
区分

天皇杯

皇后杯

順位 競技名 種別 種目 名前 所属 競技得点 団体 個人

ゴルフ 女子 個人 勝　みなみ 鹿児島高校１年 －

レスリング 成年男子 フリースタイル74㎏級 木下　貴輪 山梨学院大学１年 4.5

ウエイトリフティング 成年男子 94㎏級スナッチ 下原　卓朗 鹿児島クラブ 8.0

自転車 少年男子 ４ｋｍ速度競走 水谷　翔 南大隅高校３年 8.0

ソフトボール 少年男子 県選抜 64.0

馬術 成年男子 標準障害飛越 村岡　一孝 ライディングパーク鹿児島 8.0

馬術 成年男子 六段障害飛越 村岡　一孝 ライディングパーク鹿児島 8.0 （3） （1)

ゴルフ 女子 団体 県選抜 21.0

ウエイトリフティング 成年男子 94kg級総合 下原　卓朗 鹿児島クラブ －

弓道 少年女子 遠的 県選抜 21.0

剣道 成年女子 団体 県選抜 21.0

バレーボール 少年男子 県選抜 鹿児島商業高校 35.0

陸上競技 少年女子 3000ｍ 倉岡　奈々 鹿児島女子高校２年 7.0 (2) (5)

弓道 少年男子 近的 県選抜 18.0

カヌー 少年男子 カナディアンシングル500m 宮原　直也 鹿屋農業高校１年 6.0

柔道 少年女子 団体 県選抜 18.0

ハンドボール 成年女子 県選抜 ソニーセミコンダクタ(株) 30.0 (4) (1)

馬術 成年男子 スピード＆ハンディネス 東郷　正也 ライディングパーク鹿児島 5.0

バレーボール 成年男子 県選抜 25.0

陸上競技 少年男子 三段跳 松田　敬佑 鹿児島高校３年 5.0 (2) (4)

レスリング 少年男子 フリースタイル60㎏級 榊　　大夢 鹿屋中央高校１年 2.5

レスリング 少年男子 フリースタイル84㎏級 牛水　瑞貴 鹿屋中央高校３年 2.5

レスリング 少年男子 グレコローマン96㎏級 瀬川　大貴 樟南高校３年 2.5

体操 成年男子 団体 県選抜 20.0

ウエイトリフティング 少年男子 77㎏級スナッチ 坂井　竜二 薩摩中央高校３年 4.0

ソフトテニス 成年女子 団体 県選抜 20.0

陸上競技 少年女子 走幅跳 内之倉　由美 甲南高校３年 4.0

サッカー 女子 県選抜 20.0

サッカー 少年男子 県選抜 20.0

バレーボール 少年女子 県選抜 鹿児島女子高校 17.5

陸上競技 男子 ４×100ｍリレー 県選抜 4.0 (2) (4)

ウエイトリフティング 成年男子 94㎏級クリーン＆ジャーク 下原　卓朗 鹿児島クラブ 3.0

カヌー 少年女子 カヤックシングル500m 迫田　彩蓮 伊佐農林高校２年 3.0

セーリング 成年男子 国体ウインドサーフィン級 広津　秀治 鹿児島市消防局 3.0

セーリング 成年女子 国体ウインドサーフィン級 松浦　絵里 主婦 3.0

カヌー 少年男子 カナディアンシングル200m 宮原　直也 鹿屋農業高校１年 3.0

自転車 少年男子 ケイリン 釘尾　真幸 南大隅高校３年 3.0

陸上競技 成年男子 走幅跳 下野伸一郎 (株)九電工 3.0

ライフル射撃 少年男子 10mS60JM 内村　開渡 鹿児島実業高校３年 3.0

馬術 成年女子 トップスコア 上村　まゆみ 上村乗馬苑 3.0 (1) (3)

水泳（競泳） 少年女子Ｂ 200m個人メドレー 三宅　珠生 川辺中学校３年 2.0

セーリング 成年男子 国体シングルハンダー級 榮樂　洋光 鹿屋体育大学教員 2.0

フェンシング 成年男子 サーブル 県選抜 6.0

自転車 少年男子 ポイントレース 冨尾　大地 南大隅高校３年 2.0

ホッケー 成年男子 県選抜 12.0

ボート 少年男子 舵手つきクォドルプル 県選抜 10.0 (3) (5)

水泳（競泳） 成年男子 400m自由形 西山　賢太郎 筑波大学大学院 1.0

ウエイトリフティング 成年男子 77kg級クリーン＆ジャーク 下原　玄大 鹿児島クラブ 1.0

ウエイトリフティング 成年男子 77kg級総合 下原　玄大 鹿児島クラブ －

セーリング 成年男子 470級 今村・坂口 九州旅客鉄道・日本経済大学教員 3.0

陸上競技 成年男子 100ｍ 山口　竜哉 城西大学３年 1.0

陸上競技 少年男子 走幅跳 米森　亮 鹿児島高校１年 1.0 (3) (4)
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　合計（22競技52種目：天皇杯27位，皇后杯26位）
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冬季大会 本大会
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第69回国民体育大会（長崎がんばらんば国体）入賞一覧

2位

５　本県選手入賞者

１　期　　　間　平成26年９月７日～９月14日，10月12日～10月22日

２　会　　　場　長崎県，福岡県，熊本県

３　本県選手団　監督・選手471人　本部役員30人　計501人　

４　本県の成績　得点は競技得点＋参加点（400点）


