
    2019いきいき茨城ゆめ国体

No. 競　技　名 種　別 種　　　目 順位 氏　　名 所　　　　属

1 少年男子B 100m 2位 町井　大城 北海道栄高等学校

2 少年女子A 100m 3位 石堂　陽奈 立命館慶祥高等学校

3 少年女子 共通円盤投 3位 西山　藍那 帯広農業高等学校

4 成年男子 10000m競歩 4位 村尾　宥稀 明治大学（札幌東高等学校）

5 成年女子 400mハードル 7位 林　理紗 立命館大学（立命館慶祥高等学校）

6 成年女子 円盤投 6位 寺井　沙希 国士舘クラブ（帯広農業高等学校）

7 少年女子 共通砲丸投 2位 久保田　亜由 帯広農業高等学校

8 少年女子B 100mハードル 4位 鈴木　里沙 北海高等学校

9 少年男子 110mハードル 7位 高橋　佑輔 Dohoku Athlete Clube

10 少年女子A 400m決勝 2位 アシィ　しおり 北海道栄高等学校

11 成年少年女子共通 4×100mリレー 4位 北海道選抜

12 成年男子 400ｍ自由形 7位 中島　涼 明治大学(札幌大谷高等学校)

13 少年男子A 100m自由形 6位 土岐　祐介 札幌大谷高等学校

14 100ｍ背泳ぎ 1位 山田　海都 札幌静修高等学校

15 4×100ｍメドレーリレー 5位 北海道選抜

16 少年女子A 100m自由形 8位 キング　アリシア 旭川実業高等学校

17 女子 オープンウォータースイミング 6位 蝦名　愛梨 帯広大谷高等学校

18 サッカー 成年男子 5位 北海道選抜

19 成年男子 5位 北海道選抜

20 成年女子 5位 北海道選抜

21 少年男子 5位 北海道選抜

22 成年男子 ライト級 5位 加藤　一輝 大阪商業大学（札幌白陵高等学校）

23 成年男子 ライトウェルター級 5位 木戸口　謙辰 立教大学（北海学園札幌高等学校）

24 少年男子 ライトフライ級 5位 杉本　愛弥 旭川工業高等学校

25 少年男子 ミドル級 5位 黒部　竜聖 札幌工業高等学校

26 成年男子 ライトヘビー級 5位 阿部　陽輔 北海道教育大学大学院

27 少年男子 ライト級 3位 川上　海音 旭川龍谷高等学校

28 成年男子 ウェルター級 1位 鈴木　康弘 K&Kボクシングクラブ

29 バレーボール 成年男子 7位 北海道選抜

30 成年女子 団体総合 8位 北海道選抜

31 女子 トランポリン 8位 末冨　穂香 北見柏陽高等学校

32 フリースタイル125キロ級 2位 山本　泰丈 ㈱オオゼキ(札幌市立福移中学校)

33 グレコローマン60キロ級 3位 清水　賢亮 拓殖大学(帯広北高等学校)

34 少年男子 フリースタイル80キロ級 5位 米田　侑太 札幌東豊高等学校

35 セーリング 成年女子 レーザーラジアル級 5位 松苗　幸希

36 成年男子 ＋109kg級スナッチ 7位 松本　経丸 九州国際大学(札幌琴似工業高等学校)

37 成年男子 ＋109kg級クリーン＆ジャーク 5位 松本　経丸 九州国際大学(札幌琴似工業高等学校)

39 少年男子 67kg級スナッチ 2位 清水　虹希 札幌琴似工業高等学校

40 少年男子 67kg級クリーン＆ジャーク 4位 清水　虹希 札幌琴似工業高等学校

42 少年男子 81kg級スナッチ 6位 長田　知也 札幌琴似工業高等学校

44 女子 -71kg級クリーン&ジャーク 5位 瀬川　瑠奈 士別翔雲高等学校

45 少年男子 +102kg超級スナッチ 2位 羽田　創 士別翔雲高等学校

46 少年男子 +102kg超級クリーン&ジャーク 1位 羽田　創 士別翔雲高等学校

48 ソフトテニス 少年女子 8位 北海道選抜
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49 馬場馬術 1位 林　伸伍 アイリッシュアラン乗馬学校(東海大学付属第四高等学校)

