
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

ウェイトリフティング 成年男子 94㎏級スナッチ 下原　卓朗 京都教育大 8.0 ０ ２
馬術 少年男子 二段階障害飛越 榮　　拓樹 霧島高校２年 8.0 （１） （６)
陸上 成年男子 走り幅跳び 下野　伸一郎 九電工 7.0

バレーボール 少年男子 県　選　抜 35.0

レスリング 少年男子 グレコローマン74ｋｇ 川畑　孔明 樟南高校３年 7.0

ハンドボール 成年女子 県　選　抜 ソニーセミコンダクタ 35.0

馬術 少年男子 ダービー 高田　翔吾 霧島高校３年 7.0

柔道 少年女子 県　選　抜 21.0

弓道 少年女子 遠的 県　選　抜 21.0 (４) (２)
レスリング 成年男子 フリー65㎏ 深迫　友真 徳山大学４年 5.5

レスリング 少年男子 フリー50㎏ 新井　陸人 鹿屋中央高校３年 5.5

レスリング 少年男子 フリー60㎏ 榊　　大夢 鹿屋中央高校２年 5.5

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 5.5

馬術 成年女子 標準障害飛越 原田　いずみ ライディングパーク鹿児島 6.0

カヌー 少年男子 カヤックシングル５００ｍ 前田　将宏 鹿屋高校２年 6.0

弓道 成年男子 遠的 県　選　抜 18.0

弓道 少年女子 近的 県　選　抜 18.0 (３) (1)
陸上 少年男子 三段跳び 田坂　裕輝 鶴丸高校３年 5.0

ウェイトリフティング 成年男子 77㎏級スナッチ 下原　玄大 (有)池畑モータース 5.0

馬術 成年男子 トップスコア 上村　利幸 上村乗馬苑 5.0

馬術 成年女子 二段階障害飛越 原田　いずみ ライディングパーク鹿児島 5.0

空手道 成年男子 組手中量級 井手原　瑠唯 九州産業大学１年 5.0 (１) (２)
水泳（競泳） 少年男子Ａ 200ｍバタフライ 中園　優作 甲南高校３年 4.0

ホッケー 少年男子 県　選　抜 川薩清修館高校 20.0

バレーボール 成年女子 県　選　抜 鹿屋体育大学 17.5

レスリング 成年男子 フリー74㎏ 木下　貴輪 山梨学院大学２年 2.5

レスリング 成年男子 フリー125㎏ 田中　哲矢 自衛隊体育学校 2.5

レスリング 少年男子 フリー120㎏ 柳　　魁十 鹿屋中央高校２年 2.5

元津　大地 鹿屋体育大学４年

外薗　潤平 ＪＲ九州

セーリング 少年男子 レーザーラジアル級 岩城　海斗 開陽高校２年 4.0

※ ウェイトリフティング 成年男子 ７７ｋｇ級トータル 下原　玄大 (有)池畑モータース ―

ライフル射撃 成年男子 ライフル３姿勢 吉川　和宏 日本大学３年 4.0

馬術 成年男子 ダービー 春田　裕介 むなかた乗馬クラブ 4.0

柔道 成年女子 県　選　抜 7.5

銃剣道 成年男子 県　選　抜 国分駐屯地 12.0

※ ゴルフ 成年男子 蛭川　　隆 霧島ゴルフクラブ ― (６) (５)
陸上 成年女子 １５００ｍ 満枝　まどか 第一生命 3.0

陸上 少年女子 ４００ｍハードル 中釜　佐和子 鹿児島高校３年 3.0

テニス 成年男子 県　選　抜 9.0

弓道 成年男子 近的 県　選　抜 9.0

カヌー 少年男子 カナディアンシングル５００ｍ 宮原　直也 伊佐農林高校２年 3.0 (０) (９)
陸上 成年女子 ５０００ｍ 上原　美幸 第一生命 2.0

水泳（競泳） 少年男子Ｂ 100ｍ平泳ぎ 小竹　蓮 鹿児島情報高校１年 2.0

ウェイトリフティング 成年男子 77㎏級クリーン＆ジャーク 下原　玄大 (有)池畑モータース 2.0

自転車 男子 4kmチームパーシュート 県　選　抜 6.0

カヌー 少年男子 カナディアンシングル２００ｍ 宮原　直也 伊佐農林高校２年 2.0 (３) (３)
陸上 成年女子 走り幅跳び 末永　成美 大阪成蹊大学３年 1.0

水泳（競泳） 成年男子 100ｍ平泳ぎ 山口　観弘 東洋大学３年 1.0

体操 成年男子 団体総合 県　選　抜 鹿屋体育大学 5.0

ソフトテニス 成年女子 県　選　抜 城山観光ホテル 5.0

ソフトテニス 少年男子 県　選　抜 5.0

馬術 成年男子 スピードアンドハンディネス 上村　利幸 上村乗馬苑 1.0

馬術 成年男子 国体総合馬術 春田　裕介 むなかた乗馬クラブ 1.0

ライフル射撃 成年女子 エアピストル４０発 鶴田　絢子 鹿児島県警 1.0

カヌー 少年男子 カヤックシングル２００ｍ 前田　将宏 鹿屋高校２年 1.0

カヌー 少年女子 カヤックシングル２００ｍ 迫田　彩蓮 伊佐農林高校３年 1.0 (０) (６)
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得点を付与されない種目を含む入賞数（20競技56種目） （昨年度22競技52種目）

第70回国民体育大会（紀の国わかやま国体）入賞一覧

１　期　　　間　平成27年９月６日～９月13日，９月22日～９月26日，９月26日～10月６日

２　会　　　場　和歌山県，大阪府，滋賀県，兵庫県，神奈川県

３　本県選手団　監督・選手436人　本部役員30人　計466人　

４　本県の成績　得点は競技得点＋参加点（400点）

冬季大会 本大会 総合成績

35位（30.0点） 34位（769.5点） 37位（799.5点）　昨年27位（897.5点）

37位（10.0点） 32位　（427点） 33位（437点）　　昨年26位（480.5点）

(　　)内はＨ２６５　本県選手入賞者　（※は得点の付与されない種目）
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4位

5位
セーリング 成年男子

1位

６

6位

7位
１ ４

７

５ ９470級

０ ５

２ ３

12.0


