
第77回国民体育大会【栃木県（スキーは秋田県）】入賞者一覧［該当：25競技76種目］
順位 競技名 種別 種目 入賞者名等（所属名）

1 スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 成田　秀将(（株）カワサキフィールドサービス）

1 スケート(スピード) 成年女子 500ｍ 山根　佳子（高鈴レジャーセンター）

1 陸上 成年男子 3000ｍ障害 楠　康成（NPO法人阿見アスリートクラブ）

1 陸上 少年男子Ｂ 100ｍ 小室　歩久斗（つくば秀英高等学校）

1 水泳(飛込) 少年女子 飛板飛込 坂田　丹寧（常総学院高等学校）

1 バレーボール 成年男子 茨城選抜（筑波大学）

1 バスケットボール 少年男子 茨城選抜

1 セーリング 少年男子 420級 茨城選抜（霞ヶ浦高等学校）

1 セーリング 少年女子 420級 茨城選抜（霞ヶ浦高等学校）

1 馬術 少年 標準障害飛越 中島　妃香留（水戸葵陵高等学校）

1 スポーツクライミング 成年女子 リード 茨城選抜

1 ゴルフ 少年男子 団体 茨城選抜

2 スケート(スピード) 成年女子 1000ｍ 山根　佳子（高鈴レジャーセンター）

2 陸上 成年女子 やり投 斉藤　真理菜（スズキ浜松アスリートクラブ）

2 レスリング 成年男子 フリースタイル125㎏級 藤田　龍星（日本大学）

2 レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル60㎏級 大谷　哉斗（霞ヶ浦高等学校）

2 セーリング 成年男子 470級 茨城選抜

2 ウエイトリフティング 成年男子 67㎏級クリーン＆ジャーク 益子　広幸（自衛隊体育学校）

2 剣道 少年男子 団体 茨城選抜

2 ボウリング 少年男子 個人 渡邉　楓（県立下妻二高等学校）

2 ゴルフ 女子 団体 茨城選抜

3 水泳(飛込) 少年男子 飛板飛込 柴　大翔（県立土浦第一高等学校）

3 水泳(飛込) 少年男子 高飛込 柴　大翔（県立土浦第一高等学校）

3 ボート 少年男子 シングルスカル 須賀　優輝（県立潮来高等学校）

3 セーリング 少年男子 レーザーラジアル級 岩永　燎汰（霞ヶ浦高等学校）

3 馬術 成年男子 六段障害飛越決勝 増山　大治郎（筑波スカイラインスティーブル）

3 馬術 少年 トップスコア決勝 中島　妃香留（水戸葵陵高等学校）

3 ボウリング 少年男子 団体 茨城選抜

3 ボウリング 少年女子 個人 井﨑　寛菜（県立日立第二高等学校）

4 スキー 成年女子Ｂ クロスカントリー 滝沢　こずえ（フォーカスシステムズスキー部）

4 陸上 成年女子 5000ｍ競歩 熊谷　菜美（関彰商事株式会社）

4 サッカー 成年男子 茨城選抜

4 ウエイトリフティング 少年男子 89㎏級スナッチ 菅谷　光一（土浦日大高等学校）

4 ウエイトリフティング 少年男子 +102㎏級スナッチ 清水　琉聖（県立高萩清松高等学校）

4 ウエイトリフティング 少年男子 +102㎏級クリーン＆ジャーク 清水　琉聖（県立高萩清松高等学校）

4 ハンドボール 成年男子 茨城選抜

4 ハンドボール 成年女子 茨城選抜（筑波大学）

4 柔道 成年男子 団体 茨城選抜

4 ライフル射撃 成年女子 10ｍエア・ピストル（60発） 相田　愛望（茨城県警察）

4 スポーツクライミング 成年女子 ボルダリング 茨城選抜

4 なぎなた 成年女子 演技 茨城選抜

4 ボウリング 成年女子 団体 茨城選抜

4 ボウリング 少年女子 団体 茨城選抜

5 陸上 成年男子 100ｍ 染谷　佳大（大和ハウス工業株式会社）

5 水泳(飛込) 成年男子 高飛込 大久保　柊（昭和化学工業株式会社）

5 レスリング 成年男子 フリースタイル74㎏級 硎屋　亮太郎（日本大学）

5 レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル72㎏級 内山　椋太（国士館大学）

5 レスリング 少年男子 フリースタイル65㎏級 金子　晴翔（霞ヶ浦高等学校）

5 卓球 成年男子 茨城選抜（筑波大学）

5 ライフル射撃 少年男子 ビーム・ピストル（60発） 森田　馨介（県立取手第一高等学校）

5 空手道 成年男子 組手個人軽量級 菅谷　斗夢（帝京大学）

6 陸上 少年男子Ｂ 共通800ｍ 野口　遥斗（鹿島学園高等学校）

6 水泳(競泳) 成年男子 4×50mフリーリレー 茨城選抜

6 水泳(競泳) 少年男子Ｂ 100mバタフライ 川口　真澄（笠間市立笠間中学校）

6 水泳(競泳) 少年女子Ｂ 100m平泳ぎ 中澤　心暖（古河市立古河第三中学校）

6 水泳(競泳) 少年女子Ｂ 200m個人メドレー 村山　萌（結城市立結城東中学校）

6 馬術 少年 団体障害飛越 茨城選抜

6 フェンシング 成年男子 フルーレ 茨城選抜

6 スポーツクライミング 成年男子 ボルダリング 茨城選抜

7 陸上 少年男子Ａ やり投 島田　湧大（県立波崎柳川高等学校）

7 陸上 少年女子Ｂ 100ｍ 小松崎　妃紅（水戸啓明高等学校）

7 水泳(飛込) 成年女子 飛板飛込 大窪　博佳（昭和女子大学）

7 水泳(競泳) 成年男子 400m自由形 渡邊　天馬（近畿大学）

7 水泳(競泳) 少年男子Ｂ 400m自由形 伏木　晃司（常総学院高等学校）

7 ウエイトリフティング 成年男子 55㎏級クリーン＆ジャーク 知念　勇斗（高萩市役所）

7 自転車 成年男子 スプリント 吉岡　優太（明治大学）

7 ライフル射撃 成年男子 50ｍライフル三姿勢 浅井　優汰（県ライフル射撃協会）

7 スポーツクライミング 成年男子 リード 茨城選抜

7 スポーツクライミング 少年男子 ボルダリング 茨城選抜

8 スキー 成年男子Ａ ジャイアントスラローム 相原　太郎(（株）カワサキフィールドサービス)

8 陸上 成年男子 砲丸投 中村　太地（ミズノ株式会社）

8 陸上 少年女子Ｂ 共通三段跳 渡辺　凜（水戸啓明高等学校）

8 水泳(競泳) 少年男子Ｂ 50m自由形 川向　昊成（常総学院高等学校）

8 ウエイトリフティング 成年男子 109㎏級クリーン＆ジャーク 菊地　力哉（早稲田大学）

8 馬術 少年 リレー 茨城選抜

8 カヌー 少年男子 スプリント・C-1（200ｍ） 白土　龍輝（県立那珂湊高等学校）


