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10月9日 ３位 6.0点 陸上競技 少年女子Ａ ハンマー投 勝山　眸美　
７位 7.5点 バレーボール 成年女子監督 吉田　敏明

成年女子 細川　麻美
成年女子 澤畠　文子
成年女子 滝沢ななえ
成年女子 南　　早希
成年女子 服部安佑香
成年女子 田辺　由美
成年女子 皆本明日香
成年女子 関　　　舞
成年女子 平井　桃子
成年女子 俵　　知里

７位 7.5点 バレーボール 少年男子監督 伊藤　寿一
少年男子 林　　佑樹
少年男子 池田　浩基
少年男子 伊藤裕之介
少年男子 千田健太郎
少年男子 雷　　　凱
少年男子 花沢　啓輔
少年男子 柴田　昂毅
少年男子 小島　大輝
少年男子 草柳　拓也
少年男子 徳永　勇斗
少年男子 平沼　嵐史
少年男子 岩根　遼也

優勝 8.0点 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 ６９ｋｇ級 スナッチ 上地　克彦
優勝 8.0点 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 ６９ｋｇ級 ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 上地　克彦
６位 3.0点 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 ７７ｋｇ級 ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 横山　勝一
６位 3.0点 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 ８５ｋｇ級 スナッチ 吉野　仁紀
４位 5.0点 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 ８５ｋｇ級 ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 吉野　仁紀
５位 12.5点 ハンドボール 総監督 岩本　　明

少年女子監督 綿引　　智
少年女子 亀田　潮里
少年女子 石井　優花
少年女子 山﨑　優美
少年女子 秋山　泰代
少年女子 小林　充奈
少年女子 逆瀬　雪子
少年女子 磯崎香奈子
少年女子 綿引　彩恵
少年女子 佐藤　美鈴
少年女子 鈴木　愛梨
少年女子 岸本　奈緒
少年女子 齋藤　佳織

２位 7.0点 自転車 成年男子 個人ロードレース 中尾　佳祐
５位 7.5点 卓球 総監督 坂口　信豊

少年女子監督 平　　亮太
少年女子 池上　玲子
少年女子 平　侑里香
少年女子 前瀧　初音

２位 21.0点 相撲 総監督 稲毛　　修
少年男子監督 山田　道紀
少年男子 先鋒 武政進之介
少年男子 二陣 沢田日出夫
少年男子 中堅 高西　勇人
少年男子 副将 吉本　雄斗
少年男子 大将 内山　翔太
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10月9日 ８位 3.0点 フェンシング 総監督 森角　　正
少年男子監督 千野　一也
少年男子 佃    史成
少年男子 杉田　賢人
少年男子 大﨑　葵一
総監督 能登　則男
総監督 山田　秀樹

５位 7.5点 バドミントン 成年男子監督 中條　　彪
成年男子 山﨑　裕太
成年男子 松丸　一輝
成年男子 井上　知也

６位 9.0点 銃剣道 成年男子監督 兼選手（中堅） 木村　智宏
成年男子 先鋒 高橋　  新
成年男子 大将 俵山　  崇

10月8日 ６位 3.0点 陸上競技 成年男子 400ｍH 出浦　教行
７位 2.0点 陸上競技 成年男子 ﾊﾝﾏｰ投 碓井　　崇
２位 7.0点 陸上競技 成年女子 100m 髙橋萌木子
６位 3.0点 陸上競技 成年女子 棒高跳 今野　美穂
３位 6.0点 陸上競技 少年男子 砲丸投 山中　郁瑛
８位 1.0点 陸上競技 少年女子Ａ 走幅跳 清野　華菜
優勝 8.0点 陸上競技 少年女子Ｂ 100ｍ 土井　杏南
３位 6.0点 陸上競技 少年女子Ｂ 1500ｍ 中川　文華
２位 7.0点 陸上競技 少年女子共通 棒高跳 上原あずさ
優勝 8.0点 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 ５６ｋｇ級 スナッチ 越智　一平
２位 7.0点 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 ５６ｋｇ級 ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 越智　一平
４位 5.0点 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 ６２ｋｇ級 スナッチ 堰川　康信
６位 3.0点 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 ６２ｋｇ級 ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 堰川　康信
５位 12.5点 ハンドボール 総監督 岩本　　明

