
No 氏　　名 所　属 競技名 種　別 成　績

1 村尾　龍矢 宮崎産業経営大学

2 長谷川　雄志 宮崎産業経営大学

3 北村　知也 宮崎産業経営大学

4 松木　壮宏 宮崎産業経営大学

5 木下　健生 株式会社ホンダロック

6 串間　雄峰 株式会社ホンダロック

7 米良　知記 株式会社ホンダロック

8 宮路　洋輔 株式会社ホンダロック

9 諏訪園　良平 株式会社ホンダロック

10 山田　貴文 株式会社ホンダロック

11 重富　朝登 日向市消防署

12 神田　傑 スローライフ小園

13 福元　孝佑 ダイナム都城南店

14 戸波　恵斗 スポーツオーソリィティ

15 モア　徳彦 宮崎産業経営大学

16 小村　拓也 ノアインドアステージ株式会社

17 染矢　和隆 関西大学

18 鹿島　鉄平 ヨネックス株式会社

19 井口　雄一 有限会社スマッシュイグチ

20 上村　翔太 富田薬品株式会社 宮崎支店

21 井口　雄介 宮崎市立大淀中学校

22 中村　匡起 日本体育大学

23 内村　英司 県立都城商業高等学校

24 龐　博 日南学園高等学校

25 熊本　竜己 日南学園高等学校

26 松下　幸也 県立宮崎商業高等学校

27 渡邊　達哉 トナミ運輸株式会社

28 春成　星哉 筑波大学

29 緒方　友哉 日本大学

30 中武　久美 県立高千穂高等学校

31 興梠　舞 全日本武道具

32 増田　寛子 都農町立都農中学校

33 多田　敬祐 県立高千穂高等学校

34 清家　羅偉 県立高千穂高等学校

35 野中　貴斗 宮崎日本大学高等学校

36 髙橋　風雅 鵬翔高等学校

37 山下　祐左 鵬翔高等学校

38 中村　志凪 日章学園高等学校

39 井戸川　純平 宮崎日本大学高等学校

40 吉行　直人 宮崎日本大学高等学校

第　２　位

第　５　位タイ

バドミントン競技 成年男子 第　５　位タイ

剣道競技

少年男子

卓球競技 少年男子

テニス競技 成年男子 第　７　位

ソフトテニス競技 成年男子 第　４　位

ゴルフ競技 少年男子

第７１回国民体育大会「２０１６希望郷いわて国体」入賞者一覧

【選手・団体の部】

サッカー競技 成年男子 第　５　位タイ

第　７　位タイ

成年女子 第　５　位タイ



No 氏　　名 所　属 競技名 種　別 種　目 成　績

1 近藤　夏奈 環太平洋大学 成年女子 ４００ｍ 第　４　位タイ

2 清山　ちさと いちご・宮交シティ 成年女子 １００ｍＨ 第　３　位

3 水久保　漱至 県立宮崎工業高等学校 少年男子A １００ｍ 第　４　位

4 村冨　浩太朗 県立日南高等学校 少年男子A ４００ｍＨ 第　３　位

5 田中　康靖 県立小林高等学校 少年男子A ５０００ｍ 第　８　位

6 下田平　渚 県立小林高等学校 少年女子共通 １５００ｍ 第　６　位

7 松田　丈志 セガサミーホールディングス（株） 水泳競技（競泳） 成年男子 ４００ｍ自由形 第　３　位

8 森　義明 東京農業大学 成年男子 ライトフライ級 第　５　位タイ

9 奥田　大輔 東京農業大学 成年男子 フライ級 第　５　位タイ

10 押川　幸輝 東京農業大学 成年男子 ウェルター級 第　５　位タイ

11 神崎　敦志 近畿大学 成年男子 ミドル級 第　５　位タイ

12 中垣　龍汰朗 日章学園高等学校 少年男子 フライ級 第　１　位

13 井上　彪 日章学園高等学校 少年男子 バンタム級 第　２　位

14 齋藤　麗王 日章学園高等学校 少年男子 ライト級 第　１　位

