
１．期間    会期前：

主会期：

２．会場　 本大会： （会期前・主会期） 福井県下（一部、石川県・静岡県開催）

３．県選手団　 本大会：

４．総合成績 第３４位　　817.25点

第２３位　　575.25点

５．競技別総合順位 男女総合　第２位 女子総合　第２位

男女総合　第７位 女子総合　第３位

順位 競技名 種別 種目 選手名 所属 競技得点

陸上競技 少年女子 円盤投げ 齋藤　真希 鶴岡工業高校 8.0

ボート 少年女子 シングルスカル 鈴木　伶奈 酒田光陵高校 8.0

弓道 成年女子 団体遠的 山形選抜（本間・須貝・山本） 所属なし・小森マシナリー・佐藤病院 13.5

カヌー 少年男子 ＪＫ－２（５００） 設楽勝太・小野隼人 谷地高校 8.0

カヌー 少年男子 ＪＣ－２（５００） 荒木岳樹・伊藤真大 谷地高校 8.0

カヌー 少年女子 ＪＷＫ－４（5００） 増川知保・佐藤奈津・吉田奈未・平泉真衣 谷地高校・寒河江高校 24.0

カヌー 少年男子 ＪＫ－２（2００） 設楽勝太・小野隼人 谷地高校 8.0

カヌー 少年男子 ＪＣ－２（2００） 荒木岳樹・伊藤真大 谷地高校 8.0

カヌー 少年女子 ＪＷＫ－４（2００） 増川知保・佐藤奈津・吉田奈未・平泉真衣 谷地高校・寒河江高校 24.0

陸上競技 少年女子B １００mＨ 高橋　夢華 九里学園 7.0

ライフル射撃 少年女子 BP４０ＪＷ 佐藤　琳 成立学園高校 7.0

カヌー 少年男子 ＪＣ－１（２００） 斎藤　翼 谷地高校 7.0

陸上競技 少年女子 １００m 青野　朱李 山形中央高校 6.0

競泳 少年男子 ５０ｍ自由形 今野　太介 羽黒高校 5.5

カヌー 成年女子 ＷＣ－１（５００） 佐藤　恵 山形県体育協会 6.0

カヌー 少年男子 ＪＣ－１（５００） 斎藤　翼 谷地高校 6.0

カヌー 成年女子 ＷＣ－１（２００） 佐藤　恵 山形県体育協会 6.0

陸上競技 少年女子 ４００ｍ 青野　朱李 山形中央高校 5.0

競泳 成年女子 ４００ｍ自由形 長谷川　鼓 日本体育大学 5.0

飛込 少年男子 飛板飛込 松本　慧 米沢東高校 5.0

ライフル射撃 成年女子 １０mＳ４０Ｗ 高橋　佳伶 明治大学 5.0

ライフル射撃 成年男子 ＣＦＰ(精密・速射) 緒形　拓也 山形県警察 5.0

アーチェリー 成年女子 団体 山形選抜（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 15.0

陸上競技 少年女子 ８００ｍ 長沼　明音 九里学園 4.0

ボクシング 成年男子 ライトヘビー級 栗田　琢郎 日本大学 2.5

バスケットボール 成年女子 団体 山形選抜 山形銀行・山形大学 12.5

レスリング 成年男子 フリー８６ｋｇ級 高島　優太 山形市体育協会 2.5

レスリング 成年男子 グレコ７７ｋｇ級 池田貫太郎 中央大学 2.5

ソフトテニス 少年男子 団体 山形選抜（齋藤龍・旭・齋藤大・根本・澤田） 羽黒高校 20.0

剣道 成年男子 団体 山形選抜（三浦・川井・土門・阿部・日向） 齋藤農機会・酒田西高校(教)・山形県警察 12.5

陸上競技 少年男子 三段跳 松田　基 山形中央高校 3.0

陸上競技 成年女子 円盤投げ 齋藤　早希 庄内ＡＣ 3.0

陸上競技 少年女子 ４００ｍＨ 阪　希望 山形中央高校 3.0
ウエイトリフティング 少年男子 ６２kgクリーン&ジャーク 叶野　龍聖 庄内農業高校 3.0
ウエイトリフティング 成年女子 ５３kgクリーン&ジャーク 小関　優芽 平成国際大学 3.0

馬術 成年男子 スピード＆ハンディネス 二位関　尭 やまがた乗馬クラブ 3.0

ライフル射撃 成年男子 CP３０M 緒形　拓也 山形県警察 3.0

陸上競技 成年男子 １１０ｍＨ 古川裕太郎 山形ＴＦＣ 2.0
ウエイトリフティング 成年男子 ５６kgスナッチ 長谷部達也 中央大学 2.0
ラグビーフットボール 成年男子 団体 山形選抜 7.5

アーチェリー 少年女子 団体 山形選抜（佐藤・阿部・鎌田） 鶴岡北高校・鶴岡中央高校・鶴岡南高校 6.0

なぎなた 少年女子 試合 山形選抜（武田・徳永・鈴木） 天童高校 6.0

陸上競技 成年女子 走高跳 武田　萌伽 山形大学 0.25

競泳 成年女子 １００ｍ背泳ぎ 西脇　怜奈 筑波大学 1.0

競泳 少年男子 １００ｍ自由形 今野　太介 羽黒高校 1.0

馬術 少年男子 ダービー 金野　裕平 日大山形高校 1.0

フェンシング 成年女子 団体フルーレ 山形選抜（川﨑・梅津・髙田） 日大山形高校(教)・法政大学 3.0

本国体　競技得点合計 307.25

冬季大会得点合計 110.00

参加得点 400.0

第７３回国体得点合計 817.25

第７３回国民体育大会　本大会　結果

平成３０年　９月　９日（日）～　　９月１７日（月）
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６．入賞一覧

団長　吉村美栄子　以下４６０名（３１競技）

平成３０年　９月２９日（土）～　１０月　９日（火）　開会式９月２９日（土）                  　

天皇杯（男女総合成績）

皇后杯（女子総合成績）

（７２回　３１位　873.5　７１回　２６位　929）

（７２回　２５位　541.5　７１回　２３位　566）