50 自由演技馬場馬術 1位 林　伸伍 アイリッシュアラン乗馬学校(東海大学付属第四高等学校)

51 ダービー 4位 楠木　貴成 ノーザンファーム

52 国体総合馬術 2位 楠木　貴成 ノーザンファーム

53 二段階障害飛越 7位 白川　萌仁香 ㈱早来エクワインファーム

54 トップスコア 6位 白川　萌仁香 ㈱早来エクワインファーム

55 馬場馬術 6位 松下　奈穂 ほくせい乗馬クラブ

56 自由演技馬場馬術 7位 松下　奈穂 ほくせい乗馬クラブ

57 少年リレー 6位 北海道選抜

58 少年馬場馬術 ５位 阿蘇　颯音 札幌龍谷学園高等学校

59 少年自由演技馬場馬術 6位 阿蘇　颯音 札幌龍谷学園高等学校

60 少年団体障害飛越 5位 北海道選抜

61 フェンシング 成年女子 サーブル 6位 北海道選抜

62 柔道 少年男子 8位 北海道選抜

63 ソフトボール 成年男子 5位 北海道選抜

64 弓道 成年女子 近的 5位 北海道選抜

65 少年男子 ビーム・ピストル（60発） 3位 佐竹　優悟 北海道科学大学高等学校

66 成年女子 50mライフル伏射(60発) 8位 柳　あさこ 北海道大学大学院歯学研究院（札幌南高等学校）

67 剣道 少年男子 5位 北海道選抜

68 ラグビーフットボール 女子 3位 北海道選抜

69 成年男子 リード 5位 武者・杉本

70 成年男子 ボルダリング 2位 杉本・武者

71 少年男子 ボルダリング 4位 坂本・竹内

72 成年男子 ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（1500m） 7位 山岡　洋貴 網走南ヶ丘高等学校（教）

73 成年男子 カヌースラローム・カナディアンシングル(25ゲート) 5位 佐々木　裕史 北海道大学大学院

74 成年女子 カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 8位 大橋　玲奈 東京女子体育大学(苫小牧南高等学校)

75 成年女子 カヌースラローム・カナディアンシングル(25ゲート) 8位 深田　真衣 北海道大学大学院

76 少年女子 カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 8位 照井　咲頼 鷹栖高等学校

77 成年男子 カヌースラローム・カナディアンシングル(15ゲート) 5位 佐々木　裕史 北海道大学大学院

78 成年女子 カヌースラローム・カヤックシングル(15ゲート) 7位 越智　ますみ 北海道大学

79 成年女子 ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（スプリント） 8位 岡本　あずみ 帯広畜産大学

80 成年女子 カヌースラローム・カナディアンシングル(15ゲート) 6位 深田　真衣 北海道大学大学院

81 少年男子 カヌースプリント・カヤックシングル(200m) 8位 阿部　弘豊 南富良野高等学校

82 少年女子 カヌースプリント・カヤックシングル(200m) 6位 照井　咲頼 鷹栖高等学校

84 アーチェリー 少年男子 団体 8位 北海道選抜

85 空手 成年男子 組手・重量級 5位 本池　頼樹 国士舘大学(札幌市立新琴似中学校)

86 クレー射撃 成年 スキート団体 5位 北海道選抜

87 少年男子 少年男子団体 1位 紺谷・能呂

88 少年男子 少年男子個人 7位 紺谷　涼太 帯広市立帯広第五中学校

89 少年女子 少年女子個人 ５位 工藤　こまち 函館中部高等学校

90 成年女子 成年女子個人 2位 清野　えみり 大空針灸接骨院

91 成年女子 団体【二人チーム】 4位 工藤・清野

92 成年女子 団体【4人チーム】 4位 北海道選抜

93 ゴルフ 成年男子 3位 北海道選抜
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