15 日章学園高等学校 少年男子 ミドル級 第　２　位

16 川野　陽介 自衛隊体育学校 成年男子 フリースタイル57㎏級 第　３　位タイ

17 守部　克秀 青山学院大学 成年男子 グレコローマンスタイル98㎏ 第　５　位タイ

18 日髙　兼士 宮崎日本大学高等学校 少年男子 フリースタイル50㎏級 第　５　位タイ

19 境　晟道 県立宮崎工業高等学校 少年男子 グレコローマンスタイル120㎏ 第　３　位タイ

20 中村　友生 県立みやざき中央支援学校 成年男子 53㎏級スナッチ 第　６　位

成年男子 56㎏級スナッチ 第　７　位

成年男子 56㎏級Ｃ＆Ｊ 第　６　位

成年男子 62㎏級スナッチ 第　５　位

成年男子 62㎏級Ｃ＆Ｊ 第　５　位

23 青野　靖希 日本大学 成年男子 85㎏級Ｃ＆Ｊ 第　３　位

24 内門　沙綾 早稲田大学 女子 63㎏級Ｃ＆Ｊ 第　８　位

少年男子 62㎏級スナッチ 第　７　位

少年男子 62㎏級Ｃ＆Ｊ 第　５　位

26 關屋　光翼 県立小林秀峰高等学校 少年男子 69㎏級Ｃ＆Ｊ 第　８　位

27 山下　一輝 県立都城工業高等学校 自転車競技 少年男子 スクラッチ 第　６　位

28 瀬之口　小夏 県立宮崎大宮高等学校 馬術競技 少年 標準障害飛越競技 第　４　位

29 持永　洋壮 いちご・宮交シティ 成年男子 ５０ｍ３×４０Ｍ 第　３　位

成年女子 ５０ｍ３×２０Ｗ 第　３　位

成年女子 ５０ｍＰ６０Ｗ 第　６　位

31 松田　裕介 鹿屋体育大学 成年男子 カナディアンシングル５００ｍ 第　８　位

少年男子 カナディアンシングル５００ｍ 第　２　位

少年男子 カナディアンシングル２００ｍ 第　５　位

33 黒木   亮  県立宮崎商業高等学校 少年男子 カヤックペア５００ｍ 第　４　位

34 岡原　直輝 県立宮崎大宮高等学校 少年男子 カヤックペア２００ｍ 第　２　位

35 籾木　優里 県立宮崎商業高等学校 少年女子 カヤックペア５００ｍ 第　３　位

36 御手洗　花穂 県立宮崎商業高等学校 少年女子 カヤックペア２００ｍ 第　５　位

37 佐々木　春佳 県立宮崎商業高等学校

38 津曲　成美 県立宮崎商業高等学校

39 藤崎　彩夏 県立宮崎商業高等学校

40 松井　玖瑠実 県立宮崎商業高等学校

41 石川　義活 県立宮崎大宮高等学校

42 溝口　昂平 県立宮崎大宮高等学校

43 谷脇　知那 県立宮崎大宮高等学校 少年女子 カヤックシングル２００ｍ 第　５　位

44 八頭司　明 宮崎第一高等学校 少年女子 組手個人 第　１　位

45 宜保　ありさ 宮崎第一高等学校 少年女子 形個人 第　５　位タイ

46 加治佐　崇 宮崎交通株式会社

47 大山　武博 大山解体

48 小山田　和矢 県立宮崎北高等学校

49 北里　春希 県立宮崎大宮高等学校

カナディアンペア２００ｍ 第　６　位

カヌー競技

32 県立宮崎商業高等学校

少年女子 カヤックフォア５００ｍ 第　７　位

少年女子

【選手・個人の部】

德永亮汰 日本体育大学

高尾　宏明 自衛隊体育学校

ウエイトリフティング競技

宮原　翔角

陸上競技

21

25

22

カヤックフォア２００ｍ 第　６　位

30

ボクシング競技

松本　靖世 いちご・宮交シティ
ライフル競技

横山　瑞紀

県立小林高等学校

レスリング競技

ボウリング競技

成年男子

少年男子

第　８　位

第　７　位

空手道競技

成年男子団体２人チーム

少年男子団体２人チーム

少年男子


