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期日 順位 得点 競技 種別 種目等（○内の数字は背番号） 氏名
10月8日 ６位 3.0点 陸上競技 成年男子 800m 西久保達也

３位 6.0点 陸上競技 成年少年女子共通 ４×100mリレー 鈴木　一葉
　  〃 土井　杏南
　  〃 田植　晶子
　  〃 髙橋　侑希

10月7日 優勝 8.0点 陸上競技 成年女子 走高跳び 竹内　　萌
５位 4.0点 陸上競技 少年男子Ａ 400m 地主　直央
４位 5.0点 陸上競技 少年女子Ａ 400m 大野　瑞奈
５位 4.0点 陸上競技 少年女子Ｂ 1500m 小川　陽香
５位 12.5点 ボート 監督 和田　　卓

少年男子監督 井上　雄祐
少年男子監督 大野　圭一
少年男子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ  Ｓ 山本　一輝

　　　〃　　　    ３ 白石　　悠
　　　〃　　      ２ 今井東吉郎
　　　〃　　    　Ｂ 野崎　寛翔
 　   〃　　   　 Ｃ 加藤　紘基

館山　研二
５位 7.5点 ボート 監督 和田　　卓

少年男子監督 井上　雄祐
少年男子監督 大野　圭一
少年男子 ダブルスカル　　　Ｓ 山田　雄恒

　　　〃　　    　Ｂ 佐藤　芳樹
優勝 32.5点 ボート 監督 和田　　卓

少年女子監督 望月みづほ
少年女子監督 横山松太郎
少年女子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ　Ｓ 橋村　　心

　　　〃　　 　   ３ 大野　瑞葉
　　　〃　　　　　２ 小野寺菜摘
　　　〃　　　　　Ｂ 星川　陽恵
  　　〃　  　　　Ｃ 仙田　早紀

辻　　沙彩
５位 7.5点 ボート 監督 和田　　卓

少年女子監督 望月みづほ
少年女子監督 横山松太郎
少年女子 ダブルスカル　　　Ｓ 平城亜弥衣

　　　〃　　    　Ｂ 衞藤　　愛
優勝 40.0点 ハンドボール 監督 矢内　　浩

成年男子監督 近藤　恒俊
成年男子 ＧＫ① 東　　佑三

ＣＰ② 安平　拓馬
ＣＰ③ 小澤　広太
ＣＰ④ 柴山裕貴博
ＣＰ⑤ 小山　哲也
ＣＰ⑥ 時村　浩幹
ＣＰ⑦ 植垣　健人
ＣＰ⑧ 東長濱秀希
ＣＰ⑨ 森　　　淳
ＣＰ⑩ 安倍竜之介
ＣＰ⑪ 玉川　裕康
ＧＫ⑫ 村上　凌太

３位 6.0点 ライフル射撃 成年男子 10mエア・ライフル伏射60発 松本　崇志
優勝 8.0点 ライフル射撃 成年女子 10mエア・ライフル伏射60発 清水　綾乃
４位 15.0点 クレー射撃 成年監督兼選手 トラップ 大山　重隆

成年 　 〃 小林　庸一
　 〃 京澤　正宗

５位 12.0点 ボウリング 成年女子監督 坂本　玲子
成年女子 団体戦(４人チーム) 吉田由美子

　 　 〃 仲村　麻衣
　 　 〃 坪井　美樹
　 　 〃 荒川　沙里
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10月6日 ７位 2.0点 陸上競技 成年男子 400m 堀井　浩介
２位 7.0点 陸上競技 少年男子Ａ 砲丸投げ 阿南　渉真
５位 4.0点 陸上競技 少年女子共通 三段跳び 鴨下　若菜
３位 5.5点 ボクシング 成年男子 フライ級 牧野　草子
３位 5.5点 ボクシング 成年男子 ミドル級 若谷　　豪
３位 5.5点 ボクシング 成年女子 フライ級 久保亜唯里
４位 15.0点 フェンシング 監督 千野　一也

