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10月4日 ３位 6.0点 陸上競技 成年女子 ハンマー投 勝山　眸美
５位 4.0点 陸上競技 少年男子Ｂ 砲丸投 秋場　康太
５位 4.0点 陸上競技 少年男子共通 棒高跳 末吉　龍太
優勝 8.0点 陸上競技 少年女子Ａ 100ｍ 土井　杏南
４位 5.0点 陸上競技 少年女子Ｂ 走幅跳 高橋　礼奈
８位 1.0点 馬術 成年女子 ダービー 川口麻衣子
８位 1.0点 馬術 少年 標準障害飛越 大嶋夏菜子
優勝 8.0点 ライフル射撃 成年男子 50m3×40M 小笠　太志
４位 5.0点 ライフル射撃 成年女子 10mS40W 宮川ちさと
優勝 24.0点 山岳 総監督 宇津木秀二

少年男子監督 内海　　信
少年男子 リード 是永敬一郎

　〃 波田　悠貴
10月3日 ２位 7.0点 ウエイトリフティング 成年男子 ５６ｋｇ級スナッチ 越智　一平

４位 5.0点 ウエイトリフティング 成年男子 ５６ｋｇ級クリーン＆ジャーク 越智　一平
７位 2.0点 ウエイトリフティング 成年男子 ６９ｋｇ級スナッチ 上地　克彦
４位 5.0点 ウエイトリフティング 成年男子 ６９ｋｇ級クリーン＆ジャーク 上地　克彦
４位 5.0点 自転車 少年男子 ポイントレース 塩田　航平
７位 2.0点 自転車 成年男子 ケイリン 植原　琢也
２位 21.0点 卓球 総監督 坂口　信豊

少年女子監督 平　　亮太
少年女子 平　侑里香

平　真由香
牛嶋　星羅

２位 21.0点 ボウリング 総監督 関根　忠夫
成年女子監督 坂本　玲子
成年女子 団体戦（４人チーム） 山中　　香

　 〃 津澤　久美
　 〃 大嶋　有香
　 〃 吉田由美子

10月2日 ２位 21.0点 テニス 総監督 増田　　優
成年男子監督 江本圭之介
成年男子 　 江原　弘康

　 大城　　光
２位 21.0点 テニス 総監督 増田　　優

少年女子監督 江本圭之介
少年女子 足立　真美

金井　綾香
５位 12.0点 ボウリング 総監督 関根　忠夫

成年女子監督 坂本　玲子
成年女子 団体戦・２人チーム 山中　　香

　 〃 津澤　久美
７位 6.0点 ボウリング 総監督 関根　忠夫

少年女子監督 沼上　孝幸
少年女子 団体戦・２人チーム 本橋　優美

　 〃 岡田　友貴
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10月1日 ５位 20.0点 サッカー 総監督 坂庭　　泉
少年男子監督 山﨑　　稔
少年男子 Ｇ　Ｋ 加藤　有輝

Ｄ　Ｆ 朝妻　佑斗
Ｄ　Ｆ 東　　伸幸
Ｄ　Ｆ 川上　開斗
Ｄ　Ｆ 野崎　玲央
Ｍ　Ｆ 高橋　聡史
Ｍ　Ｆ 松崎　　快
Ｍ　Ｆ 川田　拳登
Ｆ　Ｗ 松澤　　彰
Ｍ　Ｆ 黒川　淳史
Ｆ　Ｗ 岩本　直也
Ｇ　Ｋ 佐藤　弘規
Ｄ　Ｆ 中塩　大貴
Ｍ　Ｆ 藤沼　拓夢
Ｍ　Ｆ 堀内　千寛
Ｆ　Ｗ 新井　瑞希

５位 17.5点 バレーボール 総監督 松原　　渉
少年男子監督 小林　　旭
少年男子 岡本　幸大

鈴木　卓磨
青木　優太
吉野　雅人
中村　博央
塚原　慎也
本島　悠貴
宇佐美研人
福澤　直己
新　　大季
青木　悠馬
原田　　守

７位 2.0点 セーリング 成年女子 国体ウインドサーフィン級 錬石　恵子
３位 6.0点 自転車 成年男子 １ｋｍタイムトライアル 山内　厚二
優勝 64.0点 ソフトボール 総監督 武藤　幸政

少年男子監督 宇草　康祐
少年男子 中島　優人

田口　英雄
萩原　晨仁
松本　優希
中島　弘稀
浅海　和希
西田　勘汰
高橋　和樹
中島　悠貴
猪野　真史
鎌田　巧輝
内田　圭哉
佐藤　拓矢

５位 12.5点 剣道 金子　信昭
成年男子 先鋒 足立　柳次

次鋒 嶋田　貴文
中堅 米屋　勇一
大将 加治屋速人

４位 25.0点 空手道 監督 藤江　辰徳
組手団体 月井小次郎

石塚　将也
森　  一馬
高橋　夏樹
中野　力斗
別府　遥香

３位 18.0点 銃剣道 木村　智宏
中堅 俵山　  崇
大将 田上　雅大

７位 6.0点 クレー射撃 トラップ監督兼選手 寺田　真二
トラップ 大山　重隆

小林　庸一

成年男子監督兼選手（副将）

成年男子監督兼選手（先鋒）
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9月30日 ５位 12.0点 自転車 男子 チームスプリント 山内　厚二
　　〃 植原　琢也
　　〃 新井　友陽

