
No 競　技　名 種　　　別 種　　　目 記　　録 順 位

成年男子 500ｍスピード 池田　晋一郎 日本大 61'51 8位

1,000ｍ 松尾　和明 八戸市庁
タイムなし
(1'40"83)

8位

5,000ｍ 松尾　 駿 専修大
タイムなし
(7'06"70)

7位

2,000ｍリレー 杉本太一・石岡　守

池田晋一郎・松尾和明

成年女子 500ｍ 松尾　佳枝 信州大 41'72 6位
大久保　あゆみ 日本体大 41'82 7位

1,000ｍ 松尾　佳枝 信州大
タイムなし
(1'26"41)

6位

川崎　由佳 八戸水道企業団
タイムなし
(1'27"65)

7位

2,000ｍリレー 大久保あゆみ・川崎由佳

小嶋優美・松尾佳枝

少年男子 500ｍ 田名部　佳希 八戸工業高 37"98 2位
中村　晃大 八工大一高 39"82 7位

1,000ｍ 田名部　佳希 八戸工業高
タイムなし
(1'18"87)

5位

木村　佳憲 八戸西高
タイムなし
(1'20"71)

7位

1,500ｍ 掛内　　穣 八戸商業高 2'07"66 5位

5,000ｍ 川崎　雄太 八戸西高
タイムなし
(8'08"00)

8位

10,000ｍ 川崎　雄太 八戸西高 13'59'08 6位
少年女子 500ｍ 浅坂　晋子 八戸西高 43"87 7位

1,500ｍ 大坪　里希 八戸高 2'35"36 6位

森　加菜美 八戸西高
タイムなし
(2'28"94)

8位

3,000ｍ 森　加菜美 八戸西高
タイムなし
(4'47"47)

8位

浅坂晋子・森　加菜美

米内口成美・大坪里希

成年男子 3位

少年男子 5位

クロスカントリー
5㎞クラシカル

成年男子(B) 10㎞クラシカル 堀井　　涼 陸上自衛隊弘前 28'37"9 8位

少年男子 10㎞クラシカル 蛯名　貴徳 野辺地高 28'58"9 8位

成年男子 リレー(10㎞×4人) 亀田　輝・堀井　涼

細川勝人・中美貴仁

少年男子 前田　亮・船水大也

蛯名貴徳・枋木　司

女　　　子 リレー(5㎞×4人) 開坂　優・山中さつき

大丸夏希・松舘由樹

コンバインド
（ｼﾞｬﾝﾌﾟ）
ジャイアントスラローム

(男子大回転）

10000ｍ競歩 足澤  徳人 東洋大 42'54"69 7位

円盤投 畑山  茂雄 ゼンリン 55ｍ34 1位

10000m 田村  優宝 青森山田高
28'55"90
（大会新）

5位

砲丸投 沼辺  翔太 大湊高 16ｍ30 2位

少年男子共通 5000m競歩 四戸  敬太 青森山田高 21'37"00 7位

少年女子(A) 400m 早狩　成美 八戸高 55"50 6位

5 ボート 少年男子 シングルスカル 石田  尚也 むつ工業高 3'27"64 1位

陸　　上4

4位2'31"00

6位2'57"13

3位15'43"9陸上自衛隊八戸

7位3'01"12

１゜05'51"6 ６位

4位

6位

第64回国民体育大会　～トキめき新潟国体～
青森県選手団上位入賞者・入賞チーム一覧

氏　　名　・　チ　ー　ム　・　所　　属

1 スケート

福士　和行

5位1゜49'42"8

2 アイスホッケー

細川　勝人

8位佐々木　辰徳 中央大

成年男子(B)

成年男子(A)

13'32"54陸上自衛隊青森

3 ス　キ　ー

1'06"55

1゜47'50"5

2,000ｍリレー

成年男子

少年男子(A)

成年男子(C)



No 競　技　名 種　　　別 種　　　目 記　　録 順 位氏　　名　・　チ　ー　ム　・　所　　属

ライト級 杉浦　剛史 拓殖大 2位

ミドル級 鳴海　友基 拓殖大 5位

フリースタイル66kg級 金渕  清文 光星学院高教 1位

フリースタイル84kg級 葈澤 　謙 国士舘大 3位
フリースタイル96kg級 下屋敷　  圭貴 ニュースデーリー 1位
フリースタイル120kg級 荒木田  進謙 専修大 3位
グレコローマンスタイル74kg級 角　　　功介 自衛隊体育学校 1位

少年男子 フリースタイル66kg級 嶋田  　大育 青森商業高 3位

8 サッカー 少年男子 5位

9 ウエイトリフティング 少年男子 53kg級スナッチ 木村  郁未 八戸工大一高 スナッチ74kg 8位

男子 チームスプリント 坂本周輝･磯島康祐･木村弘 6位

1kmタイム・トライアル 坂本  周輝 八戸工高  1'9"075 3位

スプリント 木村　弘 八戸工高 7位

成年男子 松平・大矢・張 1位
少年男子 松平・上田・丹羽 1位
少年女子 丹羽・森薗・松澤 5位

成年男子 個人 冨田  貴男 三研ソイル 2位

13 フェンシング 成年男子 エペ 戸嶋・坪・阿部 8位

14 バドミントン 少年女子 市丸・田中・佐藤 1位

15 弓道 少年女子 近的 工藤・大川・塚本 4位

工藤　純一郎 弘前工業高 決勝得点653

工藤　壽紀 下長中 決勝得点535

名久井　裕貴 八戸工大一高

附田　宗馬 三本木農業高
立崎　庄平 三本木農業高
斉藤　春菜 三本木農業高

田村　真智子 青森中央高
山本　　渉 青森西高

7 レスリング

ボクシング6

卓球

12 相撲
2位

ボウリング 少年男子16 団体 7位

総合得点
男女総合(天皇杯得点)

女子総合(皇后杯得点)

　　　　　　　34位【803.5点】

　　　　　　　42位【381.5点】

工藤・長谷川・葛西･笹山・円子団体

7位

8位

少年男子

成年男子

アーチェリー17
少年女子

少年男子

少年男子

10 自転車

11

成年男子






