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～中学生の部～ 

第３６回全日本中学選手権競漕大会      平成２８年７月２３日～２４日 

ボート 石川県津幡市 

■男子 舵付きクオドルプル 第４位 楡原中学校 

【岸懸 利喜③、田口 柊陽②、槻 祐輔③、塚本 琳太③、佐藤 柊弥②】3分 39秒 33 

■女子 ダブルスカル 第８位 楡原中学校【桐山 未涼③、吉野 雪乃③】4分 22秒 84 

全国中学校体育大会               平成２８年８月２０日～８月２２日 

バレーボール 富山県 

■女子 第５位 呉羽中学校 

【松井 彩乃③、宮脇 妃世③、岡田 紗奈③、鷲山 真於③、藏 秋穂③、本安 彩③、下村 梨乃③、 

石塚 天乃③、中島 光希②、野原 舞音②、冨田 涼香②】 

１回戦  呉羽中学校 ２－０ 尚学館中学校（宮崎県） 

２回戦  呉羽中学校 ２－１ 蒲町中学校（宮城県） 

準々決勝 呉羽中学校 ０－２ 可部中学校（広島県） 

陸上競技 千葉県 総合スポーツセンター 

■女子 800ｍ 第５位【根塚 みのり（堀川中学校③）】2 分 14 秒 88 

新体操 福井県福井市 

■女子 団体 第４位 庄西中学校 13.800 

【佐々木 愛③、石川 りりか③、鶴澤 優紀③、砂道 優花③、山井 柚奈②、稲葉 亜依②、水野 紗彩①、

藤井 乃愛②】 
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第２４回全国中学校駅伝大会              平成２８年１２月１８日 

陸上競技（駅伝） 滋賀県希望ヶ丘文化公園 

■女子 第５位 堀川中学校 42分 11秒 

【根塚 みのり③（区間７位）、柳樂 あずみ①、中村 さくら③、飯山 藍佳③（区間４位）、中才 茉子①】 

第５４回全国中学校スキー大会           平成２９年２月２日～５日 

クロスカントリー山形県真川町 

■男子 20kmリレー 富山選抜 第８位 59分 55秒 2 

【長谷 怜信②（平中学校）、花田 樹③（大沢野中学校）、山﨑 奏空③（城端中学校）、髙田 道希③（平中学校）】 

■女子 12kmリレー 富山選抜 第８位 40分 40秒 0 

【稲塚 麻衣②（城端中学校）、宮木 真帆③（大沢野中学校）、山本 和加子①（城端中学校）、多賀 那奈②（上滝

中学校）】 

 

～高校生の部～ 

第１８回全国高等学校女子ウェイトリフティング競技選手権大会 

ウェイトリフティング 北九州市               平成２８年７月１７日～１８日 

■女子 75㎏級 第４位【星名 沙耶香（滑川高校③）】スナッチ 69 ㎏、ジャーク 86㎏、トータル 155㎏ 

平成２８年度全国高等学校総合体育大会 平成２８年７月２８日～８月２０日 

陸上競技 岡山県 

■男子 5000ｍ競歩 第１位 【山本 真二郎（富山商業高③）】20 分 14 秒 63〔大会新〕  

■男子 1500ｍ 第４位 【河上 雄哉（富山商業高校③）】3 分 49 秒 38 

■女子 100ｍ 第７位 【朝野 夏海（水橋高校③）】12 秒 23 
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ウェイトリフティング 岡山県 

