
区分

天皇杯

皇后杯

順位 競　技　名 種　別 種　　目 氏　名 所　　属 競技得点 団体 個人 計
水泳 少年男子 水球 鹿児島南高校 40.0
レスリング 成年男子 フリースタイル74㎏級 木下　貴輪 クリナップ 8.0
馬術 成年女子 二段階障害飛越 原田　いずみ 霧島高原乗馬クラブ 8.0
馬術 少年 スピードアンドハンディネス 上村　　司 鹿児島中央高校３年 8.0
ウエイトリフティング 成年男子 96㎏級スナッチ 下原　卓朗 明桜館高校教員 8.0
弓道 少年女子 遠的 県選抜 24.0
陸上競技 少年男子共通 5000mW 向井　大賀 鹿児島商業高校３年 8.0
ボクシング 少年男子 ピン級 荒竹　一真 鹿屋工業高校２年 8.0
フェンシング 成年女子 サーブル 県選抜 24.0 (4) (3) (7)
水泳 成年男子 50ｍ自由形 坂井　孝士郎 (公財)鹿児島県体育協会 7.0
レスリング 成年男子 フリースタイル57㎏級 新井　陸人 日本体育大学４年 7.0
レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル92㎏級 中原　陸 鹿屋中央高校２年 7.0
なぎなた 少年女子 演技 川辺高校 21.0
なぎなた 少年女子 試合 川辺高校 21.0
※ウエイトリフティング 成年男子 96㎏級トータル 下原　卓朗 明桜館高校教員
弓道 成年女子 遠的 県選抜 21.0 (1) (9) (10)
水泳 少年男子B 100ｍ背泳ぎ 西小野　皓大 鹿児島情報高校１年 6.0
水泳 少年男子B 200ｍ個人メドレー 西小野　皓大 鹿児島情報高校１年 6.0
水泳 少年女子B 200ｍ個人メドレー 山下　ひなた 甲南高校１年 6.0
レスリング 少年男子 フリースタイル60㎏級 長谷川 丈一郎 鹿屋中央高校２年 5.5
レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル55㎏級 中﨑　円太 樟南高校３年 5.5
馬術 少年 二段階障害飛越 杉本　鷹哉 霧島高校１年 6.0

馬術 少年 リレー
飯隈　亮介
上村　　司

川辺高校２年
鹿児島中央高校３年 6.0

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 鹿児島県セーリング連盟 6.0
サッカー 成年男子 県選抜 48.0
ウエイトリフティング 成年男子 96㎏級クリーン＆ジャーク 下原　卓朗 明桜館高校教員 6.0
ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 内村　源斗 鹿屋工業高校３年 5.5
バレーボール 成年男子 県選抜 30.0
バスケットボール 成年男子 県選抜 27.5
弓道 少年男子 遠的 県選抜 18.0 (3) (9) (12)
自転車 成年女子 スクラッチ 上野　みなみ CIEL BLEU KANOYA 5.0
自転車 成年女子 ケイリン 山本　さくら CIEL BLEU KANOYA 5.0
陸上競技 成年男子 三段跳 竹之内　優汰 順天堂大学３年 5.0
陸上競技 少年男子Ａ 走幅跳 有村　拓巳 鹿児島南高校３年 5.0
陸上競技 少年女子A 3000m バイレ・シンシア 神村学園高等部２年 5.0
陸上競技 少年男子B 3000m 須山　向陽 鹿児島城西高校１年 5.0
バレーボール 少年女子 県選抜 25.0
ウエイトリフティング 女子 59㎏級スナッチ 新垣　愛恵 (公財)鹿児島県体育協会 5.0
スポーツクライミング 成年男子 ボルダリング

土肥　圭太
川畑イサム

(公財)鹿児島県体育協会
(公財)鹿児島県体育協会 15.0

カヌー 少年女子 スプリントカヤックペア500m
尾上　楓

松竹　桜来
曽於高校２年
大隅中学校３年 5.0

カヌー 成年女子 スラロームカナディアンシングル15ゲート 神田橋　貴子 鹿児島県カヌー協会 5.0
カヌー 成年女子 スプリントカヤックンシングル200m 田中　香奈 (公財)鹿児島県体育協会 5.0 (3) (7) (10)

⑸　第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」入賞一覧（全体）

１　期　  　日  令和元年９月７日～９月16日，９月28日～10月８日

２　会　　　場  茨城県

３　本県選手団　監督70名・選手540人　本部役員35人　計645人

４　本県の成績　（得点は競技得点＋参加点）

５　本県選手入賞者（※は得点に付与されない種目） （）内はH30

冬季大会 本   大   会
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順位 競　技　名 種　別 種　　目 氏　名 所　　属 競技得点 団体 個人 計
水泳 女子 水球 県選抜 12.5
空手道 成年男子 組手（重量級） 才保　佑一郎 (公財)鹿児島県体育協会 2.5
空手道 少年男子 形 吉元　雄琉 甲南高校３年 2.5
レスリング 少年男子 フリースタイル65㎏級 工藤　大知 鹿屋中央高校１年 2.5
剣道 成年女子 県選抜 7.5
剣道 少年男子 県選抜 12.5
ソフトボール 少年女子 県選抜 20.0
※相撲 少年男子 個人戦 行　大成 樟南高校３年
サッカー 少年男子 県選抜 20.0

