
都道府県名 順位 得点 都道府県名 順位 得点
岐阜 1 3028.5 岐阜 1 1460
東京 2 2031 東京 2 1008.5
愛知 3 1960 愛知 3 931
埼玉 4 1922 埼玉 4 899.5
大阪 5 1594.5 福岡 5 737.5

神奈川 6 1490 大阪 6 725.5
千葉 7 1444 千葉 7 722
京都 8 1429 兵庫 8 715
福岡 9 1413 京都 9 681.5

北海道 10 1406 神奈川 10 680
兵庫 11 1401.5 北海道 11 675.5
広島 12 1148.5 熊本 12 615.5
岡山 13 1137 静岡 13 604.5
静岡 14 1103 岡山 14 578.5
山口 15 1066.5 山口 15 571.5
群馬 16 1052 群馬 16 565.5
長野 17 1026 長野 17 565
栃木 18 1005.5 広島 18 562
大分 19 955 栃木 19 546
長崎 20 939.5 大分 20 536

和歌山 21 934.5 新潟 21 520.5
新潟 22 933 福井 22 512
熊本 23 930.5 長崎 23 510.5
福井 24 916 石川 24 488.5
宮城 25 905 香川 25 486.5
石川 26 904.5 宮城 26 482.5
富山 27 891 山形 27 480
山形 28 883 富山 28 480
香川 29 883 滋賀 29 466
佐賀 30 846 佐賀 30 464.5

鹿児島 31 845 愛媛 31 459
滋賀 32 819 鹿児島 32 456
茨城 33 817.5 秋田 33 452.5
愛媛 34 817 茨城 34 442.5
奈良 35 814.5 山梨 35 437.5
秋田 36 814 鳥取 36 436.5
宮崎 37 794.5 和歌山 37 433
三重 38 792.5 奈良 38 421.5
岩手 39 790 宮崎 39 414.5
青森 40 770.5 岩手 40 408
山梨 41 751 青森 41 396
沖縄 42 694 高知 42 372
福島 43 685 徳島 43 367.5
鳥取 44 660.5 福島 44 363
島根 45 597 三重 45 330
徳島 46 597 島根 46 328
高知 47 567 沖縄 47 310

天皇杯（男女総合） 皇后杯（女子総合）

第67回国民体育大会 天皇杯／皇后杯総合得点一覧表



順位 競技名 種別 種目 競技
得点 氏名・チーム 所 属

弓道 成年男子 遠的 24 山口県選抜

山岳 成年女子 ボルダリング 24 山口県選抜

山岳 少年男子 ボルダリング 24 山口県選抜

陸上競技 少年女子共通 砲丸投 8 三隅 杏奈 山口県立西京高等学校

レスリング 成年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ120kg級 8 磯川 孝生 徳山大学

馬術 少年 馬場馬術 8 沖廣 諒一 高水高等学校

バレーボール 少年女子 35 誠英高等学校

ハンドボール 少年男子 35 山口県選抜

セーリング 少年男子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 21 山口県立光高等学校

卓球 少年男子 21 野田学園高等学校

水泳 少年男子Ｂ 50m自由形 7 福重 浩太 山口県立西京高等学校

水泳 少年女子Ｂ 200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 7 芦村 優奈 高水高等学校

レスリング 成年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ60kg級 7 太田 忍 日本体育大学

レスリング 成年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ55kg級 7 守田 泰弘 ｱｰﾙｼｰｽﾀｯﾌ株式会社

ウエイトリフティング 成年男子 105kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 7 福嶺 佑耶 公益財団法人山口県体育協会

自転車 少年男子 ケイリン 7 清水 裕友 誠英高等学校

ライフル射撃 成年男子 50mﾗｲﾌﾙ膝射20発 7 山岡 茂俊 医療法人貴和会防府病院

スケート 成年女子 スピードスケート500m 7 郷 亜里砂 山口ＳＣ

弓道 成年女子 近的 18 山口県選抜

陸上競技 少年男子B 200m 6 塩山 健一 防府市立右田中学校

ボート 成年女子 シングルスカル 6 上野 翔子 日本女子体育大学

ウエイトリフティング 成年男子 105kg級ｽﾅｯﾁ 6 福嶺 佑耶 公益財団法人山口県体育協会

自転車 少年男子 4km速度競走 6 久保田泰弘 誠英高等学校

馬術 少年 自由演技馬場馬術 6 沖廣 諒一 高水高等学校

カヌー 成年男子 ｽﾗﾛｰﾑｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(15ゲート) 6 市場 大樹 公益財団法人山口県体育協会

カヌー 成年男子 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 6 高橋 怜也 公益財団法人山口県体育協会

カヌー 成年女子 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 6 佐々木 智美 公益財団法人山口県体育協会