２位 35.0点 剣道 少年女子監督 平井　健輔
少年女子 先鋒 駒林　八枝

次鋒 岡﨑　愛美
中堅 辻本　　葵
副将 尾関　　奏
大将 端　真璃華

５位 2.5点 空手道 少年男子 組手個人 中野　力斗
８位 3.0点 なぎなた 成年女子監督 芦川　寿美

成年女子 大将 篠塚雅菜美
中堅 髙瀬　  怜
先鋒 橋本　実紀

２位 7.0点 ボウリング 少年女子 個人戦 本橋　優美
9月15日 ２位 7.0点 水泳（競泳） 成年男子 50m自由形 川内　勇輝

２位 7.0点 水泳（競泳） 成年男子 400mメドレーリレー 多田　邦徳
　　〃 岡﨑晃一郎
　　〃 瀬戸　大也
　　〃 山元　啓照

４位 5.0点 水泳（競泳） 成年女子 400mメドレーリレー 諸貫　瑛美
　　〃 浜野　麻綾
　　〃 星　奈津美
　　〃 雨宮　未侑

優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 50m自由形 丸山    徹
５位 4.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 400m自由形 束原　安寿
２位 7.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 400mメドレーリレー 磯野　洋樹

　　〃 山本　拓歩
　　〃 矢島　優也
　　〃 丸山    徹

優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100m平泳ぎ 大木　淳平
２位 7.0点 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 200m個人メドレー 中村　大海
２位 7.0点 水泳（競泳） 少年女子Ａ 400mメドレーリレー 梶野　美優

　　〃 関口　美咲
　　〃 志賀珠理奈
　　〃 中田　愛海

２位 7.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 200m個人メドレー 黒川さくら
７位 2.0点 水泳（飛込） 成年男子 高飛込 小川　貴弘
優勝 40.0点 水泳（水球） 水球監督 加藤　英雄

Ｇ　Ｋ 小嶋　達幸
Ｆ　Ｐ 佐藤　海輝
Ｆ　Ｐ 濱田    周
Ｆ　Ｐ 足立　聖弥
Ｆ　Ｐ 山田精太郎
Ｆ　Ｐ 青山　大輝
Ｆ　Ｐ 深谷　周平
Ｆ　Ｐ 山田　太一
Ｆ　Ｐ 磯　龍太郎
Ｆ　Ｐ 中山　祐弥
Ｆ　Ｐ 吉田　皓輔

５位 12.5点 ボート 成年男子 舵手つきフォア　　Ｃ 山口　順大
　　　〃　　    　Ｓ 田立　健太
　　　〃　　　    ３ 常深　智博
　　　〃　　　    ２ 田中　洋平
　　　〃　　    　Ｂ 島田　　翔
　　　〃　　    　 野村　雅彦

優勝 32.5点 ボート 成年女子 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 大泉　　環
　　　〃　　    　Ｓ 川本　　藍
　　　〃　　　    ３ 新井　萌子
　　　〃　　　    ２ 望月みづほ
　　　〃　　    　Ｂ 松岡　　結
　　　〃　　    　 尾崎　恵理

優勝 19.5点 ボート 少年女子 ダブルスカル　　　Ｓ 恩田　栞奈
　　　〃　　　　　Ｂ 友納　瑠花
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9月14日 ４位 5.0点 水泳（競泳） 成年男子 100m自由形 川内　勇輝
３位 6.0点 水泳（競泳） 成年男子 100m背泳ぎ 多田　邦徳
５位 4.0点 水泳（競泳） 成年男子 100m平泳ぎ 岡﨑晃一郎
２位 7.0点 水泳（競泳） 成年男子 200mリレー 川内　勇輝

　　〃 山元　啓照
　　〃 原田　蘭丸
　　〃 高桑　  健

３位 6.0点 水泳（競泳） 成年女子 100m背泳ぎ 諸貫　瑛美
３位 6.0点 水泳（競泳） 成年女子 100m平泳ぎ 浜野　麻綾
５位 4.0点 水泳（競泳） 成年女子 200mリレー 雨宮　未侑

　　〃 星　奈津美
　　〃 諸貫　瑛美
　　〃 平井　稚菜

優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 100m自由形 丸山    徹
４位 5.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 矢島　優也
優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100m背泳ぎ 内藤　良太
優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 200mメドレーリレー 内藤　良太

