
順位 競技名 種　別 種　　目 所　　属 得点

１位 陸上 成年女子 400mハードル 山本 亜美 立命館大学 8.0

陸上 少年男子A やり投 谷口 大翔 彦根翔西館高校 8.0

陸上 少年女子A 800m 西田 有里 草津東高校 8.0

水泳（飛込） 成年女子 高飛込 板橋 美波 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 8.0

村上 裕仁 志賀 巧 福田 将 江畠 凜斉

江本 拓斗

ボート 少年男子 シングルスカル 宮口 優希 瀬田工業高校 8.0

北村 壮平 伊藤 凌楽 村居 空哉 川﨑 陽奈太

田中 涼翔 山中 楽生 清水 満喜 山﨑 隆蔵

谷田 幸平 伊藤 奎太 北村 逸希 谷口 和暉

眞田 晄希

久松 なつき 前田 芽生 小林 結女 中田 鈴香

岡田 咲恵 宮﨑 寧子 藤田 夏生 大橋 瑠菜

杉 咲里奈 大橋 璃菜 山岡 まつり 伊藤 さつき

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル130kg級 奥村 総太 拓殖大学 8.0

ウエイトリフティング 少年男子 55kg級スナッチ 上坂 健斗 堅田高校 8.0

ウエイトリフティング 少年男子 55kg級クリーン＆ジャーク 上坂 健斗 堅田高校 8.0

馬術 少年 二段階障害飛越競技 西谷 遥人 栗東高校 8.0

カヌー 少年女子 スプリント・カヤックシングル200ｍ 小林 陽菜 大津高校 8.0

カヌー 少年女子 スプリント・カヤックシングル500ｍ 小林 陽菜 大津高校 8.0

２位 陸上 成年男子 3000m障害 佐竹 勇樹 大東文化大学 7.0

陸上 成年男子 走幅跳 藤原 孝輝 東洋大学 7.0

レスリング 成年男子 フリースタイル97㎏級 園田 平 自衛隊体育学校 7.0

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル92kg級 磯谷 輝 八幡工業高校 7.0

セーリング 成年女子 国体ウインドサーフィン級 伊勢田 愛 医療法人青葉会 7.0

セーリング 少年女子 レーザーラジアル級 壱岐 朋子 膳所高校 7.0

馬術 成年女子 二段階障害飛越 𠮷田 彩音 滋賀県乗馬連盟 7.0

ライフル射撃 成年 10ｍエア・ライフルミックス 岩崎 貴文 中口 遥 公益財団法人滋賀県スポーツ協会・滋賀ダイハツ販売株式会社 7.0

ライフル射撃 少年 10ｍビーム・ライフルミックス 後藤 琉希 山﨑 わかな 滋賀学園高校・水口高校 7.0

トライアスロン 成年男子 内田 弦大 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 7.0

３位 陸上 少年女子A 300mハードル 前田 光希 立命館守山高校 6.0

陸上 成年少年女子共通 4×100mリレー 津本 瑛夏 北橋 穂波 奥野 由萌 山中 日菜美 南郷中学校・立命館守山高校・甲南大学・一般財団法人滋賀陸上競技協会 6.0

