
 
 

11 

第３７回全日本軽量級ボート選手権 平成２７年５月２２日～２４日 埼玉県戸田市 

■女子 舵手なし４人スカル 富山国際大学 第３位 

 【下尾裕子④、栗山咲樹②、木佐貫あすか②、滝澤明日花②】７分 32秒 03 

 

JOCジュニアオリンピックカップ第１３回全日本ジュニアボート選手権  

平成２７年６月１２日～１４日 熊本県 

■男子 シングルスカル 第４位 【江本 拓斗（八尾高③）】７分27秒 97 

 

第１回全国中学生フェンシング選手権大会  

平成２７年７月１９日～２０日 東京・駒沢 

■男子 カデサーブル 第５位 【金道 竜太（SEIBUスポーツクラブ 福野中③）】 

■中学男子 団体 SEIBUスポーツクラブ 第６位  

【安達 優巳（庄西中③）、金道 竜太（福野中③）、室永 元（中②）】 

■中学女子 団体 富山パレスフェンシングクラブ 第２位  

【原 朋子（庄西中③）、駒場 ななか（大沢野中③）、永井 杏奈（芝園中②）】 

 

第１７回全国高等学校女子ウェイトリフティング選手権大会  

                          平成２７年７月１９日～ 愛媛県新居浜市 

ウェイトリフティング  
■女子 58kg級 スナッチ 第１位 【谷口 さつき（滑川高③）】74kg 

■女子 58kg級 クリーン＆ジャーク 第１位 【谷口 さつき（滑川高③）】92kg 

■女子 58kg級 トータル 第１位 【谷口 さつき（滑川高③）】166kg 

■女子 75kg級 スナッチ 第６位 【広田 雅（滑川高③）】65kg 

■女子 75kg級 トータル 第７位 【広田 雅（滑川高③）】140kg 

■女子 75kg超級 スナッチ 第５位 【星名 沙耶香（滑川高②）】61kg 

■女子 75kg超級 クリーン＆ジャーク 第７位 【星名 沙耶香（滑川高②）】74kg 

■女子 75kg超級 トータル 第６位 【星名 沙耶香（滑川高②）】135kg 

■女子 団体 滑川高校 第２位 【谷口 さつき③、広田 雅③、星名 沙耶香②】 

 

平成２７年度全国高等学校総合体育大会  

平成２７年７月２８日～８月２０日 近畿地区 

 

陸上競技  和歌山市 

■男子 5000ｍ競歩 第３位 【山本 龍太郎（富山商業高②）】21分32秒58 
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ホッケー 京都府京丹波町 

■女子 石動高校 第１位 

 【石崎 真美③、山室 吏沙③、沼田 紗綾③、西尾 亜祐美③、福光 美沙紀③、小倉 結香②、 

東 良奈②、辻谷 日菜②、深田 麻実子②、松 郁実②、大門 あすか②、竹島 萌江①、 

髙島 瑠唯①、竹端 万結①、長谷川 彩夏①】 

第２回戦 石動高校 ５－０ 伊万里商業高校（佐賀県） 

準々決勝 石動高校 ５－２ 羽衣学園高校（大阪府） 

準決勝  石動高校 ２－１ 飯能高校（埼玉県） 

決勝   石動高校 １－０ 丹生高校（福井県） 

■男子 石動高校 第3位 

 【石塚 翼③、浦下 陸③、沼田 涼平③、佐土 弘樹③、岡﨑 隆志③、折戸 開③、加藤 凌聖③、  

細川 由博②、折田 開都②、長谷川 拓馬②、柴田 翔哉②、米田 一輝①、河邉 皓星①、沼田 空①、 

沼田 玲温①】 

第１回戦 石動高校 13－０ 大原高校（千葉県） 

第２回戦 石動高校 ７－０ 沼宮内高校（岩手県） 

準々決勝 石動高校 ２－１ 立命館高校（京都府） 

準決勝  石動高校 ３－４ 伊吹高校（滋賀県） 

 

