国民体育大会での岩手県選手の上位成績

その３/３

（令和元年第74回から令和２年第75回冬季大会まで）

第75回（R2・2020）＝冬季大会実施・本大会中止
【１位】
スケート ◇スピード成年女子2000ｍリレー ◆岩手（熊谷、三嶋、星野、松澤）
スケート ◇スピード成年女子500ｍ ◆熊谷 萌（山梨学院大学）
スキー

◇成年男子Ｂジャイアントスラローム ◆宮本慎矢（三田商店）

【２位】
スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆三ヶ田泰良（明治大学）

【３位】
スキー

◇成年男子Ｂスペシャルジャンプ

◆永井健弘（盛岡市役所）

【４位】
スケート ◇スピード少年女子2000ｍリレー ◆岩手（沢野、大坪、竹田、吉田）
スケート ◇ショートトラック成年男子500ｍ ◆村竹啓恒（岩手県体育協会）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井健弘（盛岡市役所）

スキー

◇少年男子スペシャルジャンプ

◆小林龍尚（盛岡中央高校）

【５位】
スケート ◇スピード少年女子500ｍ ◆吉田雪乃（盛岡工業高校）
スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井陽一（松尾中学校教員）

【６位】
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手（内沢、金子、高橋、夏目）
スケート ◇スピード

◇成年女子500ｍ

◆松澤優花里（サンエスコンサルタント）

スケート ◇スピード少年女子3000ｍ ◆沢野心想（盛岡農業高校）
スキー

◇女子リレー

スキー

◇少年男子リレー ◆岩手(久保、大堰、新里、吉田)

スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆芝草陽祐（盛岡工業高校職員）

スキー

◇成年女子Ａクロスカントリー

【７位】

◆岩手(小田、上川原、田中、桐山)

◆田中ゆかり（West Wakka Athlete Club）

スキー

◇成年男子Ａコンバインド ◆村上純人（法政大学）

スキー

◇少年男子クロスカントリー10KmC ◆

大堰

徳（盛岡南高校）

【８位】
スケート ◇スピード成年男子2000ｍリレー ◆岩手（佐藤、横沢、小野寺、山口）
スケート ◇スピード成年女子1000ｍ ◆松澤優花里（サンエスコンサルタント）
スケート ◇フィギュア成年女子個人 ◆廣谷帆香（岩手大学）