少年女子監督 西村  典子
少年女子 フルーレ 齋藤　利莉

大崎　　温
濱松　里紗

４位 25.0点 柔道 監督 本松　好正
成年男子監督 手塚　勝彦
成年男子 先鋒 宮本　拓実

次鋒 西願寺哲平
中堅 前田　宗哉
副将 小林　悠輔
大将 渡辺　智斗

４位 25.0点 柔道 監督 本松　好正
女子監督 中里友理子
女子 先鋒 山口　さき

次鋒 富沢　佳奈
中堅 渋谷萌々音
副将 佐藤星麗七
大将 石塚　早稀

７位 6.0点 弓道 成年男子監督 岡芹　喜行
成年男子 遠的 木所　隆明

宮﨑　正範
片山麿生男

２位 7.0点 ライフル射撃 成年男子 50mライフル膝射20発 山下　敏和
優勝 8.0点 ライフル射撃 成年男子 10mエア・ピストル60発 園田　吉伸
２位 7.0点 ライフル射撃 成年女子 10mエア・ライフル立射60発 清水　綾乃
３位 6.0点 ライフル射撃 少年女子 ビーム・ライフル立射60発 柳澤　　灯
２位 21.0点 スポーツクライミング 監督 天野　賢一

成年男子監督 宇津木秀二
成年男子 波田　悠貴

本間　大晴
６位 9.0点 スポーツクライミング 監督 天野　賢一

成年女子監督 内海　　信
成年女子 加島  智子

坂井  絢音
２位 21.0点 スポーツクライミング 監督 天野　賢一

少年男子監督 横内　鉄郎
少年男子 百合草碧皇

鶴　　隼斗
６位 9.0点 スポーツクライミング 監督 天野　賢一

少年女子監督 鈴木  友希
少年女子 曽我　綾乃

野部　七海
５位 12.0点 スポーツクライミング 監督 天野　賢一

少年女子監督 鈴木  友希
少年女子 曽我　綾乃

野部　七海
７位 6.0点 ボウリング 成年男子監督 久保田友久

成年男子 団体戦(２人チーム) 塚越　翔太
　 　 〃 櫛笥　亮圓
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10月5日 ３位 6.0点 陸上競技 成年女子 100m 土井　杏南
６位 3.0点 陸上競技 成年女子 400mハードル 川端　涼夏
４位 5.0点 陸上競技 少年男子Ａ 400mハードル 金井　嘉哉
４位 5.0点 陸上競技 少年女子共通 400mハードル 塩味　未琴
７位 2.0点 陸上競技 少年女子共通 800m 奥山　桃花
５位 2.5点 ボクシング 成年男子 ライトフライ級 大里　拓未
５位 2.5点 ボクシング 少年男子 ライトフライ級 堀　　太虎
５位 2.5点 ボクシング 少年男子 バンタム級 岩村　陽向
５位 2.5点 ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 前田　　翔
６位 3.0点 ウエイトリフティング 女子 —５５ｋｇ級スナッチ 糸数加奈子
４位 5.0点 ウエイトリフティング 少年男子 ８１ｋｇ級スナッチ 新井　勇太
８位 1.0点 ウエイトリフティング 少年男子 ９６ｋｇ級スナッチ 青柳　昌孝
８位 3.0点 フェンシング 監督 千野　一也

成年男子監督兼選手 フルーレ 芹澤　洋人
成年男子 　〃 持田　龍平

　〃 海老原　樹
７位 6.0点 弓道 少年女子監督 岡芹　喜行

少年女子 遠的 瀬川　珠璃
 〃 大久保七海
 〃 宮本　　萌

優勝 8.0点 ライフル射撃 成年男子 50mライフル伏射60発 山下　敏和
６位 3.0点 ライフル射撃 成年女子 50mライフル伏射60発 塩入　朔良
３位 6.0点 ライフル射撃 少年男子 10mエア・ライフル立射60発 橋本　昂希
８位 1.0点 ライフル射撃 少年女子 10mビーム・ライフル立射60発 柳澤　　灯
５位 4.0点 ライフル射撃 少年女子 10mエア・ライフル立射60発 新井　陽菜