少年男子監督 大高　正人
少年男子 佐々木　賢
少年男子 松本　　和
少年男子 小原　旺久
少年男子 浅香　宏幸
少年男子 下岡　大騎
少年男子 野口　　剛
少年男子 隣垣内健太
少年男子 飯塚　拓弥
少年男子 黒金　誼朗
少年男子 黒木　　拓
少年男子 市川　和樹
少年男子 柿崎　雅俊

６位 9.0点 フェンシング 総監督 森角　　正
成年女子 兼選手 草野　広美
成年女子 西村　典子
成年女子 落合美菜海

５位 12.0点 アーチェリー 成年男子監督 礒　  昌章
成年男子 脇野　智和
成年男子 喜多田治彦
成年男子 島村　健一

３位 6.0点 カヌー 成年女子 ＣＳＬ　Ｋ－１（15G） 矢澤　亜季
優勝 24.0点 ゴルフ 総監督 三木征一郎

成年男子 兼選手  大塚　智之
成年男子 大関　  翔
成年男子 今平　周吾
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10月7日 ５位 4.0点 陸上競技 少年男子Ａ 円盤投 近藤    廉
８位 1.0点 陸上競技 少年女子共通 円盤投 松田　昌己
６位 3.0点 自転車 成年男子 ケイリン 佐々木勇輔
優勝 8.0点 カヌー 成年女子 ＣＳＬ　Ｋ－１（25G） 矢澤　亜季

10月6日 ５位 12.0点 自転車 男子 4km団体追抜競走 郡司　昌紀
男子 　　　〃 長瀬　幸治
男子 　　　〃 笠原　恭輔
男子 　　　〃 中尾　佳祐

10月5日 ５位 12.0点 テニス 総監督 油井　正幸
少年男子監督 江本圭之介
少年男子 綿貫　敬介
少年男子 尾形　勇輔　

６位 9.0点 ボート 成年男子 ダブルスカル　　　Ｓ 田立　健太
成年男子 　　　〃　　　　　Ｂ 吉森慎之介　

４位 5.0点 ボート 成年男子 シングルスカル　　Ｓ 町田　達彦
２位 21.0点 ボート 成年女子 ダブルスカル　　　Ｓ 熊倉　美咲

成年女子 　　　　　　　　　Ｂ 松岡　　結
４位 15.0点 ボート 少年男子 ダブルスカル　　　Ｓ 佐々木拓哉

少年男子 　　　　　　　　　Ｂ 小山　和亮
８位 8.0点 ボート 少年女子 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ Ｃ 芦沢　夏鈴

少年女子 　　　〃　　    　Ｓ 福原紀美花
少年女子 　　　〃　　　    ３ 岡田　彩希
少年女子 　　　〃　　　    ２ 川本　　藍
少年女子 　　　〃　　    　Ｂ 佐藤　玲菜
少年女子 　　　〃　　    　 小林　愛美

３位 6.0点 レスリング 成年男子 グレコ ６０ｋｇ級 佐々木　孝
２位 7.0点 レスリング 成年男子 グレコ ７４ｋｇ級 葛西　直人
５位 12.0点 弓道 成年女子監督 兼選手 小野千絵美