■男子 学校対抗戦 第１位 滑川高校〔初優勝〕54 点 

【髙場 大樹②、中陳 省吾③、山下 龍太③、中嶋 駿太③、山崎 颯介③、谷川 純太朗③、髙瀬 一晃②、 

村上 堅信②、寺澤 寿喜③、花木 航大②】 

■男子 105kg 超級 第３位 【中嶋 駿太（滑川高校③）】トータル 280 ㎏ 

■男子 105kg 級 第４位 【村上 堅信（滑川高校②）】トータル 261 ㎏ 

■男子 62kg 級 第 4 位 【山下 龍太（滑川高校③）】トータル 223 ㎏ 

■男子 69kg 級 第７位 【谷川 純太朗（滑川高校③）】トータル 236 ㎏ 

■男子 77kg 級 第８位 【寺澤 寿喜（滑川高校③）】トータル 241 ㎏ 

カヌー 山口県中山湖 

■女子 K-2 500ｍ 第１位 水橋高校【浦田 樹里②、中田 舞絢①】2 分 6 秒 418〔初優勝〕 

■女子 K-2 200ｍ 第１位 水橋高校【浦田 樹里②、中田 舞絢①】43 秒 298〔３年ぶり３回目〕 

■女子 K-1 500ｍ 第２位 【浦田 樹里（水橋高校②）】2 分 15 秒 354 

■女子 K-1 200ｍ 第２位 【浦田 樹里（水橋高校②）】45 秒 978 

■女子 女子学校対抗 第２位 水橋高校【浦田 樹里②、中田 舞絢①】 

水泳競技 広島県福山市 

■女子 ３ｍシンクロ飛込 第１位 【長澤 明生（富山国際大学付属高校①）】190.17 点 

■女子 高飛込 第６位 【長澤 明生（富山国際大学付属高校①）】412.00 点 

■女子 総合 第８位 富山国際大学付属高校 

ボート 島根県雲南市 

■男子 ダブルスカル 第２位 富山工業高校【坂田 泰人③、二本松 慎也③】3 分 41 秒 99 

■男子 シングルスカル 第４位 【野口 拓巳（富山工業高校③）】4 分 12 秒 43 
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ソフトテニス 岡山県 

■女子 団体 第３位 高岡西高校 

【浅田 実那③、村井 琴音③、荒木 郁菜③、竹越 世奈③、桑名 優依③、早川 日向③、長尾 沙耶③、 

山崎 結貴②】        第２回戦 高岡西高校３－０田村（福島県） 

第３回戦 高岡西高校２－０星野（埼玉県） 

準々決勝 高岡西高校２－０昭和学院（千葉県） 

準決勝  高岡西高校１－２文大杉並（東京都） 

ハンドボール 山口県 

■男子 第５位 高岡向陵高校 

【福島 悠太③、村井 達也③、平井 亮多③、小塚 圭太③、河原 拓人③、辻 卓斗③、島津 耕陽③、 

長峯 崇志②、屋敷 拓真③、山田 翔太③、山田 雄介②、村 優希②、村本 龍斗①、大西 直也②、】 

第１回戦 高岡向陵高校 40－22徳島市立（徳島県） 

第２回戦 高岡向陵高校 34－24紀北農芸（和歌山県） 

第３回戦 高岡向陵高校 31－22浦和学院（埼玉県） 

準々決勝 高岡向陵高校 22－31大分（大分県） 

ホッケー 鳥取県 

■女子 第５位 石動高校 

【中島 理子②、東 良奈③、小倉 結香③、大門 あすか③、辻谷 日菜③、松 郁実③、前田 望来③、 

吉野 羽奏③、髙島 瑠唯②、竹島 萌江②、深田 麻実子③、竹端 万結②、長谷川 彩夏②、 

多田 みなみ②、西永 空①】 

２回戦   石動高等学校６－０ 巨摩高等学校（山梨県） 

準々決勝  石動高等学校１－２ 八頭高等学校（鳥取県） 

 

 



14 

 