10月4日 ７位 2.0点 陸上競技 成年男子 三段跳び 池畠旭佳瑠
３位 6.0点 陸上競技 成年女子 砲丸投げ 吉野　千明
８位 1.0点 陸上競技 少年男子Ａ １００ｍ 岩本　康佑
４位 5.0点 陸上競技 少年男子Ａ ハンマー投げ 岡田　大輝
７位 2.0点 ウエイトリフティング 少年男子 ７３ｋｇ級スナッチ 須藤　之博
７位 2.0点 ウエイトリフティング 少年男子 ７３ｋｇ級クリーン&ジャーク 須藤　之博
６位 3.0点 ライフル射撃 成年男子 50mライフル三姿勢120発 長部谷　響
６位 3.0点 ライフル射撃 成年男子 10mエア・ライフル立射60発 松本　崇志
２位 7.0点 ライフル射撃 少年男子 少年男子ビーム・ピストル60発 平野　翔大
５位 12.0点 スポーツクライミング 監督 天野　賢一

少年男子監督 横内　鉄郎
少年男子 リード 百合草碧皇

　〃 鶴　　隼斗
10月3日 ３位 6.0点 ウエイトリフティング 成年男子 ８１ｋｇ級スナッチ 熊川　雄太

３位 6.0点 ウエイトリフティング 成年男子 ９６ｋｇ級スナッチ 請舛　泰俊
７位 2.0点 自転車 成年男子 スプリント 荒川　達郎
５位 4.0点 自転車 成年男子 ケイリン 森田　一郎
６位 3.0点 自転車 少年男子 スプリント 山口　多聞
２位 35.0点 ラグビーフットボール 女子監督 宮﨑　善幸

女子 ① 山下　果林
② 石井　寿衣
③ 桑井　亜乃
④ 葛西　杏奈
⑤ 谷口　令子
⑥ 平山　　愛
⑦ 小出　深冬
⑧ 梶木　真凛
⑨ 松井　渓南
⑩ 井口　瑞穂
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10月2日 ４位 40.0点 サッカー 女子監督 神戸慎太郎
女子 ＧＫ① 福田　史織

ＤＦ② 井之川茉優
ＤＦ③ 三木　萌子
ＤＦ④ 渡邊莉沙子
ＤＦ⑤ 久保真理子
ＭＦ⑥ 高木　　優
ＭＦ⑦ 坂口　博美
ＭＦ⑧ 島﨑　結希
ＤＦ⑨ 髙橋恵美理
ＦＷ⑩ 西村　紀音
ＦＷ⑬ 大西　若菜
ＭＦ⑭ 福田　莉子
ＧＫ⑯ 笹川すみれ
ＭＦ⑰ 竹田　真菜
ＭＦ⑱ 新澤　そら

５位 12.0点 テニス 監督 油井　正幸
成年男子監督 阪　　幸信

松尾　友貴
田中優之介

優勝 24.0点 テニス 監督 油井　正幸
成年女子監督 阪　　幸信
成年女子 輿石亜佑美

清水　映里
優勝 24.0点 テニス 監督 油井　正幸

少年男子監督 中村　聡利
少年男子 齋藤　惠佑

松下　龍馬
３位 18.0点 テニス 監督 油井　正幸

少年女子監督 中村　聡利
少年女子 浮田　愛未

伊藤　汐里
４位 5.0点 ウエイトリフティング 成年男子 ６１ｋｇ級スナッチ 平井　海斗
２位 7.0点 ウエイトリフティング 成年男子 ６１ｋｇ級クリーン&ジャーク 平井　海斗
７位 6.0点 自転車 監督 倉上　友和

(10/2順位確定) 女子 チームスプリント 小泉　夢菜
　　〃 飯田　風音

８位 5.0点 ソフトテニス 監督 西名　純一
少年男子監督 關　　直樹
少年男子 佐藤　信道

野口　　快
黒坂　卓矢
田中　琢真
菅原　誠司

７位 10.0点 ソフトテニス 監督 西名　純一
少年女子監督 今村　昌司
少年女子 赤川友里奈

嵐　　美月
桑山　未来
小林さくら
持田　愛子

３位 16.5点 卓球 監督 坂口　信豊
少年女子監督 平　　亮太
少年女子 川北　帆香

遠山　美涼
木村　美緒

６位 3.0点 馬術 少年 ダービー 中込　理子
２位 21.0点 バドミントン 監督 名倉　康弘

少年男子監督 大屋　貴司
少年男子 百上　拓海

樋口　　輝
秦野　　陸
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10月1日 ３位 5.5点 レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル５１ｋｇ級 向田　旭登
４位 5.0点 馬術 成年女子 標準障害飛越 越野愛由美
４位 15.0点 なぎなた 成年女子監督 芦川　寿美