水泳（飛込） 成年男子 飛板飛込 伊藤 洸輝 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 6.0

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル87kg級 藤井 達哉 株式会社後藤回漕店 5.5

ウエイトリフティング 女子 55㎏級スナッチ 堤 茉央 早稲田大学 6.0

馬術 成年男子 トップスコア 山口 敬介 水口乗馬クラブ 6.0

馬術 成年男子 六段障害飛越 山口 敬介 水口乗馬クラブ 5.5

足立 美翔 足達 実佳 篠原 三奈 本田 万結 比叡山高校・明治国際医療大学・比叡山高校・比叡山高校

杉村 美寿希 東海大学

アーチェリー 少年女子 原田 愛実 勝見 麗 塩見 茉央 大津商業高校 18.0

スケート 少年男子 ショートトラック1000m 安藤 蒼人 滋賀県スケート連盟 6.0

４位 陸上 少年男子A ハンマー投 中林 朋大 滋賀学園高校 5.0

水泳（飛込） 成年男子 高飛込 伊藤 洸輝 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 5.0

ボート 成年男子 ダブルスカル 島田 隼輔 鷲田 速人 日本大学・日本大学 15.0

小山 大貴 鹿取 周平 渡辺 奎太 畑野 修平 オオサワ株式会社・社会福祉法人大原福祉会大原保育園・天理大学・滋賀県庁

瀧澤 隆介 岩山 航大 戸田 樹 瀧上 諒大 OSPレーベルストック株式会社・立命館大学・立命館大学・近江鉱業株式会社

太田 匡亮 松本 幸也 森 丈一郎 北村 柊希 滋賀特機株式会社・朝日大学・天理大学・株式会社平和堂

杉山 惇士 西村 泰昭 株式会社滋賀銀行・長浜バイオ大学（職員）

坂本 侑 樫村 まどか 中島 未来 西川 吉野

水杉 玲奈 大﨑 琴未 小川 愛里奈 黒後 愛

中田 紫乃 白井 美沙紀 井上 奈々朱 野呂 加南子

セーリング 成年男子 国体ウインドサーフィン級 板庇 雄馬 有限会社かんとりーはーばー 5.0

セーリング 成年女子 レーザーラジアル級 須田 英実子 同志社大学 5.0

ウエイトリフティング 成年男子 67kg級スナッチ 大塚 和 新旭電子工業株式会社 5.0

馬術 少年 リレー 𠮷田 夏希 西谷 遥人 近江兄弟社高校・栗東高校 5.0

ライフル射撃 成年男子 10ｍエア・ライフル伏射60発 岩崎 貴文 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 5.0

ライフル射撃 少年男子 ビーム・ライフル立射60発 後藤 琉希 滋賀学園高校 5.0

カヌー 成年男子 ワイルドウォーター・カヤックシングル1500ｍ 奥田 翔悟 医療法人幸生会琵琶湖中央リハビリテーション病院 5.0

カヌー 少年男子 スプリント・カヤックシングル200ｍ 中岡 誠琉 北大津高校 5.0

ボウリング 成年女子 団体（2人チーム）戦 竹山 亜希 石橋 沙穂 ポキポキ堂・株式会社ザ・フォウルビ 15.0

スケート 成年男子 フィギュア 時國 隼輔 本田 ルーカス剛史 SMBC日興証券株式会社・同志社大学 15.0

伊吹高校 60.0

40.0

30.0

成年女子 東レ株式会社

第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」入賞者一覧

40.0

40.0

少年男子ホッケー

ホッケー 成年男子

柔道 女子

25.06人制

選手名

東レ株式会社ボート 成年男子 舵手付きフォア

株式会社滋賀銀行成年女子バスケットボール

バレーボール
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第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」入賞者一覧
選手名

５位 陸上 成年女子 100m 山中 日菜美 一般財団法人滋賀陸上競技協会 4.0

陸上 成年女子 5000m 下田平 渚 センコー株式会社 4.0

春日 大樹 三輪 康太 有田 成琉 中川 青大

行岡 暖陽 森川 永遠 清水 研佑 打木 優安

山本 悠馬 山中 智敦 白谷 太一 宮脇 悠斗

上坂 飛嘉 伊藤 珀叶 桐畑 全 長浜農業高校・石山高校・長浜北星高校

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル67㎏級 三多見 明 拓殖大学 2.5

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル51㎏級 松居 琉春 日野高校 2.5

レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル80㎏級 島本 翔 八幡工業高校 2.5

ウエイトリフティング 成年男子 67kg級クリーン＆ジャーク 大塚 和 新旭電子工業株式会社 4.0

ウエイトリフティング 成年男子 109kg級クリーン＆ジャーク 尾添 勇平 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 4.0

ウエイトリフティング 少年男子 73㎏級スナッチ 亀山 春樹 堅田高校 4.0

馬術 少年 スピード&ハンディネス競技 西谷 遥人 栗東高校 4.0

福田 大和 足達 俊亮 秋田 ハル 古賀 崇也 比叡山高校・比叡山高校・比叡山高校・近江高校

服部 天功 近江高校

カヌー 成年男子 スラローム・カヤックシングル15ゲート 山本 嶺 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 4.0