ボート  兵庫県豊岡市 

■男子 シングルスカル 第１位 【鎌田 拓弥（富山第一高③）】４分21秒35 

■男子 ダブルスカル 富山工業高校 第 4位 【二本松 慎也②、坂田 泰人②】４分06秒71 

 

ソフトテニス 奈良県明日香村 

■女子 女子団体 高岡西高校 第５位 

 【浅田 実那②、村井 琴音②、荒木 郁菜②、桑名 優依②、早川 日向②、長尾 沙耶②、竹越 世奈②、 

山崎結貴①】 

第２回戦 高岡西高校 13－０ 奈良育英高校（奈良県） 

第３回戦 高岡西高校 ７－０ 尽誠学園高校（香川県） 

準々決勝 高岡西高校 ２－１ 昇陽高校（大阪府） 

 

ウェイトリフティング  兵庫県明石市 

■男子 77kg級 スナッチ 第８位 【加藤 楓（滑川高③）】105kg 

■男子 85kg級 クリーン＆ジャーク 第４位 【河村 紀毅（滑川高③）】133kg 

■男子 85kg級 トータル 第８位 【河村 紀毅（滑川高③）】236kg 

■男子 105kg超級 クリーン＆ジャーク 第８位 【中嶋 駿太（滑川高②）】145kg 

■男子 105kg超級 トータル 第８位 【中嶋 駿太（滑川高②）】255kg 

 

スキー 平成２８年２月４日～８日 青森県大鰐町 

■女子 ５Kmクラシカル 第７位 【浅地 李佳（南砺平高③）】16分 13秒09 

■女子 リレー 南砺平高校 第７位 

 【浅地 李佳③、林 明日香③、中井 柊花②、石井 こはる①、上坂 晏未①】46分57秒01 

■男子 10㎞ フリー 第２位 【山下 陽暉（南砺平高②）】26分 01秒09〔県勢過去最高順位〕 

■女子 ５㎞クラシカル 第７位 【浅地 李佳（南砺平高③）】16分13秒 09 

■女子 ５㎞×３ リレー 南砺平高校 第７位  

  【浅地 李佳③、林 明日香③、中井 柊花②】 



 
 

13 

平成２７年度全国中学校体育大会 平成２７年８月１７日～８月２５日 

陸上競技 北海道・札幌（厚別） 

■男子 ４×100ｍリレー 富山北部中学校 第１位 

 【南保 陸駆③、西川 樹③、川口 陽南太③、五十嵐 晴紀③】42秒87〔北信越中学新記録〕 

 

水泳競技 飛込の部  秋田県秋田市 

■女子 飛板飛込 第５位 【長澤 明生（芳野中③）】341.75点 

■女子 高飛込 第７位 【長澤 明生（芳野中③）】278.15点 

 

スキー 平成２８年２月４日～北海道 

■男子 ５kmフリー 第９位 【広瀬 峻（大沢野中③）】14分 22秒04 

■男子 20kmリレー 富山選抜 第７位 １時間６分４９秒９ 

  【花田 樹（大沢野中②）、川除 大輝（大沢野中③）、広瀬 峻（大沢野中③）、髙田 道希（平中②）】 

■女子 12kmリレー 富山選抜 第８位 ４３分４０秒０ 

  【境舞香（城端中③）、稲塚麻衣（城端中①）、宮木真帆（大沢野中②）、水口珠寿（平中③）】 

 

第２９回男子第１４回女子全国中学校ウェイトリフティング選手権  

平成２７年８月１９日 福井県若狭町 

■女子 58㎏級 第５位 【堀田 綾（上市中③）】68㎏ 

■女子 53㎏級 第６位 【中田 舞絢（上市中③）】75㎏ 

 

