
第77回国民体育大会（いちご一会とちぎ国体）入賞者（団体）一覧

順位 競技名 種別 種目 選手名 所属名

少年女子Ａ 3000m ｶﾘﾊﾞ･ｶﾛﾗｲﾝ 神村学園高等部

少年男子共通 5000m競歩 下地　将多郎 鹿児島工業高等学校

男女混合 ４×400mリレー 県選抜

水泳 少年男子 200mバタフライ 新開　誠也 鹿児島情報高等学校

テニス 成年男子
齋藤　惠佑
山﨑　純平

鹿児島県スポーツ協会

55㎏級スナッチ 砂山　昂大 鹿児島県スポーツ協会

55㎏級トータル 砂山　昂大 鹿児島県スポーツ協会

自転車競技 成年男子 スクラッチ 古谷田　貴斗 鹿屋体育大学

馬術 成年男子 六段障害飛越 深水　伸平 ライディングパーク土佐

なぎなた 成年女子 演技
田口　真耶
秋葉　笑里

鹿児島銀行
鹿屋体育大学

ボウリング 成年男子 団体４人チーム 県選抜

アーチェリー 少年女子 大田　楓子 成立学園高等学校

高等学校野球（軟式） ［特別競技］ 鹿児島実業高等学校

成年女子 5000m競歩 大山　藍 鹿児島女子高等学校

少年女子共通 三段跳 片野坂　唯月 鹿児島高等学校

レスリング 成年男子 フリースタイル57㎏級 新井　陸人 自衛隊体育学校

馬術 少年 自由演技馬場馬術 日高　凱斗 鹿児島工業高等学校

フェンシング 少年女子 フルーレ 県選抜

カヌー 少年女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(200m) 植木　春華 大口明光学園高等学校

スポーツクライミング 成年男子 ボルダリング
川畑 イサム
土肥 圭太

鹿児島県スポーツ協会

ボウリング 成年男子 団体２人チーム
久冨木　広
日置　秀一

志學館大学
鹿児島県スポーツ協会

少年男子共通 800m 立迫　大徳 鹿児島城西高等学校

成年女子 100m 鶴田　玲美 (株)南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

サッカー 少年女子 県選抜

成年男子 フリースタイル74㎏級 木下　貴輪 クリナップ

成年男子 フリースタイル125㎏級 田中　哲矢 自衛隊体育学校

セーリング 成年女子 セーリングスピリッツ級
此上 友唯
元津 志緒

鹿児島県スポーツ協会
ｺｶｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

ウエイトリフティング 成年男子 61㎏級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 脇田　勇平 鹿児島県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会

成年男子 県選抜

成年女子 県選抜

フェンシング 成年女子 エペ 県選抜

ソフトボール 成年女子 県選抜

弓道 成年男子 遠的 県選抜

成年女子 50mライフル三姿勢 新里　葉津紀 鹿児島県ﾗｲﾌﾙ射撃協会

少年女子 10mエア・ライフル立射 重久　結衣子 鹿児島実業高等学校

剣道 成年男子 県選抜

カヌー 少年女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(500m) 植木　春華 大口明光学園高等学校

陸上競技 成年男子 3000m障害 松本　葵 大塚製薬

水泳（競泳） 成年男子 100m背泳ぎ 加藤　理 山陰パナソニック

テニス 成年女子
松田　美咲
清水　映里

鹿児島県スポーツ協会

ホッケー 成年女子 県選抜

成年男子 96㎏級スナッチ 下原　卓朗 明桜館高等学校（教）

成年男子 55㎏級トータル 砂山　昂大 鹿児島県スポーツ協会

成年男子 61㎏級トータル 脇田　勇平 薩摩川内アスリートクラブ

自転車競技 男子 ４㎞チームパシュート 県選抜

馬術 少年 馬場馬術 日高　凱斗 鹿児島工業高等学校

ライフル射撃 成年混合 10mエア・ライフルミックス
吉川　和宏
有水　萌子

鹿児島県ライフル射撃協会
法政大学

カヌー 成年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(200m) 三浦　伊織 鹿児島県スポーツ協会

