
第６６回国民体育大会　入賞一覧（競技順）競技名 種別 種目 順位 氏名・チーム 所　　属砲丸投 3333 大橋　忠司 チームミズノ100m 7777 内海　佑弥 山口合同ガス110mハードル 7777 吉永　一行 山口ＴＦＣ400m 8888 増岡　広昭 山口ＴＦＣ走幅跳 1111 岡山　沙英子 山口ＴＦＣ砲丸投 2222 横溝　千明 山口ＴＦＣ少年女子 やり投 7777 加藤　瑞生 山口県立大津・大津緑洋高等学校少年男子Ｂ 走幅跳 1111 小田　大樹 下関商業高等学校少年女子Ａ 走幅跳 4444 宗村　麻理子 山口県立長府高等学校少年女子Ｂ 100mハードル 6666 南野　智美 萩市立萩西中学校女子 4×100mリレー 6666 山口県選抜200ｍリレー 1111 山口県選抜100mバタフライ 3333 富山　貴士 きらら山口400mメドレーリレー 3333 山口県選抜50m自由形 4444 堀田　和久 きらら山口100m自由形 4444 名倉　和希 きらら山口100m背泳ぎ 8888 宮尾　康寿 きらら山口50m自由形 2222 湯本　杏 きらら山口100m背泳ぎ 4444 田部井　恵理 きらら山口400mメドレーリレー 5555 山口県選抜200mリレー 6666 山口県選抜100m平泳ぎ 8888 田村　菜々香 きらら山口50m自由形 6666 和田　有真 山口県立西京高等学校100mバタフライ 7777 和田　有真 山口県立西京高等学校200m背泳ぎ 4444 山下　安輝 山口県立豊浦高等学校50m自由形 7777 橋本　優希 山口県立徳山商工高等学校50m自由形 3333 藤津　加奈子 下関市立安岡中学校200m個人メドレー 3333 芦村　優奈 岩国市立平田中学校100m自由形 7777 藤津　加奈子 下関市立安岡中学校100m平泳ぎ 7777 松永　光 美祢市立秋芳南中学校100mバタフライ 7777 芦村　優奈 岩国市立平田中学校400mリレー 7777 山口県選抜飛板飛込 5555 上野　太助 きらら山口高飛込 7777 上野　太助 きらら山口成年女子 高飛込 5555 黒羽　美希 きらら山口水泳水泳水泳水泳（（（（水球水球水球水球）））） 少年男子 6666 山口県立西京高等学校テニステニステニステニス 成年女子 4444 山口県選抜成年男子 舵手つきフォア 5555 山口県選抜成年女子 シングルスカル 2222 上野　翔子 日本女子体育大学舵手つきクォドルプル 8888 山口県選抜ダブルスカル 8888 山口県選抜少年女子 シングルスカル 7777 黄波戸　亜哉 山口県立大津・大津緑洋高等学校成年男子 7777 山口県選抜成年女子 7777 山口県選抜少年女子 5555 山口県立西京高等学校ライト級 5555 石井　直人 門司ﾌｨｯﾄﾈｽﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑミドル級 5555 田中　栄作 山口県アマチュアボクシング連盟成年男子 4444 東亜大学少年男子 1111 山口県立宇部商業高等学校少年女子 1111 誠英高等学校成年男子 3333 山口県選抜成年女子 2222 山口県選抜体操体操体操体操（（（（新体操新体操新体操新体操）））） 少年女子 5555 山口県選抜ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ55㎏級 1111 守田　泰弘 山口県レスリング協会ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ66㎏級 1111 小島　豪臣 K-POWERSﾌﾘｰｽﾀｲﾙ96㎏級 1111 磯川　孝生 徳山大学ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ74kg 1111 藤村　義 自衛隊体育学校ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ60kg級 5555 谷岡　泰幸 自衛隊体育学校ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ55kg 1111 太田　忍 柳井学園高等学校ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ50kg級 2222 野村　勇志 山口県立田布施農業高等学校ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ74kg級 3333 横溝　佑汰 山口県鴻城高等学校ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ60kg級 5555 竹下　雄貴 山口県鴻城高等学校ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ120kg級 5555 日坂　侃生 山口県鴻城高等学校
ボクシングボクシングボクシングボクシング

陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技
水泳水泳水泳水泳（（（（競泳競泳競泳競泳））））
水泳水泳水泳水泳（（（（飛込飛込飛込飛込））））ボートボートボートボートホッケーホッケーホッケーホッケーバレーボールバレーボールバレーボールバレーボール体操体操体操体操レスリングレスリングレスリングレスリング
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第６６回国民体育大会　入賞一覧（競技順）競技名 種別 種目 順位 氏名・チーム 所　　属470級 2222 山口県選抜国体ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級 8888 藤村　裕二 割烹日浦屋ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 1111 山口県選抜ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ｽﾓｰﾙﾘｸﾞ 1111 才木　雪代 山口県セーリング連盟国体ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 2222 今井　雅子 山口県セーリング連盟少年男子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 1111 山口県選抜ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 2222 山口県選抜ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ｽﾓｰﾙﾘｸﾞ 3333 香西　浩子 山口県立光高等学校85kg級スナッチ 1111 遠藤　裕輝 山口県ウエイトリフティング協会94kg級スナッチ 3333 島田　賢作 山口県ウエイトリフティング協会105kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 3333 福嶺　佑耶 下関商業高等学校85kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 4444 遠藤　裕輝 山口県ウエイトリフティング協会+105kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 5555 佐藤　匠 山口県立下関総合支援学校94kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 7777 島田　賢作 山口県ウエイトリフティング協会+105kg級スナッチ 7777 佐藤　匠 山口県立下関総合支援学校105kg級スナッチ 8888 福嶺　佑耶 下関商業高等学校少年男子 53kg級スナッチ 8888 長尾　勇輝 山口県立下関工業高等学校成年女子 4444 山口県選抜少年男子 2222 山口県選抜少年女子 1111 山口県選抜4km速度競走 2222 白川　巧 山口県自転車競技連盟ケイリン 5555 大久保　光次 山口県立防府商業高等学校ケイリン 2222 清水　裕友 誠英高等学校1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 3333 宮本　隼輔 山口県立防府商業高等学校男子 チーム・スプリント 6666 山口県選抜成年男子 2222 山口県選抜成年女子 2222 山口県選抜少年男子 6666 山口県選抜成年男子 1111 山口県選抜成年女子 5555 山口県選抜少年男子 3333 山口県選抜少年女子 3333 山口県選抜軟式野球軟式野球軟式野球軟式野球 成年男子 6666 セントラル硝子(株)宇部工場自由演技馬場馬術 1111 武智　一秀 山口県馬術連盟標準障害飛越 2222 本田　恵士 山口県馬術連盟ｽﾋﾟｰﾄﾞ＆ﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ 3333 本田　恵士 山口県馬術連盟六段障害飛越 6666 藤山　篤志 広島銀行防府支店トップスコア 4444 大谷　智美 岩国乗馬クラブダービー 5555 大谷　智美 岩国乗馬クラブ馬場馬術 5555 森岡　正子 岩国乗馬クラブ標準障害飛越 7777 重枝　佑佳 多々良乗馬苑自由演技馬場馬術 7777 森岡　正子 岩国乗馬クラブリレー 1111 久保田郁佳・平野美樹 防府西高・熊毛北高ダービー 1111 田中　秀宣 山口県立山口農業高等学校トップスコア 2222 平野　美樹 山口県立熊毛北高等学校二段階障害飛越 3333 久保田　郁佳 山口県立防府西高等学校自由演技馬場馬術 4444 沖廣　諒一 高水高等学校標準障害飛越 6666 久保田　郁佳 山口県立防府西高等学校団体障害飛越 7777 山口県選抜ｽﾋﾟｰﾄﾞ＆ﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ 7777 田中　秀宣 山口県立山口農業高等学校成年女子 サーブル 2222 山口県選抜少年男子 フルーレ 6666 山口県選抜成年女子 2222 山口県選抜少年女子 5555 山口県立西京高等学校ソフトボールソフトボールソフトボールソフトボール 少年男子 5555 山口県選抜バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン 成年男子 3333 宇部興産(株)遠的 1111 山口県選抜近的 3333 山口県選抜近的 1111 山口県選抜遠的 4444 山口県選抜少年男子 遠的 1111 山口県選抜少年女子 遠的 4444 山口県立宇部中央高等学校成年男子 50mﾗｲﾌﾙ伏射60発 3333 山岡　茂俊 貴和会防府病院少年男子 ﾋﾞｰﾑ･ﾋﾟｽﾄﾙ40発 3333 青木　秀次 野田学園高等学校柔道柔道柔道柔道