第４２回全日本大学選手権 平成２７年８月２０日～２３日 埼玉県戸田市 

ボート 

■男子 ダブルスカル 富山国際大学 第２位  

【藤谷 魁人②、中川 祥②】６分55秒42 

■女子 舵手つきクォドルプル 富山国際大学 第２位 

 【下尾 裕子④､栗山 咲樹②、木佐貫 あすか②、滝澤 明日花②、浦川 可奈子①】７分09秒48 

■男子 シングルスカル 第６位  

【影山 宏次郎（富山国際大③）】７分 34秒82 

■男子 舵手なしクォドルプル 富山国際大学 第６位  

【麻生 信吾、菊地 諒今、片平 拓巳、半沢 学人】６分 19秒32 

■男子 舵手つきフォア 富山国際大学 第６位 

 【佐藤 廉、阿部 宇杏、久保 康平、佐々木 昂大、山下 穰】６分43秒52 

■女子 舵手なしペア 富山国際大学 第６位 

【高島 珠里④、清田 春香】８分 03秒22 

 

第１５回世界陸上競技選手権大会 平成２７年８月２２日～３０日 中国北京 

■男子 50㎞競歩 第３位 【谷井 孝行（自衛隊体育学校）】３時間42分55秒 〔銅メダル〕 
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第３８回全国 JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

平成２７年８月２２日～２４日 大阪プールほか 
飛込 

■男子 ９～11歳 １ｍ板 第３位【坂田麗鳳（高岡SS能町小学校⑤）】 

■女子 14～15歳 ３ｍ板高跳び込み 第８位 【長澤 明生（芳野中③）】 

 

シンクロ 

■女子 13～15歳 デュエット 富山スイミング 第８位 

 【高井 春陽（堀川中③）、菅原 淳沙（新庄中③）】 

 

第９３回全日本ボート選手権 平成２７年９月１０日～１３日 埼玉県戸田市 

■女子 ダブルスカル 富山国際大 第１位 【下尾 裕子④、栗山 咲樹②】７分 17秒89 

■女子 舵手なしペア 富山国際大 第４位 【甲斐 可奈③、大竹 美佳③】８分５秒８９ 

飛込日本選手権 平成２７年９月２０日 東京都 

■女子 シンクロ高飛び込み 第３位  

【長澤 明生（芳野中③）、藤原ゆりの（京都立命館大）】223.56点 

■女子 １メートル板飛び込み 第８位 【長澤 明生（芳野中③）】 

 

第７０回国民体育大会 ２０１５紀の国わかやま国体  

平成２７年９月２６日～１０月６日 

陸上競技 和歌山市 

■少年男子共通 5000ｍ競歩 第１位 【山本 龍太郎（富山商業高②）】20分08秒50〔大会新〕  

■少年男子B 100ｍ 第４位 【福島 聖（富山商業高①）】10秒86 

■成年女子 10000ｍ競歩 第５位 【高山 瑞佳（新潟医療福祉大①）】46分30秒15 

 

飛び込み 大阪府門真市 

■少年女子 飛板飛込 第６位 【長澤 明生（芳野中③）】221.85点  

 

ハンドボール 和歌山市 

■少年男子 富山選抜 第２位 

【中田 凌河③、前 拓実③、高木 重太③、千葉 亮輔③、服部 流征③、大井 純哉③、駒澤 陸人

③、横山 翔太③、屋敷 拓真②、村井 達也②（以上、高岡向陵高）堀川 千寛（氷見高③）直井 怜希（富山工業高

③）】 

第１回戦 富山選抜 33－25 和歌山県 

準々決勝 富山選抜 28－27 熊本県 

準決勝  富山選抜 22－20 愛知県 

決勝   富山選抜 29－34 大分県 
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ボート 滋賀県大津市 