　　〃 大木　淳平
　　〃 稲荷山　陸
　　〃 小島　稔生

７位 2.0点 水泳（競泳） 少年女子Ａ 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 志賀珠理奈
８位 1.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 50m自由形 大久保侑央
７位 2.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 100m背泳ぎ 石森　瑞奈
３位 6.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 400mメドレーリレー 石森　瑞奈

　　〃 末　　陽香
　　〃 黒川さくら
　　〃 大久保侑央

８位 1.0点 水泳（飛込） 少年男子 高飛込 水間　誠人
9月13日 ５位 4.0点 水泳（競泳） 成年男子 400m自由形 瀬戸　大也

４位 5.0点 水泳（競泳） 成年男子 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 瀬戸　大也
２位 7.0点 水泳（競泳） 成年男子 200m個人メドレー 高桑　  健
３位 6.0点 水泳（競泳） 成年女子 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 星　奈津美
６位 3.0点 水泳（競泳） 成年女子 200m個人メドレー 大塚　美優
８位 1.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 200m背泳ぎ 磯野　洋樹
優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年男子Ａ 800mリレー 丸山    徹

　　〃 水村　　元
　　〃 阿久津直希
　　〃 束原　安寿

優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100m自由形 小島　稔生
８位 1.0点 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 稲荷山　陸
４位 5.0点 水泳（競泳） 少年男子Ｂ 400mリレー 小島　稔生

　　〃 松本　　輝
　　〃 稲荷山　陸
　　〃 吉野　公晴

５位 4.0点 水泳（競泳） 少年女子Ａ 200m背泳ぎ 梶野　美優
２位 7.0点 水泳（競泳） 少年女子Ａ 200m平泳ぎ 関口　美咲
優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 100m自由形 石森　瑞奈
４位 5.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 黒川さくら
優勝 8.0点 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 400mリレー 江森　　優

　　〃 黒川さくら
　　〃 大久保侑央
　　〃 石森　瑞奈
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2月18日 ６位 3.0点 スキー 成年女子Ｂ ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 矢部　愛子
2月1日 優勝 37.5点 アイスホッケー 総監督 ワシリ ペルーヒン

少年男子監督 格地　　現
少年男子 　ＤＦ 山中　亮磨

　ＦＷ 松永　　強
　ＦＷ 青木優之介
　ＤＦ 小池　玲央
　ＦＷ 山田　大雅
　ＤＦ 格地龍太郎
　ＤＦ 佐藤　海斗
　ＦＷ 竹渕　　舜
　ＦＷ 山口　翔平
　ＦＷ 髙木　優也
　ＧＫ 前北　恵介
　ＦＷ 松永　　敦
　ＦＷ 小林　優希
　ＦＷ 矢島　　龍
　ＤＦ ハリデー慈英
　ＤＦ 在家　秀虎

1月31日 ５位 4.0点 スケート 成年女子 スピード　2000mリレー 吉田愛結美
　　〃 河合　奏聖
　　〃 南　　美帆
　　〃 松津　庸子

５位 4.0点 スケート 少年男子 スピード　2000mリレー 河合　健朗
　　〃 濱田　　哲
　　〃 新井　聖也
　　〃 中島　泰樹

６位 15.0点 アイスホッケー 総監督 ワシリ ペルーヒン

成年男子監督 髙橋　豊明
成年男子 　ＦＷ 大西　伸明

　ＤＦ 石川　貴大
　ＤＦ 永井　邑樹
　ＤＦ 清水　省吾
　ＤＦ 杉澤　　優
　ＤＦ 亀本　直人
　ＤＦ 中居　隼都
　ＦＷ 鈴木　啓介
　ＦＷ 江口　大輔
　ＦＷ 長田　寛司
　ＦＷ 岩槻　翔悟
　ＦＷ 有澄　　遼
　ＧＫ 岩槻　拓郎
　ＦＷ 平田　祥紘
　ＦＷ 大宮　　良
　ＦＷ 木戸　啓太

1月30日 ７位 2.0点 スケート 成年男子 スピード　500m 下向　航平
1月28日 ４位 5.0点 スケート 少年女子 ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ　500m 巻島　　槙

４位 5.0点 スケート 少年男子 ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ　1000m　 松平　和也
５位 4.0点 スケート 少年女子 ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ　1000m　 巻島　　槙
７位 2.0点 スケート 少年男子 ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ　500m 三澤　夏陽
７位 2.0点 スケート 少年男子 ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ　1000m　 三澤　夏陽
８位 1.0点 スケート 少年男子 ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ　500m 松平　和也
７位 6.0点 スケート 成年男子監督 フィギュア 吉田　雅彦

成年男子 　　〃 堀之内雄基
成年男子 　　〃 小沼　祐太

８位 3.0点 スケート 成年女子監督 フィギュア 山田　和子
成年女子 　　〃 長谷川　奏
成年女子 　　〃 浅見　琴葉

合計 850.5点 2013/10/3 時点（参加点除く）


	68回全入賞者

