７位６位５位８位８位３位４位２位３位２位３位田村　尚之黒川　直広松原　吉宏 県選抜 成年男子 団体戦村山　　駿久志岡　俊海長谷川　祥平 県選抜 少年男子 団体戦

―団体戦団体戦
―

成年男子

成年男子

畠田　佳世子川中　萌唯 県選抜 少年女子ボウリング 成年男子畠田　佳世子 県立広島井口高 少年女子難波江　康雄 廣本鉄工所

アーチェリー 井上　聖玲奈池田　朱里則行　美生 県選抜空手道クレー射撃なぎなた 岡本　健志小田　昭彦高杉　清志
矢田貝　静江圖師　未希絵小西　由華
団体（22名） 県選抜 成年男子県選抜

県選抜竹本　圭実大岡　明百中塩　貴倫難波江　康雄

少年男子
少年男子
成年女子少年女子

県選抜

団体（23名） 県選抜
本田　哲也 呉港高
菊地　栄樹大田　昌平小林　史弥 県選抜

成年女子
組手成年 団体戦県選抜
個人戦団体戦（４人）試合スキート

ゴルフ

ラグビーフットボール

河野　祐子柏森　妙子福田　さつき
団体戦個人戦