日本カヌースプリントジュニア選手権大会 

 山梨県富士河口湖町精カヌー競技場          平成２８年８月１９日～２２日 

■女子 500ｍＷＫ-１ 第１位【浦田樹里②（水橋高校）】2分 4秒 526 

■女子 500ｍＷＫ-２ 第１位【浦田樹里②、中田舞絢①（水橋高校）】1分 57秒 594 

■女子 200ｍＷＫ-１ 第１位【浦田樹里②（水橋高校）】48秒 399  

■女子 200ｍＷＫ-２ 第１位【浦田樹里②、中田舞絢①（水橋高校）】45秒 282 

第１２回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会 

石川県小松市                         平成２８年９月９日～１１日 

■女子 1000ｍＷＫ-１ 第７位【中田舞絢①（水橋高校）】4分 41秒 990 

■女子 1000ｍＷＫ-２ 第１位【浦田樹里②、中田舞絢①（水橋高校）】4分 21秒 159 

■女子 500ｍＷＫ-１ 第 1位【浦田樹里②（水橋高校）】２分 11秒 636 

■女子 500ｍＷＫ-２ 第３位【浦田樹里②、中田舞絢①（水橋高校）】2分 00秒 585 

日本ジュニア・ユース陸上選手権    平成２８年１０月２１日～１０月２３日 

陸上競技 愛知県名古屋市 

■男子 ユース(Ｕ１８)100ｍ 第３位【福島 聖（富山商業高校②）】10秒 63 

■男子 ユース(Ｕ１８)やり投げ 800ｇ 第６位【森 琢人（高岡南高校②）】60ｍ61 

■男子 ユース(Ｕ１８)4×100ｍリレー 第７位 富山商業高校 

【中舘 洋志、吉田 貴一朗、飛山 大河②、福島 聖②】41秒 82 

全日本クロスカントリー音威子府大会   平成２８年１２月２６日～２７日 

クロスカントリー 北海道音威子府 

■男子 クラシカル 10km 第１位【山下 陽暉（南砺平高校③）】35分 17秒 4［初優勝］ 

■男子 フリー10km 第３位【山下 陽暉（南砺平高校③）】32分 18秒 2 
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第６６回全国高校スキー大会             平成２９年２月２日～６日 

クロスカントリー群馬県 

■男子 フリー10km 第２位【広瀬 崚（雄山高校①）】28分 54秒 2 

 

～一般・大学～ 

第３８回全日本軽量級選手権           平成２８年５月２７日～２９日 

ボート埼玉県戸田市 

■女子 シングルスカル 第１位【栗山 咲樹（富山国際大学③）】8 分 35 秒 03 

■女子 ダブルスカル 第７位 富山国際大学【滝澤 明日花③、木佐貫 あすか③】7分 58秒 08 

■男子 ダブルスカル 第５位 富山国際大学【佐藤 廉③、久保 康平②】7分 29秒 60 

 第６６回全日本社会人選手権大会         平成２８年７月２日～３日 

ボート埼玉県戸田市 

■女子 シングルスカル 第６位 【野呂 瑞季（陽進堂）】8分 28秒 33 

第４３回全日本大学選手権            平成２８年９月２２日～２５日 

ボート 埼玉県戸田市 

■男子 ダブルスカル 第 1位 富山国際大学【中川 祥③、菊池 諒今④】6分 47秒 66 

■男子 舵なしクオドルプル 第４位 富山国際大学 

【久保 康平②、佐藤 廉③、阿部 宇杏③、麻生 信吾④】6分 28秒 85 

■女子 ダブルスカル 第４位 富山国際大学【村 恵里佳③、佐藤 愛美①】7分 51秒 14 

■女子 舵付きクオドルプル 第５位 富山国際大学 

【滝澤 明日花③、栗山 咲樹③、中島 茉莉愛①、木佐貫 あすか③、浦川 可奈子③】7分 14秒 64 

■女子 舵手なしペア 第７位 富山国際大学【清田 春香③、佐伯 美空】8分 15秒 61 
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全日本距離別選手権大会               平成２８年１０月２１日～２３日 