カヌー 成年男子 ワイルドウォーター・スプリント 奥田 翔悟 医療法人幸生会琵琶湖中央リハビリテーション病院 4.0

６位 陸上 成年女子 5000m競歩 石田 さつき 大津商業高校 3.0

ウエイトリフティング 女子 55㎏級クリーン＆ジャーク 堤 茉央 早稲田大学 3.0

ライフル射撃 成年男子 10mエアライフル立射60発 岩崎 貴文 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 3.0

ライフル射撃 少年男子 10mエアライフル立射60発 高橋 良輔 水口高校 3.0

ライフル射撃 少年女子 ビームピストル60発 村田 薫美 水口高校 3.0

カヌー 成年男子 スラローム・カヤックシングル25ゲート 山本 嶺 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 3.0

カヌー 少年女子 スプリント・カヤックフォア200ｍ 神田 仁湖 山口 結子 桐畑 志帆 福永 まひろ 真野中学校・大津高校・大津高校・八幡商業高校 9.0

スケート 成年男子 ショートトラック5000mﾘﾚｰ 木村 成那 目片 友一 貴志 洸祐 遠藤 勇 医療法人明和会琵琶湖病院・滋賀県スケート連盟・立命館大学・同志社大学 3.0

スキー 成年女子 ジャイアントスラローム 弥永 奈々 立命館大学 3.0

７位 陸上 成年男子 300m 野瀬 大輝 立命館大学 2.0

セーリング 成年男子 レーザー級 安田 真之助 膳所高校（教員） 2.0

セーリング 少年男子 420級 城　毅 高田 晃希 膳所高校・膳所高校 6.0

ウエイトリフティング 成年男子 61kg級スナッチ 下山 唯一 近畿大学 2.0

馬術 少年 馬場馬術 𠮷田 夏希 近江兄弟社高校 2.0

馬術 成年女子 馬場馬術 稲田 朝代 栗東ホース具楽部 2.0

馬術 成年男子 国体大障害飛越 谷口 真一 水口乗馬クラブ 2.0

ライフル射撃 成年女子 10mエアライフル立射60発 中口 遥 滋賀ダイハツ販売株式会社 2.0

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 片岡 尚子 TEAM SETAGAWA 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 片岡 尚子 TEAM SETAGAWA 2.0

カヌー 成年女子 ワイルドウォーター・カヤックシングル1500m 池田 百伽 八幡高校（教員） 2.0

カヌー 少年男子 スプリント・カヤックシングル500ｍ 中岡 誠琉 北大津高校 2.0

カヌー 少年男子 スプリント・カヤックペア200m 手嶋 章人 髙野 嶺 比叡山高校・八幡商業高校 2.0

カヌー 少年女子 スプリント・カヤックフォア500ｍ 神田 仁湖 山口 結子 桐畑 志帆 福永 まひろ 真野中学校・大津高校・大津高校・八幡商業高校 6.0

８位 陸上 少年男子共通 800m 落合 晃 滋賀学園高校 1.0

水泳（競泳） 成年男子 自由形100m 古川 皓基 中央大学 1.0

水泳（競泳） 成年男子 平泳ぎ100m 山本 聖蓮 中央大学 1.0

水泳（競泳） 少年男子B 自由形100m 加藤 遼士 草津東高校 1.0

ボート 成年男子 シングルスカル 奥村 晋太郎 龍谷大学 1.0

ウエイトリフティング 成年男子 55㎏級スナッチ 深見 健 明治大学 1.0

馬術 成年男子 馬場馬術 池添 学 JRA栗東トレーニングセンター 1.0

馬術 成年男子 スピード&ハンディネス 谷口 真一 水口乗馬クラブ 1.0

馬術 成年女子 トップスコア 𠮷田 彩音 滋賀県乗馬連盟 1.0

馬術 少年 自由演技馬場馬術 𠮷田 夏希 近江兄弟社高校 1.0

合計 696.5

12.5

天皇杯20位　皇后杯24位　　　得点合計　1096.5点（競技得点696.5点　参加得点400点）　

柔道 少年男子 12.5

入賞数　95種目（第74回国体57種目）

水泳（水球） 少年男子
長浜北星高校


