
長崎がんばらんば国体

※は、複数入賞

競技名 種別 種目 個人名 点数 所　　　　　属

ウエイトリフティング 成年男子 ６９ｋｇ級スナッチ 笠井　武広 8 中央大学３年 ※

ウエイトリフティング 成年男子 ６９ｋｇ級クリーン＆ジャーク 笠井　武広 8 中央大学３年 ※

ウエイトリフティング 少年男子 ９４ｋｇ級スナッチ 雨宮　玄剛 8 日川高校３年 ※

ライフル射撃 少年男子 ＢＲＳ60JＭ 青山　拓史 8 笛吹高校３年 ※

久次米　夏海 山梨学院大学３年

本郷　未生 山梨学院大学３年

村木　友里 甲府城西高３年

小野　綾香 甲府城西高校３年

清水　　遥 甲府城西高校３年

カヌー 少年女子 スプリント　カヤック　シングル　５００ｍ 渡邉　えみ里 8 富士河口湖高校３年 ※

カヌー 少年女子 スプリント　カヤック　シングル　２００ｍ 渡邉　えみ里 8 富士河口湖高校３年 ※

水泳 成年男子 ４００ｍ自由形 江原  騎士 6.5 山梨学院大学３年 ※

ウエイトリフティング 成年男子 ７７ｋｇ級スナッチ 武井　誠一郎 7 ルイジアナ州立大 ※

ウエイトリフティング 成年男子 ７７ｋｇ級クリーン＆ジャーク 武井　誠一郎 7 ルイジアナ州立大 ※

ウエイトリフティング 少年男子 ９４ｋｇ級クリーン＆ジャーク 雨宮　玄剛 7 日川高校３年 ※

バスケットボール 成年女子 団体戦 山梨学院大学 35 山梨学院大学

カヌー 成年男子 ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ) 佐川  幸司 6 合同会社 富士川・切り絵の森 ※

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル５９ｋｇ級 文田　健一郎 5.5 日本体育大学１年

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル７５ｋｇ級 倉谷　修平 5.5 峡北消防

ライフル射撃 成年男子 10mＳ60Ｍ 塩入　龍哉 6 日本大学２年

ラグビー 成年男子 団体戦 山梨選抜 30 山梨選抜

ウエイトリフティング 成年男子 １０５ｋｇ級スナッチ 持田　龍之輔 6 日本大学３年 ※

ウエイトリフティング 成年男子 １０５ｋｇ級クリーン＆ジャーク 持田　龍之輔 6 日本大学３年 ※

ウエイトリフティング 少年男子 ８５ｋｇ級スナッチ 島袋　匡継 6 日川高校３年 ※

ウエイトリフティング 少年男子 ８５ｋｇ級クリーン＆ジャーク 島袋　匡継 6 日川高校３年 ※

カヌー 成年男子   ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（1500m） 佐川  幸司 5 合同会社 富士川・切り絵の森 ※

ウエイトリフティング 少年男子 ６２ｋｇ級スナッチ 中島　緑夢 5 日川高３年 ※

自転車 少年男子 スプリント 中島　詩音 5 甲府工業高２年

空手道 成年女子 個人組手 門屋  安里奈 5 近畿大学4年

米田愛理子 山梨学院大学１年

長内　香月 山梨学院大学２年

井坂　希望 山梨学院大学３年

ライフル射撃 成年女子 10mＳ40Ｗ 奈良　友貴 5 山梨学院大学１年 ※

ライフル射撃 少年女子 ＢＰＳ20ＪＷ 塩入　朔良 5 笛吹高校 ※

戸田　萌希 笛川中学校３年

渡部　咲樹 笛吹高校３年

空手道 成年男子 組手軽量級 長谷川　裕介 2.5 関西大学４年

空手道 成年男子 組手重量級 荻原　昌志 2.5 長谷川空手スクール

ウエイトリフティング 成年男子 ９４ｋｇ級クリーン＆ジャーク 大井　雅浩 4 中央大学４年

レスリング 成年男子 グレコローマン６６ｋｇ級 雨宮　隆二 2.5 山梨学院大学３年

ライフル射撃 成年男子 50mＫ20Ｍ 正満　孝太 4 ホンダ

水泳 少年男子A １００ｍ自由形 陶山  周平 4 山梨学院大学附属高３年 ※

レスリング 少年男子 グレコローマン６６ｋｇ級 桒原　康志郎 2.5 韮崎工高３年

レスリング 少年男子 グレコローマン７４ｋｇ級 林　雷 2.5 韮崎工高２年

レスリング 少年男子 グレコローマン８４ｋｇ級 和智　輝 2.5 韮崎工高３年

自転車 少年男子 ケイリン 米倉　駿 4 甲府工業高３年

ライフル射撃 少年男子 ＢＲＳ30JＭ 青山　拓史 4 笛吹高校３年 ※

空手道 成年女子 個人形 古川　かれん 2.5 明治大学１年

馬術 成年女子 トップスコア 荻原　麻里 4 ホースフレンズパーク

浅川　奈々 富士学苑高校３年

舟久保　遥香 富士学苑高校１年

渡辺　聖未 富士学苑高校３年

水泳 成年男子 １００ｍ自由形 江原  騎士 3 山梨学院大学３年 ※

ライフル射撃 成年男子 ＣＰ30Ｍ 若月　健太 3 山梨県警察本部

ウエイトリフティング 少年男子 ６２ｋｇ級クリーン＆ジャーク 中島　緑夢 3 日川高３年 ※

天野　芽衣 富士河口湖高３年

市川　妃奈子 富士河口湖高３年

渡邉　樹莉 富士河口湖高３年

小佐野　萌子 吉田高校３年

渡邊　花穂 吉田高校２年

馬術 成年男子 六段障害飛越 甲斐　琢磨 2 ホースクラブディンブル

梶原　一誠 富士河口湖高３年

三浦　伊織 富士河口湖高２年

ライフル射撃 成年女子 10mＰＳ40Ｗ 奈良　友貴 2 山梨学院大学１年 ※

バレーボール 成年女子 バレーボール 山梨中央銀行 7.5 山梨中央銀行

縄重　未来 サンダンスアウトドアーズ

安田　あとり 神奈川大２年

戸田　萌希 笛川中学校３年

渡部　咲樹 笛吹高校３年

陸上 成年女子 １５００ｍ 飯野　摩耶 2 東京農業大学３年

水泳 少年女子B ５０ｍ自由形 齊藤  千遥 2 駿台甲府高

陸上 成年男子 ４００Ｈ 野澤　啓佑 1 ミズノ

ライフル射撃 少年女子 ＢＰＳ40ＪＷ 塩入　朔良 1 笛吹高校２年 ※

水泳 少年男子A ５０ｍ自由形 陶山  周平 1 山梨学院大附属高３年 ※

縄重　未来 サンダンスアウトドアーズ

安田　あとり 神奈川大２年

陸上 少年女子Ａ 走幅跳 近藤　祐未 1 山梨学院付属高校３年

陸上 少年少女Ａ ３０００ｍ 齋藤　　暁 1 山梨学院付属高校３年

410 入賞数 62
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≪山梨県選手団入賞一覧≫
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