スピードスケート 長野県 

■男子 3000ｍ 第１位【東城 拓也（ダイチ）】3分 51秒 48 

2016 カヌースラローム・ワイルドウォータージャパンカップ最終戦 

平成２８年１０月２３日 

カヌー 

■男子 スラロームＫ-１ 第８位【佐伯 雄太郎（チロル）】1分 45秒 27 107.27ポイント 

■女子 スラロームＫ-１ 第７位【荒城 祐佳（早稲田大学④）】2分 7秒 79 133.79ポイント 

第 94 回全日本選手権            平成２８年１１月１０日～１１月１３日 

ボート 埼玉県戸田市 

■女子 シングルスカル 第１位【栗山 咲樹（富山国際大学②）】8分 06秒 79［初優勝］ 

■男子 舵なしクオドルプル 第４位 富山国際大学 

【中川 祥③、佐藤 廉③、久保 康平②、阿部宇杏③】6分 22秒 68 

■男子シングルスカル 第８位【佐々木 昂大④（富山国際大学）】7分 38秒 29 

■女子 舵なしペア 第２位 富山国際大学【木佐貫 あすか③、清田 春香③】7分 52秒 98 

■女子 エイト 第２位 陽進堂 

【野呂 瑞季（陽進堂）、栗山 咲樹③、滝澤 明日花③、木佐貫 あすか③、浦川 可奈子③（富山国際大学）、 

植野 未久、徳田 朱里、吉川 仁恵、坂井 理夏（日体大）】7分 07秒 26 

■女子 エイト 第７位 富山国際大学 

【中島茉莉愛①、吉田結友①、佐藤愛美①、大竹美佳、金子日都美、藤田美香、杉田さくら、坂本

茉奈美】7分 19秒 07 

■女子 ダブルスカル 第６位 富山国際大学【滝澤 明日花③、中島 茉莉愛①】7分 53秒 14 
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2015／2016 ジャパンカップスピードスケート競技会 

スピードスケート 

第１戦  平成２８年１１月１１日～１３日  

■女子 1000ｍ 第５位【辻仲 杏奈（ダイチ）】1分 20秒 93 

第２戦  平成２８年１１月２６日～２７日 

■女子 1000ｍ 第８位【辻仲 杏奈（ダイチ）】1分 23秒 13 

全日本コンバインド大会                 平成２８年１２月２５日 

ノルディックコンバインド 北海道名寄市 

■男子 第３位【山元 豪（早稲田大学④）】116ポイント（3位）／26分 31秒 8（5位） 

 

～国 体～ 

第 71 回国民体育大会              平成２８年１０月１日～１０月１１日 

陸上競技 岩手県北上市 

■成年男子 10000ｍ競歩 第５位 【谷井 孝行（自衛隊体育学校）】40 分 30 秒 98 

■成年女子 5000ｍ競歩 第３位 【高山 瑞佳（新潟医療福祉大学②）】22 分 20 秒 36 

■少年男子共通 5000ｍ競歩 第１位 【山本 龍太郎（富山商業高校③）】19 分 56 秒 66［大会新記録］ 

水泳競技 岩手県盛岡市 

■少年男子（水球） 第３位 富山選抜 

【相山 紘夢③、日又 悠輔③、高井 一樹③、北山 雅也③、眞田 海伸②、稲場 悠介①、伊井 大弥①、 

嶋田 翔斗①（富山北部高校）、マルテンス 飛明日③、浅野 夏樹①（富山東高校）、大島 璃久①（富山第一高

校）】 

１回戦     富山選抜 １６－３ 鳥取県（鳥取中央育英） 
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準々決勝    富山選抜 １２－６ 山形県（山形工業） 

準決勝     富山選抜 ８－１８ 埼玉県（秀明英光） 

３、４位決定戦 富山選抜 １１－５ 東京都（選抜） 

■少年女子（シンクロ） デュエット 富山選抜 第７位 

【室木 瑞帆（富山いずみ高校③）、高井 春陽（富山南高校①）】 

テクニカル 75.4116 点／フリー    76.9000 点         最終得点  152.3116 点 

ボート 岩手県花巻市 

■成年女子 舵手つきクオドルプル 富山選抜 第５位 3分 36秒 37 

【栗山 咲樹③、中島 茉莉愛①、滝澤 明日花③、木佐貫 あすか③、浦川 可奈子③（富山国際大学）】 

■少年男子 ダブルスカル 富山選抜 第３位 

【二本松 慎也③、坂田 泰人③（富山工業高校）】3 分 22 秒 36 

■成年男子 舵つきフォア 富山選抜（今年度指定外選手） 第 4位 

■成年女子 ダブルスカル 富山選抜（今年度指定外選手） 第 7位 

■男女 総合 第８位 富山県 

ホッケー 岩手県岩手町 

■少年男子 富山県 第２位 

【荒谷 惇之介③、折田 開都③、柴田 翔哉③、長谷川 拓馬③、細川 由博③、松本 樹貴③、米田 一

輝②、坂田 理千翔②、沼田 玲温②、沼田 空②、河邉 皓星②、酒井 祥司②、浦島 航大②（石動高校）】 

準々決勝 富山県 １－１ 山梨県 

        ＳＯ（３－２） 

準決勝   富山県 １－１ 岩手県 

        ＳＯ（８－７） 

決勝    富山県 １－２ 岐阜県 

■少年女子 第３位 富山県 

【東 良奈③、辻谷 日菜③、前田 望来③、小倉 結香③、松 郁実③、深田 麻実子③、大門 あすか③、 
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吉野 羽奏③、中島理子②、髙島 瑠唯②、竹島 萌江②、西永 空①、但田 実玖①（石動高校）】 