■少年男子 ダブルスカル 富山選抜 第１位 【江本 拓斗（八尾高③）、鎌田 拓弥（富山第一高③）】 

３分29秒42 

■少年男子 舵手つきクォドルプル 富山選抜 第２位 

 【松本 航、二本松 慎也、坂田 泰人、野口 拓巳（以上富山工業高校②）、城岸洸（富山工業高③）】 

３分19秒84 

■成年男子 ダブルスカル 富山選抜 第８位 

 【藤谷 魁人、中川 祥（以上、富山国際大②）】３分49秒 69 

■成年女子 舵手つきクォドルプル 富山選抜 第８位 

 【松岡（野原建設）、植野（日本体育大）、桜井（法政大）、浦川 可奈子（富山国際大①）】３分 55秒20 

■成年女子 ダブルスカル 富山選抜 第６位 

 【高島 珠里（富山国際大④）、栗山 咲樹（富山国際大②）】３分 59秒 11 

 

ウェイトリフティング 和歌山市 

■少年男子 105kg超級 スナッチ 第４位 【中嶋 駿太（滑川高②）】113kg 

■少年男子 105kg超級 クリーン＆ジャーク 第６位 【中嶋 駿太（滑川高②）】135kg 

■少年男子 85kg級 スナッチ 第６位 【河村 紀毅（滑川高③）】106kg 

■少年男子 85kg級 クリーン＆ジャーク 第８位 【河村 紀毅（滑川高③）】131kg 

■少年男子 77kg級 スナッチ 第８位 【加藤 楓（滑川高③）】105Kg 

 

ソフトテニス 白浜町 

■少年女子 団体 高岡西高校 第７位 

 【浅田 実那②、村井 琴音②、荒木 郁菜②、桑名 優依②、早川 日向②】 

第１回戦 高岡西高校 ２－１ 宮城県 

準々決勝 高岡西高校 ０－２ 和歌山県 

 

カヌー 日高川町 

■少年女子 スプリント 500ｍＫ２ 富山選抜 第１位 【浦田樹里（水橋高校）、中田舞絢（上市中学）】  

■少年女子 スプリント 200ｍＫ２ 富山選抜 第２位 【浦田樹里（水橋高校）、中田舞絢（上市中学）】  

 

日本ジュニア・ユース陸上選手権 平成２７年１０月１６日～１７日 愛知県 

 

ユース 

■男子 100ｍ 第2位 【福島 聖（富山商業高校①）】10秒79 

■女子 100ｍ 第７位 【朝野 夏海（水橋高校）】12秒24 

 

全日本女子選抜重量挙げ  

第７回全日本女子選抜選手権 レディースカップ  

平成２７年１１月２０日 岩手県奥州市 

■高校女子 63㎏級 第２位 【谷口 さつき（滑川高校③）】 
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第２３回 JOCジュニアオリンピックカップ 平成２８年１月９日～１０日 

フェンシング 

■男子 カデサーブル 第８位 【服部 佑紀（龍谷富山高①）】 

■女子 カデサーブル 第６位 【原 朋子（富山パレスフェンシングクラブ 庄西中③）】 

 

第７１回国民体育大会 ２０１６希望郷いわて国体 

スケート競技会 平成２８年１月２７日～１月３１日 岩手県盛岡市 

■成年女子 1500ｍ 第 1位 【田畑 真紀（ダイチ）】２分 00秒92〔大会新〕 

■成年女子 3000ｍ 第 1位 【田畑 真紀（ダイチ）】４分 18秒15 

■成年女子 3000ｍ 第４位 【門 奈津実（ダイチ）】４分 38秒 51 

■成年男子 5000ｍ 第４位 【東城 拓也（ダイチ）】６分58秒 33 

 