カヌー 成年女子 ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ1500m 6 佐々木 智美 公益財団法人山口県体育協会

レスリング 少年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ55kg級 5.5 竹下 雄貴 山口県鴻城高等学校

ハンドボール 少年女子 25 山口県選抜

セーリング 成年女子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 15 山口県選抜

フェンシング 少年男子 フルーレ 15 山口県選抜

カヌー 少年女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸﾍﾟｱ500m 15 山口県立高森高等学校

陸上競技 少年男子A 5000m 5 松村 陣之助 山口県立西京高等学校

水泳 成年女子 100m背泳ぎ 5 山下 安輝 山梨学院大学

水泳 少年女子Ｂ 100m自由形 5 藤津 加奈子 山口県立響高等学校

ライフル射撃 成年男子 50mﾗｲﾌﾙ伏射60発 5 山岡 茂俊 医療法人貴和会防府病院

カヌー 成年男子 ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ1500m 5 高橋 怜也 公益財団法人山口県体育協会

カヌー 成年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ200m 5 後藤 悠介 公益財団法人山口県体育協会

カヌー 成年女子 ｽﾗﾛｰﾑｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(15ゲート) 5 村山 夏美 公益財団法人山口県体育協会

スケート 成年女子 スピードスケート1000m 5 郷 亜里砂 山口ＳＣ
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順位 競技名 種別 種目 競技
得点 氏名・チーム 所 属

水泳(水球) 少年男子 17.5 山口県立西京高等学校

柔道 成年男子 12.5 山口県選抜

山岳 少年男子 リード 12 山口県選抜

山岳 少年女子 ボルダリング 12 山口県立新南陽高等学校

カヌー 少年女子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸﾍﾟｱ200m 12 山口県立高森高等学校

なぎなた 少年女子 演技 12 山口県選抜

卓球 少年女子 7.5 山口県選抜

卓球 成年男子 7.5 山口県選抜

相撲 成年男子 7.5 山口県選抜

陸上競技 少年男子共通 走高跳 4 上川 凌平 早鞆高等学校

陸上競技 少年女子A 走幅跳 4 浦山 静奈 山口県立田部高等学校

水泳 少年男子A 100m自由形 4 和田 有真 山口県立西京高等学校

馬術 成年女子 標準障害飛越 4 重枝 佑佳 乗馬クラブクレイン山口

カヌー 成年男子 ｽﾗﾛｰﾑｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(25ゲート) 4 市場 大樹 公益財団法人山口県体育協会

レスリング 成年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ74kg級 2.5 藤永 真孝 山口県ﾚｽﾘﾝｸﾞ協会

レスリング 成年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ66㎏級 2.5 濱本 豊 山梨学院大学

空手道 少年男子 形 2.5 川本 善也 山口県鴻城高等学校

ソフトテニス 成年男子 15 山口県選抜

セーリング 少年女子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 9 山口県立光高等学校

水泳 少年女子Ｂ 50m自由形 3 藤津 加奈子 山口県立響高等学校

水泳 少年女子Ｂ 400mメドレーリレー 3 山口県選抜

自転車 少年男子 1kmﾀｲﾑ・ﾄﾗｲｱﾙ 3 宮本 隼輔 山口県立防府商業・防府商工高等学校

自転車 少年男子 スプリント 3 安本 昇平 誠英高等学校

軟式野球 成年男子 16 セントラル硝子(株)宇部工場

セーリング 成年男子 470級 6 山口県選抜

山岳 成年男子 リード 6 山口県選抜

陸上競技 成年女子 800m 2 谷本有紀菜 筑波大学

水泳 少年女子Ｂ 100mバタフライ 2 芦村 優奈 高水高等学校

水泳 少年女子Ｂ 400mリレー 2 山口県選抜

セーリング 成年男子 国体ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級 2 藤村 裕二 割烹日浦屋

フェンシング 少年女子 フルーレ 3 山口県立岩国工業高等学校

山岳 少年女子 リード 3 山口県立新南陽高等学校

カヌー 少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸﾍﾟｱ200m 3 山口県立高森高等学校

陸上競技 少年男子A 走幅跳 1 小田 大樹 下関商業高等学校

水泳 成年男子 50m自由形 1 堀田 和久 株式会社 丸久

水泳 少年男子Ｂ 100m自由形 1 福重 浩太 山口県立西京高等学校

水泳 少年男子Ｂ 100mバタフライ 1 徳本 隼 周南市立富田中学校

馬術 成年男子 六段障害飛越 1 河中巳規夫 金近産業株式会社

カヌー 成年女子 ｽﾗﾛｰﾑｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ(25ゲート) 1 村山 夏美 公益財団法人山口県体育協会

1 高等学校野球競技 軟式 山口県立大津・大津緑洋高等学校

＊ 公開競技
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