
　　　　　

４．総合成績

第31位 873.5点

第25位 541.5点

男女総合　第１位

フェンシング競技

アーチェリー競技 女子総合　第１位

陸上競技 女子総合　第８位
ＮＯ 順位 競技名 種別 選手名 所属 競技得点

1 陸上競技 少年女子共通 齋藤　真希 鶴岡工業高校 8.0
2 競泳 成年男子 小関也朱篤 ミキハウス 8.0
3 ボート 少年女子 鈴木　伶奈 酒田光陵高校 8.0
4 カヌー 少年女子 佐藤友香・増川知保 谷地高校・寒河江高校 8.0
5 カヌー 少年男子 荒木岳樹・伊藤真大 谷地高校 8.0
6 カヌー 少年女子 佐藤友香・増川知保 谷地高校・寒河江高校 8.0
7 カヌー 少年男子 荒木岳樹・伊藤真大 谷地高校 8.0
8 カヌー 少年男子 鈴木・戸田・佐藤・設楽 谷地高校 24.0
9 陸上競技 少年女子Ａ 大城　楓奈 山形北高校 7.0

10 陸上競技 少年女子Ｂ 阪　　希望 山形中央高校 7.0
11 ボクシング 成年男子 岡澤セオン 中央大学 7.0
12 フェンシング 成年女子 舟山・竹田・荒井 山形銀行・東京ガーデンFC・羽山総合建設 21.0
13 カヌー 少年男子 小野　隼人 谷地高校 7.0
14 カヌー 少年女子 中村　天音 谷地高校 7.0
15 陸上競技 少年女子Ａ 青野　朱李 山形中央高校 6.0
16 レスリング 成年男子 高島　優太 山形市体育協会 5.5
17 レスリング 少年男子 秋場　勇星 山形商業高校 5.5
18 ソフトテニス 少年男子 山形選抜 羽黒高校 30.0
19 カヌー 少年女子 中村　天音 谷地高校 6.0
20 カヌー 少年男子 鈴木・戸田・佐藤・設楽 谷地高校 18.0
21 アーチェリー 成年女子 中村・舩見・冨樫  ハードオフコーポレーション・早稲田大学・近畿大学 18.0
22 アーチェリー 少年男子 石川・照井・佐藤  鶴岡南高校・鶴岡工業高校・鶴岡工業高校 18.0
23 陸上競技 成年女子 佐藤日奈子 大東文化大学 5.0
24 ウエイトリフティング 成年男子 三田村和真 羽黒高校教員 5.0
25 ラグビー 成年男子 山形選抜 25.0
26 カヌー 成年女子 佐藤　　恵 山形県体育協会 5.0
27 カヌー 成年女子 佐藤　　恵 山形県体育協会 5.0
28 陸上競技 少年男子共通 佐藤　駿太 九里学園高校 4.0
29 飛込 少年男子 松本　　慧 米沢東高校 4.0
30 ボクシング 少年男子 箭柏　鳳成 日大山形高校 2.5
31 ボクシング 少年男子 菅　　慎吾 新庄神室産業高校 2.5
32 ボクシング 成年男子 内構　良斗 拓殖大学 2.5
33 バスケットボール 成年女子 山形選抜 山形銀行 12.5
34 レスリング 成年男子 細谷廉太郎 専修大学 2.5
35 レスリング 少年男子 今野　港斗 山形商業高校 2.5
36 レスリング 少年男子 池田貫太郎 山形商業高校 2.5
37 ウエイトリフティング 成年男子 三田村和真 羽黒高校教員 4.0
38 ウエイトリフティング 少年男子 長谷部達也 酒田光陵高校 4.0
39 馬術 成年女子 丹野　里香 ゼンライディングクラブ 4.0
40 ライフル射撃 少年女子 佐藤　　琳 東京都北区稲付中学校 4.0
41 カヌー 少年男子 小野　隼人 谷地高校 4.0
42 アーチェリー 少年女子 佐藤・中澤・鎌田 鶴岡中央高校・鶴岡南高校・鶴岡南高校 12.0
43 ６位 ライフル射撃 成年女子 髙橋　佳伶 明治大学 3.0
44 競泳 成年女子 西脇　怜奈 筑波大学 2.0
45 セーリング 少年男子 猪狩　祐樹 加茂水産高校 2.0
46 馬術 成年女子 丹野　里香 ゼンライディングクラブ 2.0
47 陸上競技 少年男子Ａ 永井　桂大 米沢中央高校 1.0
48 陸上競技 少年女子Ａ 青野　朱李 山形中央高校 1.0
49 陸上競技 少年男子共通 後藤　彪吾 鶴岡東高校 1.0
50 ウエイトリフティング 少年男子 長谷部達也 酒田光陵高校 1.0
51 ウエイトリフティング 少年男子 石川慎太郎 鶴岡工業高校 1.0
52 馬術 少年 金野　裕平 鶴岡第四中学校 1.0
53 フェンシング 成年女子 舟山・竹田・荒井 山形銀行・東京ガーデンFC・羽山総合建設 3.0
54 フェンシング 成年男子 岩倉・戸田・八巻 山形クラブ・大正大学・青葉堂印刷 3.0

本大会合計 376.5
冬季大会競技得点 97.0

参加得点 400.0
第７２回国体得点合計 873.5

（７１回　２３位　５６６　７０回　３９位　４１０.５）

天皇杯（男女総合成績）

皇后杯（女子総合成績）

（７１回　２６位　９２９　７０回　３６位　８０１.５）

　　第７２回国民体育本大会結果    

２．会　　場　   愛媛県下　

３．県選手団　   団長　吉村美栄子　以下　４４６名（３３競技）

１．大会期日　　会　期　前　　平成２９年　９月　９日（土）～　９月１７日（日）

　　　　　　　　主　会　期　　平成２９年　９月３０日（土）～１０月１０日（火）：開会式　９月３０日（土）                  　

女子総合　第３位

女子総合　第７位

男女総合　第２位

１位

２位

ＪＷＫ－２（２００）
ＪＣ－２（２００）
ＪＫ－４（２００）

５．種目別総合順位

カヌー競技

１００ｍ

ＪＫ－４（５００）

サーブル
ＪＫ－１（５００）

ライトウエルター級

ＪＣ－２（５００）

４００ｍハードル
１００ｍハードル

３位
団体

ＪＷＫ－１（５００）

グレコ８５ｋｇ級
グレコ９６ｋｇ級

団体

４位
ＷＣ－１（５００）

７７ｋｇ級・スナッチ
団体

１００ｍ

団体

ＪＷＫ－１（２００）

種目
円盤投げ

１００ｍ平泳ぎ
シングルスカル

ＪＷＫ－２（５００）

８００ｍ
飛板飛込
ピン級

ＷＣ－１（２００）

８位

５位

７位

ウエルター級
ライト級

団体
フリー６１ｋｇ級
フリー８４ｋｇ級

１０ｍS４０W

ＪＫ－１（２００）
団体

グレコ７４ｋｇ級
７７ｋｇ級・クリーン＆ジャーク

５３㎏級・クリーン&ジャーク

トップスコア
BP４０ＪＷ

４００ｍハードル
４００ｍ

１００ｍ背泳ぎ
レーザーラジアル級

二段階障害飛越

エペ

５０００ｍ競歩
５３㎏級・スナッチ

５６㎏級・クリーン&ジャーク

標準障害飛越競技
団体フルーレ