スキー競技会 平成２８年２月２０日～２月２３日 岩手県八幡平市 

■成年男子Ａ コンバインド 第１位 【山元 豪（早稲田大③）】 

（ジャンプ２位 得点 115.5 クロカン７位 23分06秒 09） 

■成年男子Ａ コンバインド 第４位 【山元 一馬（早稲田大①）】 

（ジャンプ１位 得点 121.5クロカン 10位 24分 05秒06） 

■少年男子 コンバインド 第８位 【山元 令壱（雄山高③）】 

（ジャンプ 23位 得点74.5クロカン１位 22分 55秒05） 

■成年男子Ｂ クロスカントリー クラシカル 第８位 【藤田 紘基（石動高 教）】28分36秒 09 

■少年男子 クロスカントリー クラシカル 第３位 【山下 陽暉（南砺平高②）】26分23秒07 

■少年女子 ジャイアントスラローム 第１位 【井林 奏子（富山第一高③）】１分 16秒 00 

■少年男子 クロスカントリー 40kmリレー 富山選抜 第７位 

【宮木 凌（雄山高③）、山下 陽暉（南砺平②）、宮木 海（雄山①）、石元 蓮（富山第一①）】１時間 39分44秒05 

■女子 クロスカントリー 20kmリレー 富山選抜 第５位 

【浅地 李佳、林 明日香（以上南砺平高③）、小千田 晴海（日本体育大①）、広瀬 悠（雄山高①）】56分 35秒05 

 

第９４回全日本スキー選手権 平成２８年１月２８日 山形県 

クロスカントリー競技 

■女子 チームスプリント・フリー 南砺平高校 第８位 

 【浅地 李佳③、林 明日香③】24分20秒39 

■女子 チームスプリント・フリー 日本大学A 第３位 【小千田 晴海】 

 

スキー全国高校選抜大会 平成２８年２月２７日 長野県野沢温泉村 

■男子 10㎞クラシカル 第１位 【山下 陽暉（南砺平高②）】27分47秒09 

■男子 15㎞フリー 第１位 【山下 陽暉（南砺平高②）】38分22秒01 

■女子 10㎞ 第４位 【林 明日香（南砺平高③）】28分52秒04 

■男子 複合 第９位 【山元 令壱（雄山高校③）】飛躍16位66.5点 距離４位 31分09秒02 
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全日本学生スキー選手権大会 平成２８年２月２８日 秋田県鹿角市 

■男子 １部複合 第３位 【山元 一馬（早稲田大①）】飛躍１位、距離８位 

 

平成２７年度全国高等学校選抜大会  

ホッケー 平成２８年３月２６日～３０日 岐阜県各務原 

■女子 石動高校 第１位 

 【東 良奈②、小倉 結香②、辻谷 日菜②、松 郁実②、前田 望来②、深田 麻実子②、大門 あすか②、 

吉野 羽奏②、中島理子①、髙島 瑠唯①、竹島 萌江①、竹端 万結①、長谷川 彩夏①、中嶋 葵①】 

 

第１回戦 石動高校 ５－０ 岐阜総合学園高校（岐阜県） 

準々決勝 石動高校 ３－１ 天理高校（奈良県） 

準決勝  石動高校 １－０ 今市高校（栃木県） 

決勝   石動高校 １－０ 岐阜各務野高校（岐阜県） 

 

ウェイトリフティング 平成２８年３月２６日～２８日 石川県金沢市 

■女子 75㎏級 第２位 【星名 紗耶香（滑川高②）】  

■男子 105㎏超級 第３位 【中嶋 駿太（滑川高②）】 

 

ボート 平成２８年３月１９日～２１日 静岡県浜松市 

■男子 ダブルスカル 富山工業高 第４位  

【二本松 慎也、坂田 泰人（富山工業②）】 

■女子 舵手つきクォドルプル 八尾高 第８位  

【若林 優衣②、大郷 礼美②、吉田 みなみ②、中島 三咲②、谷内 香月①】 

 

ソフトテニス 平成２８年３月２８日～３０日 愛知県 

■女子 高岡西高 第５位 

 【浅田 実那②、荒木 郁菜②、桑名 優依②、竹越 世奈②、長尾 沙耶②、早川 日向②、村井 琴音②、 

山崎 結貴①】 

第２回戦 高岡西高校 ３－０ 花巻南高校（岩手県） 

準々決勝 高岡西高校 ２－０ 白鷗大足利（栃木県） 

準決勝  高岡西高校 ０－２ 福知山成美（京都府） 

 

 

 