準々決勝   富山県 ３－１ 北海道 

準決勝    富山県 ０－０ 岩手県 

        ＳＯ（２－３） 

３位決定戦  富山県 ４－０ 山形県 

ウェイトリフティング 岩手県奥州市 

■少年男子 105㎏超級スナッチ 第３位【中嶋 駿太（滑川高校③）】122㎏ 

■少年男子 105㎏超級クリーン＆ジャーク 第３位【中嶋 駿太（滑川高校③）】161㎏ 

■少年男子 85㎏級スナッチ 第５位【村上 堅信（滑川高校②）】114㎏ 

■少年男子 85㎏級クリーン＆ジャーク 第８位【村上 堅信（滑川高校②）】141㎏ 

ソフトテニス 岩手県北上市 

■少年女子 第７位 富山県 

【浅田 実那③、荒木 郁菜③、村井 琴音③、桑名 優依③、早川 日向③（高岡西高校）】 

２回戦        富山県 ２－１ 大阪府 

準々決勝       富山県 １－２ 東京都 

５～８位決定予備戦  富山県 １－２ 鹿児島県 

７、８位決定戦    富山県 ２－０ 京都府 

カヌー 岩手県盛岡市 

■成年男子 スラローム K-1(25 ｹﾞｰﾄ) 第６位【佐伯 雄太郎（チロル）】99秒 28 

■成年男子 スラローム K-1(15 ｹﾞｰﾄ) 第４位【佐伯 雄太郎（チロル）】73秒 67 

■成年女子 スラローム K-1(25 ｹﾞｰﾄ) 第６位【荒城 祐佳（早稲田大学④）】130秒 89 

■成年女子 スラローム K-1(15 ｹﾞｰﾄ) 第６位【荒城 祐佳（早稲田大学④）】96秒 88 

■少年女子 スプリント K-2(500m) 第１位 

【浦田 樹里（水橋高校②）、中田 舞絢（水橋高校①）】1分 58秒 634 
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■少年女子 スプリント K-2(200m) 第４位 

【浦田 樹里（水橋高校②）、中田 舞絢（水橋高校①）】51秒 173 

 

国民体育大会冬季大会             平成２９年１月２７日～２月１７日 

スピードスケート 長野県長野市 

■成年男子 5000m 第４位【東城 拓也（ダイチ）】6分 22秒 80 

■成年男子 1500m 第７８位【東城 拓也（ダイチ）】タイムなし 

クロスカントリー（クラシカル） 

■成年男子Ｂ 第４位【松原 賢（㈱松井製材所）】29分 57秒 9 

■成年男子Ｂ 第８位【藤田 紘基（石動高校(教)）】30分 35秒 1 

クロスカントリー（リレー） 

■成年男子 第７位 富山選抜 1時間 45分 45秒 7 

【島田 正叡（明治大学④）、竹原 義之（日本大学②）、松原 賢（㈱松井製材所）、藤田 紘基（石動高校(教)）】 

■少年男子 第８位 富山選抜 1時間 48分 53秒 7 

【川除 大輝①、広瀬 崚①、宮木 海②（雄山高校）、山下 陽暉③（南砺平高校）】 

■女子 第６位 富山選抜 58分 27秒 4 

【広瀬 悠②（雄山高校）、宮木 真帆③（大沢野中学校）、小千田 晴海②、林 明日香①（日本大学）】 

コンバインド 

■成年男子 第３位【山元 豪（早稲田大学④）】 94m（1位）／29分 31秒 9（６位） 
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～国際大会及び選手の海外派遣～ 