成年女子 先鋒 髙瀬　　怜
中堅 橋本　実紀
大将 篠塚雅菜美

３位 16.5点 ゴルフ 成年男子監督 橋本　賢一
成年男子 石川　　航

植木　祥多

伊藤　優太
優勝 24.0点 ゴルフ 女子監督 橋本　賢一

女子 岩井　千怜

佐久間朱莉

岩井　明愛
9月30日 ５位 2.5点 レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル１２５ｋｇ級 佐々木偉琉

７位 10.0点 ソフトテニス 監督 西名　純一
成年男子監督 及川　哲也
成年男子 名取　敬恩

大関　秀一

堂野　貴寛

鯨井　勇輝

松本　佳史
５位 12.5点 相撲 監督 稲毛　　修

少年監督 山田　道紀
少年男子 先鋒 清宮　一翔

二陣 神　　歩武
中堅 影山　由伸
副将 手計　太希
大将 竹田章一郎

２位 35.0点 空手道 監督 町田　　勝
組手団体 （少年男子）先鋒 神尾　武志

（成年女子）次鋒 山川　未央
（少年女子）次鋒 岩崎　結衣

（成年男子軽量級）中堅 長　　寿樹
（成年男子中量級）副将 山口　健太
（成年男子重量級）大将 嶋田　力斗

9月29日 ３位 5.5点 レスリング 成年男子 フリースタイル６１ｋｇ級 吉村　拓海
５位 2.5点 レスリング 成年男子 フリースタイル６５ｋｇ級 逆井　琉偉
３位 5.5点 レスリング 成年男子 フリースタイル８６ｋｇ級 八木　海里
３位 5.5点 レスリング 女子 フリースタイル５３ｋｇ級 吉元玲美那
５位 2.5点 レスリング 少年男子 フリースタイル６０ｋｇ級 藤田　　颯
優勝 8.0点 レスリング 少年男子 フリースタイル６５ｋｇ級 萩原　大和
３位 5.5点 レスリング 少年男子 フリースタイル７１ｋｇ級 計良　涼介
３位 5.5点 レスリング 少年男子 フリースタイル９２ｋｇ級 坂井孝太朗
７位 2.0点 馬術 成年男子 ダービー 越野　恭介
５位 4.0点 馬術 成年女子 二段階障害飛越 越野愛由美
６位 3.0点 トライアスロン 成年女子 川﨑由理奈

9月28日 ４位 5.0点 空手道 成年男子 組手重量級 嶋田　力斗
５位 2.5点 空手道 少年女子 形 山田　和花
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9月16日 ２位 7.0点 水泳 成年男子 競泳4×100mメドレーリレー 内藤　良太
　　〃 松村　優樹
　　〃 赤羽根康太
　　〃 荻野　　剛

３位 6.0点 水泳 成年女子 競泳4×100mメドレーリレー 諸貫　瑛美
　　〃 関口  美咲
　　〃 石森　瑞奈
　　〃 横田　早桜

５位 4.0点 水泳 少年男子Ａ 競泳400m自由形 鈴木　優太
３位 6.0点 水泳 少年男子Ａ 競泳4×100mメドレーリレー 松山　　陸

　　〃 林　　太陽
　　〃 酒井　　静
　　〃 熊澤　将大

６位 3.0点 水泳 少年男子Ｂ 競泳100m平泳ぎ 小澤　　幹
７位 2.0点 水泳 少年男子Ｂ 競泳200m個人メドレー 宮木　宏悦
４位 5.0点 水泳 少年女子Ａ 競泳50m自由形 田嶋　玲奈
優勝 8.0点 水泳 少年女子Ａ 競泳4×100mメドレーリレー 酒井　夏海

