
順位 競技名 種　別 種　　目 所　　属 得点
１位 陸上 成年男子 400ｍ 河内　光起 近畿大学 8.0

清水　大翔 粕渕　正真 松本　幸也 村居　拓海

渡辺　幹太 岩山　航大 大森　行洋 戸田　樹

中川　千晟 中嶌　隆人 森川　瑶 山中　千畝

渡辺　奎太

レスリング 成年男子 フリースタイル97kg級 園田　平 自衛隊体育学校 8.0
レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル125kg級 奥村　総太 栗東高校 8.0
弓道 少年男子 近的 木下　大智 谷口　和幸 松井　治樹 彦根翔西館高校・甲南高校・長浜北星高校 13.5
カヌー 少年女子 スプリント・カヤックペア500m 今西　愛依 遠藤　帆夏 比叡山高校・比叡山高校 8.0

２位 馬術 成年女子 ダービー 谷口　しおり 水口乗馬クラブ 7.0
山岳 少年男子 リード 伊　一真 前田　健太郎 草津高校・草津高校 21.0
カヌー 少年女子 スプリント・カヤックペア200m 今西　愛依 遠藤　帆夏 比叡山高校・比叡山高校 7.0
カヌー 少年男子 スプリント・カヤックペア200m 今西　陸人 遠藤　環太 堅田高校・堅田高校 7.0

３位 陸上 成年女子 棒高跳 南部　珠璃 中京大学 6.0
森川　晴貴 山田　匠 堀谷　広大 畑野　修平 西日本旅客鉄道株式会社・朝日大学・夏原工業株式会社・立命館大学

瀧澤　隆介 太田　匡亮 堀江　穣士 森　海斗 夏原工業株式会社・朝日大学・JA共済連滋賀・株式会社森音

森　城斗 福居　陸希 亀崎　信一 的塲　洸希 夏原工業株式会社・大阪シーリング印刷株式会社・聖泉大学・聖泉大学

杉山　惇士 立命館大学

堀　萌恵 太田　美友那 髙木　菜月 松本　愛理

加藤　瑛梨 清水　ひまり 宇野　碧莉 髙木　美沙希

福田　有紀 福永　舞衣 中川　七海 岩山　彩香

的塲　玲未

ウエイトリフティング 成年男子 105Kg級C&J 尾添　勇平 関西大学 6.0
ウエイトリフティング 少年男子 56Kg級スナッチ 河野　暁 堅田高校 6.0
馬術 少年 ダービー 𠮷田　彩音 水口高校 6.0
ライフル射撃 少年男子 BP60JM 中村　仁太 水口高校 6.0
カヌー 少年男子 スプリント・カヤックペア500m 今西　陸人 遠藤　環太 堅田高校・堅田高校 6.0

４位 陸上 成年女子 100m 山中　日菜美 立命館大学 5.0
ウエイトリフティング 成年男子 105Kg級スナッチ 尾添　勇平 関西大学 5.0
カヌー 成年男子 スプリント・カヤックシングル500m 新岡　浩陽 公益財団法人滋賀レイクスターズ 5.0
カヌー 成年男子 ｽﾗﾛｰﾑ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ25ｹﾞｰﾄ 奥田　翔悟 医療法人幸生会 琵琶湖中央病院 5.0

５位 陸上 成年女子 円盤投 清水　麻衣 びわこ学院大学 4.0
陸上 少年男子A 400m 澤　大地 草津東高校 4.0
陸上 少年女子共通 やり投 木村　玲奈 近江高校 4.0
水泳（競泳） 少年女子B 100ｍ背泳ぎ 小島　明日香 老上中学校 4.0
ボート 成年女子 ダブルスカル 大西　花歩 佐野　ゆりな 龍谷大学・立命館大学 12.0
レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル67kg級 北岡　佑介 自衛隊体育学校 2.5
レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル72kg級 倉本　一真 日野レスリングクラブ 2.5
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 青山学院大学 2.5
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 かんとりーはーばー 4.0
セーリング 少年女子 レーザーラジアル級 須田　英実子 膳所高校 4.0
ライフル射撃 成年女子 50m3×20W 鵜飼　風音 株式会社たねや 4.0
ライフル射撃 少年女子 BP40JW 山森　月乃 水口高校 4.0
カヌー 成年男子 ｽﾗﾛｰﾑ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ15ｹﾞｰﾄ 奥田　翔悟 医療法人幸生会 琵琶湖中央病院 4.0
ボウリング 成年男子 団体戦（4人チーム戦） 藤原　智也 池本　雅尚 伊吹　太陽 千葉　鉄也 岡山商科大学・滋賀県立むれやま荘・株式会社ユーイング・日本郵政株式会社 12.0