空手道 団体 組手 県選抜

１位

４位

陸上競技

ウエイトリフティング 成年男子

陸上競技

ウエイトリフティング

ライフル射撃

レスリング

卓球

陸上競技

３位

２位



順位 競技名 種別 種目 選手名 所属名

少年男子Ａ 300mハードル 平田　和 松陽高等学校

少年男子Ｂ 110mハードル 木下　聖太 川薩清修館高等学校

水泳（水球） 女子 県選抜

ウエルター級 内村　源斗 中央大学

ミドル級 中園　颯太 日本体育大学

ライトヘビー級 新田　陸人 (株)ワンズセキュリティ

体操（競技） 成年男子 県選抜

バスケットボール 成年男子 県選抜

女子 フリースタイル62㎏級 入江　くみ 鹿児島県スポーツ協会

フリースタイル60㎏級 吉田　汰洋 鹿屋中央高等学校

フリースタイル80㎏級 小迫　優希 鹿屋中央高等学校

フリースタイル92㎏級 永山　鉄晴 鹿屋中央高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ65㎏級 酒生　貴彰 鹿屋中央高等学校

ウエイトリフティング 成年男子 61㎏級スナッチ 脇田　勇平 鹿児島県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会

ハンドボール 成年女子 県選抜

１㎞タイムトライアル 原田　裕成 シエルブルー鹿屋

ロードレース 冨尾　大地 シエルブルー鹿屋

近的 県選抜

遠的 県選抜

近的 県選抜

遠的 県選抜

空手道 成年女子 形 岩本　衣美里 鹿児島県空手道連盟

銃剣道 少年男子 県選抜

ボウリング 成年男子 野村　経博 七徳会大井病院

陸上競技 成年男子 走り幅跳び 手平　裕士 鹿児島陸上競技協会

セーリング 成年女子 レーザーラジアル級 原田　小夜子 鹿児島県スポーツ協会

自転車競技 女子 スクラッチ 成海　綾香 鹿屋体育大学

馬術 成年男子 トップスコア 村岡　一孝 霧島高原乗馬クラブ

ライフル射撃 成年女子 50mライフル伏射(60発) 新里　葉津紀 鹿児島県ライフル射撃協会

成年女子 走り高跳び 鐵丸　美由紀 鹿児島銀行

少年男子Ａ ハンマー投 濵田　玲将 鹿児島南高等学校

セーリング 成年男子 470級
今村　公彦
北　修紋

日本経済大学（教）
鹿屋体育大学

少年男子 61㎏級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 神田　虎次郎 屋久島高等学校

成年男子 96㎏級トータル 下原　卓朗 明桜館高等学校（教）

馬術 少年 団体障害飛越
上村　汀

鳥居　玲花
鹿児島工業高等学校
加治木高等学校

三段跳 松下　悠太郎 福岡大学

10000m競歩 向井　大賀 九州共立大学

少年男子Ｂ 3000m 櫨元　優馬 鹿児島城西高等学校

成年男子 55㎏級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 砂山　昂大 鹿児島県スポーツ協会

少年男子 61㎏級トータル 神田　虎次郎 屋久島高等学校

自転車競技 女子 ロードレース 成海　綾香 鹿屋体育大学

成年女子 自由演技馬場馬術 上村　まゆみ 上村乗馬苑

成年女子 標準障害飛越 村岡　のぞみ 霧島高原乗馬クラブ

スポーツクライミング 成年男子 リード
川畑　イサム
土肥　圭太

鹿児島県スポーツ協会

ｽﾗﾛｰﾑ･ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ(15ｹﾞｰﾄ) 樋口　優子 樹心こども園

ｽﾗﾛｰﾑ･ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ(25ｹﾞｰﾄ) 樋口　優子 樹心こども園

ゴルフ 女子 個人 山下　心暖 鹿児島城西高等学校

合計（　29競技　96種目）

成年男子

弓道

少年男子

少年女子

５位

レスリング

ボクシング

陸上競技

成年男子

少年男子

６位

陸上競技

ウエイトリフティング

７位

自転車競技

８位

陸上競技
成年男子
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馬術
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