
１　大会の概要

２　得点及び順位（公開競技を含まない。）
第68回（平成25年）第67回（平成24年）第66回（平成23年）第65回（平成22年）第64回（平成21年）第63回（平成20年）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2 1 2 1 62 2 1 1 1 72 2 3 1 1111 7 1 5 11 2 3 4717 7 3 7 16 6 5 71

本大会

成年 団体小計個人小計
173046 257 45 2順位 3４～８位 10

607人

10位13位
入賞数合計

14位
18位12位629.00

※　本大会には，会期前実施競技である水泳競技及びカヌー競技（平成26年９月７日から14日まで），　　公開競技である高等学校野球（軟式）競技及びトライアスロン競技を含む。
 総合成績 冬季大会 1,012.50 27位 568.50女子総合成績（皇后杯）37.00

1,266.50
965.501,036.00 15位

区分
1,460.501,148.50 12位

個人

12位過去の成績
２位３位１位 女 男

633.00
599.00

2

12位646.00
少年

13位
計4

1,248.50 11位1,202.00
女

第69回国民体育大会の成績について第69回国民体育大会の成績について第69回国民体育大会の成績について第69回国民体育大会の成績について

47.00得点 順位 得点 順位

スケート・アイスホッケースキー区　　分

14位

37人長崎県 39合　　計 42
男女総合成績（天皇杯）18位

スポーツ振興課開催地栃木県 34人参加競技数

区　　分

平成26年10月24日
参加者数

15位18位

男

536人平成26年10月12日から10月22日まで本大会

計 7

1山形県開催期間平成26年１月28日から２月２日まで平成26年２月21日から２月24日まで

18位９位 685.00562.00531.50

2冬季大会

※　成年種別と少年種別の混合種目は成年に含める。※　馬術の少年は少年男子に含める。
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順位６位５位８位順位１位４位２位２位６位４位３位５位５位３位８位３位７位６位６位３位６位５位１位５位５位５位５位３位１位１位５位７位７位５位３位５位３位５位５位８位４位４位

スケート 1000m谷本　光 基町高校 500m少年女子

高飛込比治山女子高校 少年女子 ５位－

坪田　佳子 広島経済大学 ―

200m個人メドレー400m個人メドレー100m自由形飛板飛込
400mH陸上 舟入高校
種目所属競技名 氏名 　本大会入賞者・チーム一覧種別

河野　有香 中京大学 ―フィギュア ６位成年女子ショートトラック 谷本　光 基町高校

飛込 新良貴　優 福山平成大学 成年男子
成年女子少年男子A少年男子A

ボートホッケー 宮島工業高校同志社大学 成年男子大竹ボクシングクラブ崇徳高校 少年男子
バレーボール

坂野　修平 ㈱TSSプロダクション 成年男子
少年男子

ボクシング 団体（12名）
小原　俊田村　勇人橋本　佳依

藤田　侑志
山岡　眞惟子岡村　果琳秋田　成美舩村　聖華有田　莉彩団体（12名） 成年女子体操バスケットボールレスリングハンドボール 県選抜 成年女子広島国泰寺高校 少年男子広島国際学院高校 少年男子山口　健太郎

県選抜県選抜 少年男子
田村　拓実 崇徳高校

グレコローマンスタイル85㎏級
－高橋　友里島津　愛子小林　拓真

ライトフライ級
水泳 競泳

シンクロ
原  美波林　寛人田中　洸太郎井上　奈苗田辺　沙羅大野　優月

氏名 所属競技名 冬季大会入賞者・チーム一覧種別 種目
濱村　陽菜 広島なぎさ高校 500m

㈱丸和運輸機関 成年女子成年男子世羅高校 少年男子BTEAM BIG STONE 成年男子慶応義塾大学 100mやり投ハンマー投5000m3000m

シングルスカル

山陽高校 少年男子共通世羅高校尾道市立長江中学校 少年女子B少年男子A
沼田高校 少年女子A少年女子
沼田高校広島国泰寺高校

少年男子
日本体育大学 成年男子

－
少年女子共通

成年男子成年男子桃山学院大学 少年男子安芸南高校
コカ・コーラウエスト㈱ 成年女子

広島メイプルレッズ 成年女子団体（12名） 湧永製薬㈱ 成年男子団体（12名） －

広陵高校 少年男子大橋　洸 広島市立広島工業高校 少年男子日本たばこ産業㈱ 成年男子
フリースタイル120㎏級グレコローマンスタイル84㎏級セーリングスピリッツ級

新迫　志希吉田　圭太

原田　健太

走高跳

ライトフライ級

真野　友博小吉川　志乃舞小山田　みなみ二本松　結衣池崎　愛里
川田　ひな子

高陽東高校 少年女子A

団体（14名）
ウェルター級ミドル級ピン級ライト級

世羅高校 少年女子A 100mH800m3000m広島大学

セーリング

中西　晟 呉港高校 少年男子B 100m背泳ぎ

原田　直樹黒田　虎之介 ライトウェルター級
県選抜 －

－団体（11名） グレコローマンスタイル59㎏級競技

50m自由形
ライトヘビー級

－

山縣　亮太池田　康雄渡邊　茜

－2－



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

成年女子 団体戦
中国電力㈱ 成年女子

団体戦ボウリング

成瀬　亜紀子 エンゼル乗馬クラブ 成年女子 ダービー竹原　優花 苅谷乗馬クラブ 少年 標準障害飛越亀水　豪 ＭＲＣ広島 少年 スピードアンドハンディネスＭＲＣ広島 少年
県選抜 少年女子
県選抜 少年バドミントン 井上　静華桜井　みどり平井　亜紀 広島ガス㈱

卓球 ＪＢ北広島ＲＣ 成年男子 トップスコアスピードアンドハンディネス苅谷乗馬クラブ 成年男子 団体戦

県選抜
県選抜 少年女子

広島県警察本部

組手中量級
団体戦

ボルダリングリード県選抜 成年男子

標準障害飛越
リレー

ＪＢ北広島ＲＣ 成年男子

10mAP60MCP60M

県選抜 成年男子
県選抜 少年女子
近畿大学

CP30M中重　勝
亀水　豪宮本　佑香藤井　美月福岡　彩女

佐藤　浩之
亀水　豪竹原　優花
苅谷　幸生

成年男子竹本　圭実森本　海成

－
ダービー
遠的

４人組団体戦組手重量級
山下　真由錦織　美里山下　真由錦織　美里

中塩　貴倫難波江　康雄竹本　圭実森本　海成 成年男子本田　哲也 近畿大学 成年男子
県選抜 成年男子

県選抜 少年男子

佐藤　浩之

中重　勝団体（23名）森川　清司 成年男子広島県警察本部県選抜広島県警察本部 成年男子少年男子成年男子

成年男子
石本　美来石橋　沙穂 県選抜 少年女子ゴルフ

団体戦

馬術
弓道ライフル射撃ラグビーフットボール
山岳

アーチェリー空手道
ボルダリング菊地　栄樹岩田　歩石津　優河田　悠希泉　雄也奥　勇登有貞　涼

金谷　拓実関藤　直熙関藤　侑嗣

中野　稔齋藤　孔明

土井　みなみ土田　美紀土田　美佳

団体戦団体戦
２人組団体戦

県選抜 少年男子石徳　俊樹村山　駿釜須　雄基
県選抜石本　美来 広島国際学院高校 少年女子 個人戦
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