セーリングセーリングセーリングセーリングウエイトリフティングウエイトリフティングウエイトリフティングウエイトリフティングハンドボールハンドボールハンドボールハンドボール自転車自転車自転車自転車ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス卓球卓球卓球卓球
馬術馬術馬術馬術フェンシングフェンシングフェンシングフェンシング弓道弓道弓道弓道ライフルライフルライフルライフル射撃射撃射撃射撃
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第６６回国民体育大会　入賞一覧（競技順）競技名 種別 種目 順位 氏名・チーム 所　　属成年男子 1111 山口県選抜成年女子 1111 山口県選抜少年男子 1111 山口県選抜少年女子 2222 山口県選抜ラグビーフットボールラグビーフットボールラグビーフットボールラグビーフットボール 成年男子 3333 山口県選抜成年男子 リード 5555 山口県選抜リード 3333 山口県選抜ボルダリング 5555 山口県選抜リード 2222 山口県選抜ボルダリング 2222 山口県選抜リード 1111 山口県選抜ボルダリング 1111 山口県選抜ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ200m 1111 後藤　悠介 (株)シーパーツﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ1500m 5555 高橋　怜也 阿武萩森林組合ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ500m 6666 後藤　悠介 (株)シーパーツｽﾗﾛｰﾑ(15ｹﾞｰﾄ) 6666 市場　大樹 (株)シーパーツｽﾗﾛｰﾑ(25ｹﾞｰﾄ) 6666 市場　大樹 (株)シーパーツｽﾗﾛｰﾑ(15ｹﾞｰﾄ) 2222 村山　夏美 (株)シーパーツｽﾗﾛｰﾑ(25ｹﾞｰﾄ) 4444 村山　夏美 (株)シーパーツﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ1500m 5555 佐々木　智美 (株)シーパーツｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ500m 8888 今村　和美 (株)シーパーツｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ200m 8888 今村　和美 (株)シーパーツﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙｽﾌﾟﾘﾝﾄ 8888 佐々木　智美 (株)シーパーツｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸﾍﾟｱ200m 8888 山口県立高森高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ200m 8888 山口県立高森高等学校少年女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸﾍﾟｱ500m 8888 山口県立高森高等学校形 1111 長谷川　匠 ＹＪ空手アカデミー組手個人中量級 2222 宮本　尚 長門市空手道連盟組手個人重量級 2222 井渕　智 山口県立山口総合支援学校組手個人 4444 鈴木　ゆかり フジミツ(株)形 4444 中廣　一恵 山剛館形 2222 藤田　健太郎 山口県立下松高等学校組手個人 2222 山縣　弘朋 山口県鴻城高等学校組手個人 1111 仁見　香奈絵 山口県鴻城高等学校形 3333 磯村　美季 山口県立華陵高等学校共通 組手団体 2222 山口県選抜銃剣道銃剣道銃剣道銃剣道 成年男子 2222 山口県選抜クレークレークレークレー射撃射撃射撃射撃 スキート 4444 山口県選抜演技 3333 山口県選抜試合 5555 山口県選抜演技 1111 山口県選抜試合 5555 山口県選抜少年男子 団体戦 8888 山口県選抜少年女子 団体戦 7777 山口県選抜成年男子Ｂ ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ10kmｸﾗｼｶﾙ 4444 大山　勝広 朝日鉄工スキー部ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ5kmｸﾗｼｶﾙ 4444 大林　千沙 羅漢友の会ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ5kmｸﾗｼｶﾙ 6666 関谷　有希 羅漢友の会スピードスケート1000m 3333 郷　亜里砂 山口ＳＣスピードスケート500m 7777 郷　亜里砂 山口ＳＣなぎなたなぎなたなぎなたなぎなたボウリングボウリングボウリングボウリングスキースキースキースキースケートスケートスケートスケート

剣道剣道剣道剣道山岳山岳山岳山岳カヌーカヌーカヌーカヌー
空手道空手道空手道空手道

成年女子少年男子
成年女子少年男子少年女子成年男子

成年女子Ｂ成年女子
成年男子成年女子少年男子少年女子成年女子少年女子
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