
１．大会期日　　主会期　平成２８年１０月　１日（土）～１０月１１日（火）　：開会式　１０月　１日（土）              

４．総合成績

第26位 929点

第23位 566点

男女総合　第１位

ホッケー競技

NO 順位 競技名 種別 所属 競技得点
1 水泳（競泳） 成年男子 ミキハウス 8.0
2 カヌー（スプリント） 少年男子 寒河江高校３年 8.0
3 カヌー（スプリント） 少年男子 谷地高校３年 8.0
4 カヌー（スプリント） 少年男子 谷地高校 24.0
5 カヌー（スプリント） 少年女子 寒河江高校 24.0
6 カヌー（スプリント） 少年女子 谷地高校 24.0
7 カヌー（スプリント） 少年男子 寒河江高校３年 8.0
8 カヌー（スプリント） 少年男子 谷地高校３年 8.0
9 カヌー（スプリント） 少年男子 谷地高校 24.0

10 カヌー（スプリント） 少年女子 寒河江高校 21.0
11 カヌー（スプリント） 少年女子 谷地高校 21.0
12 陸上 少年女子 鶴岡工業高校１年 7.0
13 レスリング 少年男子 山形商業高校２年 5.5
14 陸上 少年女子Ｂ 山形中央高校１年 6.0
15 ボクシング 成年男子 中央大学３年 5.5
16 カヌー（スプリント） 少年女子 谷地高校２年 6.0
17 カヌー（スプリント） 少年男子 谷地高校 18.0
18 レスリング 成年男子 自衛隊体育学校 5.5
19 ライフル射撃 少年女子 南陽高校３年 5.0
20 馬術 成年男子 湯の町乗馬クラブ 4.5
21 ホッケー 少年女子 40.0
22 ソフトボール 成年男子 山形市役所 20.0
23 カヌー（スプリント） 少年男子 谷地高校 12.0
24 カヌー（スプリント） 少年女子 谷地高校２年 4.0
25 レスリング 成年男子 山形市役所 2.5
26 レスリング 成年男子 日本体育大学４年 2.5
27 ボクシング 少年男子 日大山形高校１年 2.5
28 ボクシング 少年男子 山形南高校３年 2.5
29 レスリング 少年男子 山形商業高校２年 2.5
30 レスリング 少年男子 山形商業高校２年 2.5
31 陸上 成年男子 山形ＴＦＣ 4.0
32 陸上 少年男子共通 山形南高校２年 4.0
33 6位 陸上 少年男子Ｂ 酒田南高校１年 3.0
34 水泳（競泳） 成年女子 筑波大学２年 2.0
35 水泳（競泳） 成年女子 日本体育大学２年 2.0
36 水泳（競泳） 少年男子B 羽黒高校１年 2.0
37 ウェイトリフティング 少年男子 酒田光陵高校３年 2.0
38 ライフル射撃 成年男子 山形県警察 2.0
39 陸上 少年女子Ｂ 九里学園１年 2.0
40 水泳（水球） 少年男子 山形工業高校 5.0
41 水泳（競泳） 成年女子 日本体育大学２年 1.0
42 水泳（競泳） 少年男子B 羽黒高校１年 1.0
43 ライフル射撃 少年女子 南陽高校３年 1.0
44 陸上 少年男子共通 庄内総合高校３年 1.0
45 陸上 成年女子 大東文化大２年 1.0
46 陸上 成年男子 日本大学３年 1.0
47 陸上 成年女子 福島大学４年 1.0
48 陸上 成年少年男子共通 1.0

本大会合計 368.0
冬季大会競技得点 161.0

参加得点 400.0
第７１回国体得点合計 929.0

8位

４×１００ｍＲ 山形選抜

６．入賞一覧

1位

２位

3位

４位

５位

7位

１００ｍ 佐藤 日奈子
400ｍ 山木 伝説

８００ｍ 小野 莉奈

100ｍ自由形 今野 太介
ＢＲＳ２０ＪＷ 井上  瞳

円盤投 松田 知利

８００ｍ 長沼 明音
山形選抜

400ｍ自由形 長谷川  鼓

５０ｍ自由形 今野 太介
５６㎏級・スナッチ 大場 秀太
１０ＭＡＰ６０Ｍ 大平 正義

３０００ｍ 荒生 実慧
１００ｍ背泳ぎ 西脇 怜奈
１００ｍ自由形 長谷川  鼓

グレコローマンスタイル６０㎏級 池田 龍斗
１１０ｍＨ 古川 裕太郎

５０００ｍＷ 五十嵐 海成

ピン級 箭柏 鳳成
ライトウェルター級 星川 翔太

グレコローマンスタイル５０㎏級 庄司 奈央

JWK-1（５００m） 中村 天音
フリースタイル６１ｋｇ級 須藤  学
フリースタイル７４ｋｇ級 高島 優太

山形選抜
山形選抜

JC-２（５００m） 荒木 航洋・荒木 岳樹

グレコローマンスタイル８５㎏級 鶴巻  宰
１０ｍＳ４０ＪＷ 髙橋 佳伶
六段障害飛越競技 秋葉　友勝

ライトウェルター級 岡澤 セオン
JWK-1（200m） 中村 天音
JC-２（200m） 荒木 航洋・荒木 岳樹

円盤投 齋藤 真希
フリースタイル８４ｋｇ級 今野 港斗

１００ｍ 青野 朱李

JK-2（2００m） 菊地 憲斗・木村 大翔
ＪＷＫ－２（５００ｍ） 増川 かな・増川 知保
ＪＷＫ－４（５００ｍ） 吉見・大川・吉田・佐藤

ＪＷＫ－４（200ｍ） 吉見・大川・吉田・佐藤
JC-1（200m） 志田 駿太郎
JK-1（200m） 縄    空

ＪK-1（５００m） 縄    空
JK-2（５００m） 菊池憲斗・木村大翔

ＪＷＫ－２（200ｍ） 増川かな・増川知保

種目 選手名
１００ｍ平泳ぎ 小関 也朱篤

JC-1（５００m） 志田 駿太郎

皇后杯（女子総合成績） （７０回　３９位　４１０.５　６９回　３２位　４５３.５点）

５．種目別総合順位

カヌー競技 女子総合1位

女子総合7位

　　第７1回国民体育大会本大会結果    

                　　 会期前　平成２８年　９月　４日（日）～　９月１１日（日）

２．会　　場　　岩手県下

３．県選手団　　団長　吉村美栄子　　以下　５０７名（３３競技）

天皇杯（男女総合成績） （７０回　３６位　８０１.５　６９回　３０位　８７０.０点）