　　〃 井坂　友紀
　　〃 田嶋　玲奈
　　〃 山本　葉月

３位 6.0点 水泳 少年女子共通 400m自由形 武田　眞咲
２位 35.0点 水泳 監督 山田　清繁

監督 戸川　晴夫
水球少年男子監督 濵田　　卓
水球少年男子 ＧＫ① 河田　楓生

ＦＰ② 吉村　光貴
ＦＰ③ 中山　弘翔
ＦＰ④ コップ晴斗
ＦＰ⑤ 大江　　陸
ＦＰ⑥ 中塚　　駿
ＦＰ⑦ 青山　元輝
ＦＰ⑧ 角野　凛斗
ＦＰ⑨ 竹村駿太郎
ＦＰ⑩ 山本　将行
ＦＰ⑪ 中村　大智

9月15日 ７位 2.0点 水泳 成年男子 競泳100m平泳ぎ 松村　優樹
２位 7.0点 水泳 成年女子 競泳100m背泳ぎ 諸貫　瑛美
２位 7.0点 水泳 成年女子 競泳100m平泳ぎ 関口  美咲
８位 1.0点 水泳 少年男子Ａ 競泳100m自由形 熊澤　将大
７位 1.5点 水泳 少年男子Ａ 競泳200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 酒井　　静
５位 4.0点 水泳 少年男子Ａ 競泳400m個人メドレー 林　　太陽
７位 2.0点 水泳 少年男子Ｂ 競泳100m背泳ぎ 長島　秀哉
３位 6.0点 水泳 少年男子Ｂ 競泳4×100mメドレーリレー 長島　秀哉

　　〃 小澤　　幹
　　〃 丹保　　陸
　　〃 尾藤　秀哉

３位 6.0点 水泳 少年女子Ａ 競泳100m自由形 田嶋　玲奈
５位 4.0点 水泳 少年女子Ａ 競泳400m個人メドレー 三浦　理音
６位 3.0点 水泳 少年女子Ｂ 競泳50m自由形 篠塚　聖妃
５位 4.0点 水泳 少年女子Ｂ 競泳100m背泳ぎ 古俣　　桜
５位 4.0点 水泳 少年女子Ｂ 競泳4×100mメドレーリレー 古俣　　桜

　　〃 廣瀬　　碧
　　〃 蓮原　愛実
　　〃 篠塚　聖妃
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9月15日 ５位 12.5点 水泳 監督 山田　清繁
監督 戸川　晴夫
水球女子監督 木下　晃次
水球女子 ＦＰ② 飯田　鈴可

ＦＰ⑩ 須藤　舞雪
ＧＫ① 武蔵　優希
ＦＰ④ 渋谷　紗代
ＦＰ⑦ 大川さくら
ＦＰ⑨ 百田恵梨花
ＦＰ⑤ 橋本　佳奈
ＦＰ⑪ 小森谷萌花
ＦＰ③ 阿部　　楓
ＦＰ⑥ 関口かなみ
ＦＰ⑧ 滝口　はな

７位 10.0点 体操 監督 向井　　司
少年男監督 大友　康平
少年男子 麻田　健斗

奥山　遥矢
小池　玲生
佐藤　優樹
青木　龍斗

優勝 40.0点 体操 監督 向井　　司
少年女子監督 豊島　リサ
少年女子 新山　愛望

森　　蒼佳
本宮　佳奈
坂谷りんね
鈴木　栞奈

9月14日 ７位 2.0点 水泳 成年女子 競泳400m自由形 佐藤　千夏
６位 3.0点 水泳 成年女子 競泳200m個人メドレー 横田　早桜
２位 7.0点 水泳 少年男子Ａ 競泳200m背泳ぎ 松山　　陸
３位 6.0点 水泳 少年男子Ａ 競泳200m平泳ぎ 林　　太陽
４位 5.0点 水泳 少年男子Ａ 競泳4×200mフリーリレー 鈴木　優太

　　〃 東藤承太郎
　　〃 渡辺　大和
　　〃 熊澤　将大

優勝 8.0点 水泳 少年男子Ｂ 競泳100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 丹保　　陸
８位 1.0点 水泳 少年男子Ｂ 競泳4×100mフリーリレー 尾藤　秀哉

　　〃 田中直太朗
　　〃 宮木　宏悦
　　〃 樋口　敬太

優勝 8.0点 水泳 少年女子Ａ 競泳200m背泳ぎ 酒井　夏海
３位 6.0点 水泳 少年女子Ａ 競泳200m平泳ぎ 井坂　友紀
優勝 8.0点 水泳 少年女子Ａ 競泳4×100mフリーリレー 田嶋　玲奈