第74回（H31/R1・2019）
【１位】
スケート ◇スピード少年女子500ｍ ◆熊谷 萌（盛岡工業高校）
スキー
弓道

◇成年男子Ａコンバインド ◆三ケ田泰良（明治大学）
◇成年男子近的

アーチェリー

◆岩手（菊池、及川、高橋）

◇成年女子団体

◆岩手（川渕、小野寺、岩渕）

陸上競技 ◇成年男子砲丸投 ◆佐藤征平（新潟アルビレックスRC）
【２位】
スキー

◇成年女子Ａクロスカントリー

◆土屋正恵（日本大学）

スキー

◇少年男子スペシャルジャンプ

◆小林龍尚（盛岡中央高校）

ボクシング ◇成年男子ライトヘビー級
クレー射撃 ◇成年スキート個人

◆梅村 錬（拓殖大学）

◆西川良幸（佐藤木材工業東北北上支店）

【３位】
スケート ◇スピード成年女子3000ｍ ◆阿部真衣（岩手ファーム）
スキー

◇成年男子Ｂスペシャルジャンプ

スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井陽一（松尾中学校教員）

クレー射撃 ◇成年スキート団体
カヌー

◆永井健弘（盛岡市役所）

◆岩手（西川、村谷、武内）

◇ワイルドウオーター成年女子カヤックシングルスプリント ◆山田茉美（岩手中央農業協同

組合）
ウエイトリフティング

◇成年男子67㎏級クリーン＆ジャーク ◆内村湧嬉（久慈工業高校教員）

レスリング ◇成年男子フリースタイル125㎏級 ◆金澤勝利（自衛隊）
空手道
【４位】

◇成年男子形

◆在本幸司（ツクバ精密）

スケート ◇スピード少年女子2000mリレー ◆岩手（沢野、大坪、竹田、吉田）
スキー

◇成年男子Ｂジャイアントスラローム ◆小船勝巳（荒沢運送）

スキー

◇成年男子Ｂコンバインド ◆永井健弘（盛岡市役所）

スキー

◇少年男子コンバインド

◆谷地

宙（盛岡中央高校）

ホッケー ◇少年男子

◆岩手

弓道

◆岩手（佐々木、古舘、中河）

◇少年男子近的

なぎなた ◇少年女子演技 ◆岩手（高村、佐藤）
陸上競技 ◇少年男子共通110ｍハードル

◆菊地琳太朗（黒沢尻北高校）

陸上競技 ◇成年男子やり投 ◆長沼 元（国士舘大学）
カヌー

◇ワイルドウオーター成年女子カヤックシングル1500ｍ

カヌー

◇スプリント少年男子カヤックシングル200ｍ

◆山田茉美（岩手中央農業協同組合）

◆田中大暉（不来方高校）

【５位】
スケート ◇ショートトラック成年男子500ｍ ◆村竹啓恒（岩手県体育協会）
ホッケー ◇成年男子

◆岩手

ホッケー ◇成年女子

◆岩手

ホッケー ◇少年女子

◆岩手

ボート

◇少年男子ダブルスカル

ボート

◇少年男子シングルスカル ◆高橋正堂（黒沢尻工業高校）

ボート

◇少年女子ダブルスカル

ウエイトリフティング

◆岩手（山崎・梶山）

◆岩手（八重樫・五日市）

◇少年男子96㎏級クリーン＆ジャーク ◆工藤颯太（盛岡工業高校）

ボクシング ◇成年男子ライトフライ級
ボクシング ◇成年男子ライト級

◆鈴木義人（東洋大学）

◆佐々木康太（ALSOK岩手）

ボクシング ◇少年男子ウエルター級 ◆和賀聖龍（水沢工高校）
ボクシング ◇成年男子ミドル級
カヌー

◆鳥谷部魁（黒沢尻工業高校）

◇ワイルドウオーター成年男子カヤックシングル1500ｍ

◆齋藤晶文（純情米いわて）

レスリング ◇成年男子グレコローマン67kg級 ◆三上康太（東洋大学）
レスリング ◇成年男子グレコローマン72kg級 ◆川瀬克祥（シリウス）
【６位】
スケート ◇スピード成年女子2000ｍリレー ◆岩手（星野、阿部、鈴木、三嶋）
スケート ◇スピード少年男子2000ｍリレー ◆岩手（内沢、高橋、佐々木、夏目）
スキー

◇女子リレー

◆岩手(滝沢,小田,藤本,土屋)

スポーツクライミング

◇成年男子ボルダリング ◆岩手（山内・中島＝神奈川大学）

陸上競技 ◇成年男子10000m競歩

◆高橋和生（ＡＤＷ陸上部）

ウエイトリフティング

◇成年男子67㎏級トータル ◆内村湧嬉（久慈工業高校教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子89㎏級スナッチ ◆四役航大（久慈工業高校）

ウエイトリフティング

◇少年男子+102kg級トータル

ウエイトリフティング

◇少年男子96㎏級トータル ◆工藤颯太（盛岡工業高校）

カヌー

◆福浦大翔（盛岡工業高校）

◇スプリント少年男子カヤックシングル500ｍ

◆田中大暉（不来方高校）

【７位】
スケート ◇スピード成年男子5000ｍ ◆渡部知也（シリウス）
フェンシング

◇成年男子フルーレ ◆岩手（佐々木、藤野、千田）

なぎなた ◇成年女子演技 ◆岩手（武田、山火）
セーリング ◇少年男子420級 ◆岩手（佐香、芳賀）
ライフル射撃

◇成年女子10mエアライフル伏射60 ◆佐藤綾乃（明治大学）

陸上競技 ◇成年女子400ｍ ◆藤沢沙也加（セレスポ）
ウエイトリフティング

◇少年男子89㎏級トータル ◆四役航大（久慈工業高校）

カヌー

◇ワイルドウオーター成年男子カヤックシングルスプリント ◆齋藤晶文（純情米いわて）

カヌー

◇スプリント成年女子カヤックシングル500ｍ

水泳

◆中前いつき（大正大学）

◇オープンウオーター男子５㎞ ◆桑添 陸（新潟医療福祉大学）

トライアスロン

◇成年男子 ◆寺澤光介（サニーフィッシュ）

【８位】
スケート ◇スピード少年女子1000ｍ ◆吉田雪乃（盛岡工業高校）
スケート ◇スピード少年女子3000ｍ ◆沢野心想（盛岡農業高校）
軟式野球 ◇成年男子

◆岩手（盛岡信用金庫）

弓道

◆岩手（高橋、陳馬、菊地）

◇少年女子近的

スポーツクライミング
ライフル射撃

◇少年男子リード

◆岩手（大賀、本明）

◇成年女子10mエアピストル60 ◆佐々木千鶴（岩手県警察学校）

自転車競技 ◇少年男子ケイリン

◆三浦生誠（盛岡農業高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子67㎏級スナッチ ◆内村湧嬉（久慈工業高校教員）

ウエイトリフティング

◇少年男子+102kg級スナッチ

ウエイトリフティング

◇少年男子+102kg級クリーン＆ジャーク

◆福浦大翔（盛岡工業高校）
◆福浦大翔（盛岡工業高校）

馬術

◇成年男子スピードアンドハンディネス ◆菅原権太郎（馬：桜魂、日本大学職員）

馬術

◇成年男子国体総合馬術

陸上競技 ◇少年男子共通800ｍ

◆佐藤 改（馬：コルマノ、アリオン）
◆佐々木塁（盛岡第一高校）

ウエイトリフティング

◇成年男子69kg級クリーン＆ジャーク ◆盛田郁弥（北上市体育協会）

ウエイトリフティング

◇成年男子94kg級クリーン＆ジャーク ◆芦渡 翔（法政大学）