6位 陸上 成年女子 5000m競歩 園田　世玲奈 中京大学 3.0
ボート 少年女子 シングルスカル 橋本　知佳 高島高校 3.0
セーリング 少年男子 420級 南野　仁 小澤　諒真 膳所高校・膳所高校 9.0
ウエイトリフティング 成年男子 62kg級スナッチ 横田　一輝 東海旅客鉄道株式会社 3.0
ウエイトリフティング 成年男子 62kg級C&J 横田　一輝 東海旅客鉄道株式会社 3.0
ウエイトリフティング 成年男子 69kg級スナッチ 大塚　和 びわこ成蹊スポーツ大学 3.0
山岳 少年男子 ボルダリング 伊　一真 前田　健太郎 草津高校・草津高校 9.0

７位 陸上 成年男子 三段跳 犬井　亮介 つくばツインピークス 2.0
陸上 女子共通 ４×100mR 池松　杏香 下村　日向子 壹岐　いちこ 山中　日菜美 石部高校・近江兄弟社高校・立命館大学・立命館大学 2.0
ボート 成年男子 ダブルスカル 大釋　一揮 福井　康 東レ滋賀 6.0

井上　奈々朱 堀川　真理 日高　萌 関　菜々巳

中島　未来 大野　果歩 杉原　若葉 白井　美沙紀

中田　紫乃 石川　真奈 小川　愛里奈 伊藤　望

ウエイトリフティング 少年男子 105kg級スナッチ 新宅　陽大 安曇川高校 2.0
馬術 成年男子 国体総合馬術 谷口　真一 水口乗馬クラブ 2.0
カヌー 成年男子 スプリント・カナディアンシングル500m 小梶　孝行 株式会社たねや 2.0
カヌー 少年男子 スプリント・カナディアンペア200m 中野　貴文 出口　尚巳 八日市南高校 2.0
カヌー 少年女子 スプリント・カヤックフォア200m 山越　なな帆 上田　菜月 青木　七海 馬場　はな 大津高校・大津高校・大津高校・八幡商業高校 6.0
カヌー 少年女子 スプリント・カヤックフォア500m 山越　なな帆 上田　菜月 青木　七海 馬場　はな 大津高校・大津高校・大津高校・八幡商業高校 6.0

飯田　詩音 清原　孝太 金井　千太郎 薄　渓一郎

辻　幹太 渡邉　大納 カサリ　ビヨール 岡峯　悠

藤本　誉生 福井　健太郎 栗田　晴揮 江藤　一学

粂田　彪吾 能祖　翔夢 田中　裕人 西村　颯馬

８位 陸上 少年女子A 3000m 飛田　凛香 比叡山高校 1.0
寺坂　和満 杉嶋　俊幸 石田　尚也 齊藤　慶太郎

青松　載剛

ボート 少年男子 シングルスカル 岡本　航太朗 高島高校 1.0
ウエイトリフティング 少年男子 ＋105kg級C＆J 北村　将記 安曇川高校 1.0
ライフル射撃 成年男子 50mK20M 岡　篤彦 水口高校（教） 1.0
カヌー 少年男子 スプリント・カナディアンペア500m 中野　貴文 出口　尚巳 八日市南高校・八日市南高校 1.0

粟屋　晋太郎 岸本　直弥 木村　成那 須佐見　幸広 JR西日本不動産開発株式会社・立命館大学・公益財団法人滋賀県スポーツ協会・同志社大学

目片　友一 関西大学

合計 454.5

金城　登耶 有馬　諒 山田　竜明 中尾　雄斗

北村　恵吾 家田　陸翔 住谷　湧也 木村　龍之介

瀬川　将季 佐合　大輔 松岡　裕樹 川村　奎太郎

金田　大聖 高島　恵人 土田　龍空 林　優樹

1位

第７３回  国民体育大会「福井しあわせ元気国体」入賞者一覧

特
別
競
技

高等学校野球 硬式 近江高校

1.0スケート 成年男子 5000mリレー

ホッケー 少年女子 伊吹高校 44.0

天皇杯３１位　皇后杯３５位　　　得点合計　８５４．５点（競技得点454.5点　参加得点400点）　

7.5

アイスホッケー 少年男子 10.0

バレーボール 成年女子 6人制 東レアローズ

ボート 成年男子 舵手付きフォア 東レ滋賀 5.0

光泉高校

選手名

ホッケー 成年男子 44.0

ホッケー 少年男子 伊吹高校 64.0