成年女子 吉田　沢美
成年女子 中村　尚美

３位 44.0点 ラグビー 少年男子監督 宮本　和則
少年男子 橋本　大吾
少年男子 鎌田　大平
少年男子 神保　秀次
少年男子 内田　雄太
少年男子 石井　佑典
少年男子 内野　卓洋
少年男子 高家　章徳
少年男子 石田　浩洋
少年男子 久保　航平
少年男子 山沢　拓也
少年男子 長岡　凌平
少年男子 三笠　琳央
少年男子 川田　雅也
少年男子 羽鳥　凌也
少年男子 森谷　圭介
少年男子 宮本　雄生
少年男子 股野　　翼
少年男子 釜　　勇将
少年男子 塚田　友郎
少年男子 浜川　史弥
少年男子 清水　和輝
少年男子 町田　裕助
少年男子 目崎　啓志
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10月4日 ５位 2.5点 レスリング 成年男子 グレコ ９６ｋｇ級 伊藤　　諒
５位 2.5点 レスリング 少年男子 グレコ ５５ｋｇ級 杉山　雄介
８位 1.0点 セーリング 成年女子 国体ウインドサーフィン級 錬石　恵子
４位 5.0点 セーリング 少年男子 シーホッパー級スモールリグ 岡崎　一輝
７位 2.0点 ライフル射撃 成年女子 50m3×20W 源　　洋子
優勝 8.0点 ライフル射撃 成年女子 AP40W 森　ゆかり
２位 7.0点 ライフル射撃 少年女子 BRS20JW 宮川ちさと
４位 15.0点 山岳 総監督 リード 天野　賢一

少年女子監督 リード 岡野　次男
少年女子 リード 尾上　　彩
少年女子 リード 坂井　絢音

６位 9.0点 山岳 総監督 ボルダリング 天野　賢一
少年女子監督 ボルダリング 岡野　次男
少年女子 ボルダリング 尾上　　彩
少年女子 ボルダリング 坂井　絢音

８位 3.0点 ボウリング 成年男子監督 成年男子 沼上　孝幸
成年男子 団体戦２Ｔ 牧野　将治
成年男子 団体戦２Ｔ 秋元　優志

10月3日 ５位 2.5点 レスリング 成年男子 フリー ５５ｋｇ級 冨田　和秀
３位 5.5点 レスリング 成年男子 フリー １２０ｋｇ級 岡    倫之
優勝 8.0点 レスリング 少年男子 フリー ８４ｋｇ級 吉岡　靖典
優勝 8.0点 レスリング 少年男子 フリー ９６ｋｇ級 山本　康稀
３位 5.5点 レスリング 少年男子 フリー １２０ｋｇ級 山本　晋也
３位 30.0点 柔道 総監督 本松　好正

少年男子監督 橋本　直人
少年男子 先鋒 勝野　智大
少年男子 次鋒 松原　　悠
少年男子 中堅 小林　悠輔
少年男子 副将 菊地　真登
少年男子 大将 大竹　一輝

優勝 8.0点 ライフル射撃 成年男子 50mP60M 谷島　　緑
２位 7.0点 ライフル射撃 成年男子 10mS60M 松本　崇志
６位 3.0点 ライフル射撃 成年女子 10mP40W 小泉　茉優
６位 3.0点 ライフル射撃 成年女子 50mP60W 源　　洋子
７位 2.0点 ライフル射撃 少年女子 10mS40JW 鬼頭万里江
優勝 8.0点 ライフル射撃 少年女子 BRS40JW 宮川ちさと
５位 4.0点 ボウリング 成年男子 個人戦 伊藤　兄己

10月2日 ５位 7.5点 柔道 総監督 本松　好正
成年女子監督 三宅    仁
成年女子 先鋒 秋元　江美
成年女子 中堅 貝沼麻衣子
成年女子 大将 平岡　麻美

５位 7.5点 柔道 総監督 本松　好正
少年女子監督 勝部　　武
少年女子 先鋒 太田　千鶴
少年女子 中堅 福島　萌衣
少年女子 大将 小針　由江

優勝 8.0点 ライフル射撃 成年男子 50m3×40M 山下　敏和
３位 6.0点 ライフル射撃 成年男子 50mK20M 谷島　　緑
２位 7.0点 ライフル射撃 成年女子 10mS40W 小泉　茉優
２位 7.0点 ライフル射撃 少年男子 10mS60JM 宮倉　大輔
４位 15.0点 剣道 成年女子 先鋒 萩原　愛子

成年女子 中堅 大場　千恵
成年女子 大将 栗田　幸枝
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