第９回アジアカヌースラローム選手権大会 兼 ２０１６リオデジャネイロオ

リンピックカヌースラロームアジア大陸最終選考会平成２８年４月２２日～２４日 

カヌー 富山市八尾町井田川カヌー場 

■男子 カヤックシングル 第１４位 【佐伯 雄太郎（チロル）】 

■女子 カヤックシングル 第１５位【荒城 祐佳（早稲田大学④）】 

２０１６世界競歩チーム選手権大会       平成２８年５月２日～１０日 

陸上競技イタリア ローマ 

■男子 ジュニア 10km競歩 第９位【山本 龍太郎（富山商業高校③）】41分 37秒 

第４回東アジア U22 選手権大会          平成２８年７月３日～１１日 

ハンドボール中国 蘇州 

■女子 第３位 日本【金山 桃歌（高岡向陵高校②）】 

世界ジュニアシンクロナイズドスイミング       平成２８年７月９日～１３日 

シンクロナイズドスイミング ロシア カザン 

■女子 チーム競技 第２位【室木 瑞帆（いずみ高校③）】 

■女子 フリーコンビネーション 第３位【室木 瑞帆（いずみ高校③）】 

2016 カヌースラロームジュニア・U23 世界選手権大会 

カヌー ポーランドクラコー                 平成２８年７月１３日～１７日 

■男子 カヤックシングル 第４９位 【佐伯 雄太郎（チロル）】88秒 75   
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第１６回 U２０世界陸上競技選手権大会    平成２８年７月１３日～２６日 

陸上競技ポーランド ビドゴシチ 

■男子 10km競歩 第２５位【山本 龍太郎（富山商業高校③）】43分 14秒 19 

第６回女子ユース世界選手権大会       平成２８年７月１６日～８月２日 

ハンドボールスロバキア ブラティスラバ 

■女子 第１７位 日本【金山 桃歌（高岡向陵高校②）】 

２０１６リオデジャネイロオリンピック      平成２８年８月２０日 

陸上競技 

■５０ｋｍ競歩 14位 【谷井 孝行（自衛隊）】3時間 51分 0秒 

２０１６世界ユース選手権大会        平成２８年８月２８日～９月４日 

水球モンテネグロ ポトゴリッツァ 

■男子 第１１位 日本【マルテンス 飛明日（富山東高校③）、稲葉 悠介（富山北部高校①）】 

2016 カヌーオリンピックホープス大会  平成２８年９月１６日～２７日 

カヌーハンガリー セゲド 

女子 K―2000 年生まれの部 

■女子 200ｍ 準決勝７位【中田 舞絢（水橋高校①）】49秒 111 

■女子 500ｍ 準決勝９位【中田 舞絢（水橋高校①）】2分 13秒 029 

■女子 1000ｍ 準決勝７位【中田 舞絢（水橋高校①）】4分 44秒 486 

第４回 U１８女子ホッケーアジアカップ   平成２８年１２月１２日～２４日 

ホッケータイ バンコク 

■女子 第２位 日本【髙島 瑠唯②、松 郁実③、深田 麻実子③（石動高校）】 
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カデサーキット・スロバキア   平成２９年１月１４日～１５日 

フェンシング スロバキア共和国 ブラチスラヴァ 

■男子 服部 佑紀【龍谷富山高校②】１２２位 

■女子 永井 杏奈 【富山市立芝園中③富山パレス】１４８位 

第２８回ユニバーシアード冬季競技大会   平成２９年１月２８日～２月８日 

スピードスケート カザフスタン アルマトイ 

■女子 3000m 第２位【高橋 菜那（ダイチ）】4分 27秒 68 

■女子 1500m 第２位【高橋 菜那（ダイチ）】2分 06秒 35 

■女子 チームパシュート 第３位【高橋 菜那（ダイチ）】3分 18秒 15 

ノルディック複合 

■男子 個人ジャンプノーマルヒル／クロスカントリー10km第５位【山元豪（早稲田大学④）】 

230.9ｍ／25分 10秒 4 

2017 ノルディックジュニア世界選手権大会平成２９年１月３０日～２月５日 

クロスカントリースキー アメリカユタ州 ソルジャーホロー 

■スプリントクラシカル （１月３０日） ５５位 【山下 陽暉 （南砺平高校③）】 

■１０ｋｍ フリー （２月１日）  ５４位 【山下 陽暉 （南砺平高校③）】 

■スキーアスロン  （２月３日） ３４位 【山下 陽暉 （南砺平高校③）】 

 

 

 

 