　　〃 山本　葉月
　　〃 上原みなみ
　　〃 酒井　夏海

３位 6.0点 水泳 少年女子Ｂ 競泳100m自由形 篠塚　聖妃
３位 6.0点 水泳 少年女子Ｂ 競泳4×100mフリーリレー 篠塚　聖妃

　　〃 柴田　菜摘
　　〃 小池　唯子
　　〃 武田　眞咲

２位 35.0点 体操 監督 向井　　司
成年女子監督 荒木　未央
成年女子 団体総合 小池　亜優

　〃 佐藤　涼香
　〃 福永　千紗
　〃 臼田　梨夏
　〃 中路　紫帆

9月12日 ６位 9.0点 水泳 ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ監督 原　加代子
少年女子 ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ 宮内　花菜

　〃 加藤　真帆
9月11日 ８位 1.0点 水泳 ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ男子　5km 宮本  陽輔
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2月15日 ７位 2.0点 スキー 成年女子Ａ ジャイアントスラローム 大越　沙耶
2月3日 ６位 3.0点 スケート 成年男子 ショートトラック500m 吉田　陵平

優勝 8.0点 スケート 成年男子 ショートトラック5000mリレー 吉田　陵平
梅田　　匠
松津　秀太
河合　健朗

優勝 8.0点 スケート 成年男子 ショートトラック500m 松津　秀太
５位 4.0点 スケート 成年女子 ショートトラック3000mリレー 巻島　　槙

武井　咲樹
友光　　渚
島根くるみ

７位 2.0点 スケート 成年女子 スピードスケート2000mリレー 能戸　若菜
田中　姫麗
村野　静香
松津　庸子

４位 25.0点 アイスホッケー 監督 ワシリー ペルウーヒン
成年男子監督 大西　伸明
成年男子 ＧＫ① 前北　恵介

ＧＫ⑲ 河合　智哉
ＤＦ⑩ 菊池　秀治
ＤＦ⑦ ハリデー慈英
ＤＦ⑫ 中居　隼都
ＤＦ② 在家　秀虎
ＤＦ⑤ 佐藤　正志
ＦＷ⑮ 長谷川宗矩
ＦＷ⑪ 平田　祥紘
ＦＷ⑧ 青木孝史朗
ＦＷ⑭ 松渕　雄太
ＦＷ⑨ 茂木慎之介
ＦＷ⑱ 貞宗謙太郎
ＦＷ⑬ 江口　大輔
ＦＷ⑯ 矢島　　龍
ＦＷ⑰ 運上　雄基

４位 25.0点 アイスホッケー 監督 ワシリー ペルウーヒン
少年男子監督 格地　　現
少年男子 ＧＫ㉚ 丹治　大輝

ＤＦ㉙ 菅田　路莞
ＤＦ⑤ 宮崎　真紘
ＤＦ⑳ 佐々中健人
ＤＦ② 中舘庸太朗
ＤＦ⑪ 在家虎仁朗
ＤＦ㉘ 漆畑　　慶
ＦＷ⑬ 谷　　圭介
ＦＷ⑧ 古川　憂人
ＦＷ⑨ 塩野　伊織
ＦＷ⑦ 坂本　大地
ＦＷ⑭ 荒井　大空
ＦＷ⑮ 伊藤　　総
ＦＷ⑯ 大塚　鵬蓉
ＦＷ㉑ 上野　懸勢
ＦＷ⑲ 山村　旭飛

2月2日 ６位 3.0点 スケート 成年男子 ショートトラック1000m 河合　健朗
５位 4.0点 スケート 成年女子 ショートトラック1000m 島根くるみ
２位 7.0点 スケート 少年女子 ショートトラック1000m 吉田　凪歩

1月31日 ４位 15.0点 スケート 少年男子監督 西村　尚美
少年男子 フィギュアスケート 大島　光翔

　　〃 佐藤　　駿
1335.0点

400.0点

1735.0点総合得点

参加点 （参加点：冬季大会３競技、本大会37競技）

競技得点 （今大会入賞者の合計得点）