自転車 女子 チームスプリント
上野 みなみ
山本 さくら

CIEL BLEU KANOYA 12.0

馬術 成年女子 トップスコア 村岡　のぞみ 霧島高原乗馬クラブ 4.0
ウエイトリフティング 成年男子 61㎏級スナッチ 脇田　勇平 (公財)鹿児島県体育協会 4.0
ボクシング 少年男子 ウェルター級 松久保　拓海 鹿屋工業高校３年 2.5
バレーボール 成年女子 県選抜 17.5
ハンドボール 成年女子 ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ株式会社 12.5
柔道 女子 県選抜 12.5
ライフル射撃 少年女子 BP60WJ 中村　杏華 鹿児島女子高校３年 4.0
ライフル射撃 成年女子 R3×40 新里　葉津紀 (公財)鹿児島県体育協会 4.0

カヌー 少年女子 スプリントカヤックペア200m
尾上　楓

松竹　桜来
曽於高校２年
大隅中学校３年 4.0 (6) (12) (18)

水泳 少年男子Ａ 400ｍ自由形 早﨑　遼真 鹿児島高校３年 2.5
自転車 少年男子 個人ロードレース 大河内　将泰 南大隅高校３年 3.0

セーリング 成年男子 ４７０級
今村　公彦
元津　大地

九州旅客鉄道株式会社
医療法人青仁会池田病院 9.0

馬術 成年女子 馬場馬術 上村　まゆみ 上村乗馬苑 3.0
ウエイトリフティング 女子 -55㎏級クリーン＆ジャーク 小関　優芽 (公財)鹿児島県体育協会 3.0
※ウエイトリフティング 女子 -55㎏級トータル 小関　優芽 (公財)鹿児島県体育協会

※ウエイトリフティング 成年男子 61㎏級トータル 脇田　勇平 (公財)鹿児島県体育協会

弓道 少年女子 近的 県選抜 9.0
スポーツクライミング 成年男子 リード

土肥　圭太
川畑イサム

(公財)鹿児島県体育協会
(公財)鹿児島県体育協会 9.0

陸上競技 成年男子 110mH 古谷　拓夢 (公財)鹿児島県体育協会 3.0 (4) (11) (15)
体操 成年男子 県選抜 10.0
水泳 少年男子Ａ 200ｍ平泳ぎ 榎田　大己 鹿児島情報高校３年 2.0
水泳 少年男子Ａ 400ｍ個人メドレー 早﨑　遼真 鹿児島高校３年 2.0
水泳 少年男子B 100ｍバタフライ 新開　誠也 川内南中学校３年 2.0
自転車 女子 個人ロードレース 上野　みなみ CIEL BLUE KANOYA 2.0
なぎなた 成年女子 試合 県選抜 6.0
馬術 成年男子 大障害飛越 村岡　一孝 霧島高原乗馬クラブ 2.0
馬術 少年 ダービー 上村　　司 鹿児島中央高校３年 2.0
馬術 少年男子 トップスコア 飯隈　亮介 川辺高校２年 2.0
ラグビー 少年男子 県選抜 12.0
ウエイトリフティング 成年男子 61㎏級クリーン＆ジャーク 脇田　勇平 (公財)鹿児島県体育協会 2.0
ウエイトリフティング 成年男子 81㎏級スナッチ 下原　玄大 ㈲池畑モータース 2.0
陸上競技 成年女子 棒高跳 青柳　唯 (公財)鹿児島県体育協会 2.0
陸上競技 少年男子 走高跳 中村　滉希 鹿児島南高校３年 1.5
ライフル射撃 成年女子 R60PR 新里　葉津紀 (公財)鹿児島県体育協会 2.0
ライフル射撃 成年男子 CFP30 宮原　悠 鹿児島県警 2.0
弓道 少年男子 近的 県選抜 6.0
カヌー 成年男子 スラロームカナディアンシングル15ゲート 宮川　遼大 大分大学１年 2.0
カヌー 成年女子 スラロームカナディアンシングル25ゲート 神田橋　貴子 鹿児島県カヌー協会 2.0
カヌー 少年女子 スプリントカヤックシングル500m 土橋　愛花 鹿屋高校１年 2.0 (0) (5) (5)
水泳 成年男子 100ｍ自由形 坂井　孝士郎 (公財)鹿児島県体育協会 1.0
水泳 成年男子 100ｍ背泳ぎ 加藤　　理 (公財)鹿児島県体育協会 1.0
水泳 少年女子B 100ｍバタフライ 後野　真衣 加世田高校１年 1.0
自転車 少年男子 24㎞ポイントレース 永射　琢也 南大隅高校２年 1.0
カヌー 成年男子 スラロームカナディアンシングル25ゲート 宮川　遼大 大分大学１年 1.0
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