




競技名 種別 （種目） 選手 ・ 団体

スケート （スピード） 成年男子 5000 ｍ 帰山雄太

レスリング 少年男子 フリースタイル 92kg 級 山崎祥平

弓道 少年男子 近的 【茨城選抜】 村橋遼悟、 重藤瞬、 田川晟梧

弓道 成年男子 遠的 【茨城選抜】 久保田亮、 尾吹将大、 山口純

ボート 成年女子 シングルスカル 高橋かほ

ライフル射撃 成年女子 50mP60W 山田優子

馬術 少年 トップスコア 中島双汰

山岳 成年女子 リード 【茨城選抜】 野口啓代、 小林由佳

スケート ( スピード ) 成年男子 1000 ｍ 藤野裕人

水泳 ( 競泳 ) 成年女子 100m バタフライ 平山友貴奈

水泳 ( 競泳 ) 少年女子 B 100 ｍ背泳ぎ 井田真由

水泳 ( 飛込 ) 成年男子 高飛込 大久保柊

レスリング 少年男子 フリースタイル 125kg 級 出頭海

馬術 少年 標準障害飛越 中島双汰

馬術 成年男子 国体総合馬術 中島悠介

テニス 成年女子 【茨城選抜】 牛島里咲、 森崎可南子

セーリング 少年女子 420 級 【茨城選抜】 青山瑞希、 福田桃奈

空手道 成年女子 組手 染谷真有美

山岳 少年女子 リード 森秋彩、 菊池野音

ウエイトリフティング 女子 58kg 級 C&J 内門沙綾

ウエイトリフティング 少年男子 105kg 級 C&J 西堅也

バレーボール 成年女子 【茨城選抜】

自転車 成年男子 1km タイムトライアル 橋本壮史

レスリング 成年男子 フリースタイル 86kg 級 浅井翼

レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル 60kg 級 小川翔太

馬術 成年男子 馬場馬術 齊藤圭介

馬術 成年女子 二段階障害飛越 増山陽子

馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 齊藤圭介

バスケットボール 成年女子 【茨城選抜】

ライフル射撃 少年男子 BRS60JM 柴原魁人

ウエイトリフティング 成年男子 62kg 級 C&J 益子広幸

ウエイトリフティング 少年男子 105kg 級スナッチ 西堅也

カヌー 成年女子 (ワイルドウォーター) K-1（1500m） 井戸奈津美

カヌー 成年女子 (ワイルドウォーター) K-1（スプリント） 井戸奈津美

陸上競技 成年女子 円盤投 辻川美乃利

陸上競技 少年男子共通 走高跳 亀﨑晃輝

陸上競技 少年男子共通 やり投げ 亀谷実生

山岳 成年女子 ボルダリング 【茨城選抜】 野口啓代、 小林由佳

山岳 成年男子 リード 【茨城選抜】 沼尻拓磨、 野村真一郎

選手 区分 （障害区分） 競技名

関茉莉那 女子 ・ １部 01
陸上競技（1500ｍ）

陸上競技（100ｍ）

瀬谷俊祐 男子 ・ １部 07 陸上競技（ジャベリックスロー）

村上佳貴 男子 ・ １部 23 陸上競技（ビーンバッグ投）

小関雄太 男子 ・ １部 26 陸上競技（砲丸投）

山中聖奈 女子 ・ １部 26 陸上競技（走幅跳）

大竹等 男子 ・ ２部 24 陸上競技（800ｍ）

小中天翔 男子 ・ １部 25
陸上競技（100ｍ）

陸上競技（200ｍ）

永井創平 男子 ・ 少年 27 陸上競技（200ｍ）

萩谷大輝 男子 ・ 少年 27
陸上競技（1500ｍ）

陸上競技（800ｍ）

宮田顕 男子 ・ 壮年 27
陸上競技（100ｍ）

陸上競技（200ｍ）

廣江麻実 女子 ・ ２部 07 水泳（25ｍ背泳ぎ）

絹川彩乃 女子 ・ 青年 26 水泳（200ｍリレー）

坂本杏 女子 ・ 青年 26

水泳（25ｍバタフライ） ＊大会新記録

水泳（50ｍ背泳ぎ）

水泳（200ｍリレー）

荻野航大 男子 ・ 少年 26 水泳（200ｍリレー）

小林秀馬 男子 ・ 少年 26 水泳（200ｍリレー）

関谷賢太郎 男子 ・ ２部 08 卓球（一般卓球）

小濱悠太 男子 ・ 少年 18 卓球（一般卓球）

市村直哉 男子 ・ １部 15 卓球（ＳＴＴ）

福地光輝 男子 フライングディスク（A・D5）

石川綾乃 女子 フライングディスク（D・L・S）

大木静香 女子 フライングディスク（A・D5）






