
順位 № 種別 種目 氏名 競技得点

1 水泳 競泳 成年男子 100m背泳ぎ 長谷川純矢 8.0

2 ボクシング 成年男子 ライトフライ 坪井　智也 8.0

3 ボクシング 成年男子 ライト 木村蓮太朗 8.0

4 レスリング 成年男子 フリースタイル 125kg級 山本　泰輝 8.0

5 レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル96kg級 山本　壮汰 8.0

6 弓道 成年女子 遠的 静岡県 24.0

7 弓道 成年女子 近的 静岡県 24.0

8 陸上競技 成年女子 走高跳 山本　愛純 7.0

9 陸上競技 少年女子B 走幅跳 中津川亜月 7.0

10 水泳 競泳 成年男子 4×100mメドレーリレー 静岡県 7.0

11 水泳 競泳 少年男子Ｂ 400m自由形 高野　裕也 7.0

12 レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル50kg級 佐々木　航 7.0

13 卓球 少年男子 団体 静岡県 21.0

14 馬術 成年女子 標準障害飛越 川口　雅美 7.0

15 カヌー スプリント 成年女子 カヤックシングル500m 大村　朱澄 7.0

16 カヌー スプリント 成年女子 カヤックシングル200m 大村　朱澄 7.0

17 銃剣道 成年男子 団体 静岡県 21.0

18 陸上競技 成年少年男子共通 4×100mR 静岡県 6.0

19 水泳 競泳 少年男子Ａ 200m背泳ぎ 松本　周也 6.0

20 サッカー 女子 団体 静岡県 48.0

21 ボクシング 成年男子 ウェルター 牧野　拓矢 5.5

22 ボクシング 成年女子 フライ 河野　沙捺 5.5

23 バレーボール 成年男子 団体 静岡県 30.0

24 バスケットボール 少年男子 団体 静岡県 27.5

25 レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル59kg級 鈴木　絢大 5.5

26 レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル66kg級 澤田夢有人 5.5

27 レスリング 成年男子 グレコローマンスタイル85kg級 西山　慎吾 5.5

28 レスリング 少年男子 フリースタイル 60kg級 堤　　泰樹 5.5

29 レスリング 少年男子 フリースタイル120kg級 菊地　野歩 5.5

30 レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル55kg級 手塚　直巳 5.5

31 軟式野球 成年男子 団体 静岡県 48.0

32 馬術 成年男子 総合馬術 佃　日出彦 6.0

33 アーチェリー 少年女子 団体 静岡県 18.0

34 空手道 少年女子 組手個人 谷沢　純香 6.0

35 陸上競技 成年男子 10000mW 川野　将虎 5.0

36 陸上競技 少年男子A 100m 鈴木　涼太 5.0

37 水泳 競泳 成年男子 200m個人 メドレー 藤森　丈晴 5.0

38 水泳 競泳 成年男子 100m平泳ぎ 藤森　太将 5.0

39 水泳 飛込 成年男子 高飛込 萩田　拓馬 5.0

40 ボート 少年女子 舵手つきクオドルプル 静岡県 25.0

41 新体操 少年女子 団体 静岡県 25.0

42 馬術 成年男子 ダービー競技 佃　日出彦 5.0

43 馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 人見　尚樹 5.0

44 剣道 少年男子 団体 静岡県 25.0

45 陸上競技 成年男子 走幅跳 松原　　奨 4.0

46 陸上競技 成年女子 100mH 藤森　菜那 4.0

47 陸上競技 少年男子A ハンマー投 殿岡　正吉 4.0

48 陸上競技 少年女子Ｂ 砲丸投 鈴木　由羅 4.0
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49 水泳 競泳 少年男子Ａ 200m バタフライ 小林拓 4.0

50 サッカー 少年男子 団体 静岡県 20.0

51 レスリング 女子 フリースタイル 53kg級 水口　瑠子 2.5

52 レスリング 少年男子 グレコローマンスタイル66kg級 堤　　滋樹 2.5

53 レスリング 少年男子 フリースタイル74kg級 丸山　純樹 2.5

54 馬術 成年男子 六段障害飛越 渡邉　智之 2.0

55 ライフル射撃 成年男子 10mAP60m 槙山　博登 4.0

56 アーチェリー 成年女子 団体 静岡県 12.0

57 空手道 成年女子 形個人 中川　来望 2.5

58 空手道 少年男子 組手個人 伊藤　颯輝 2.5

59 陸上競技 成年女子 100m 渡邉ひかる 3.0

60 水泳 競泳 成年女子 100m バタフライ 菊地　愉友 3.0

61 水泳 飛込 成年女子 高飛込 内藤帆乃夏 3.0

62 セーリング 成年男子 レーザー級 北村勇一朗 3.0

63 セーリング 少年女子 レーザー ラジアル級 三浦　凪砂 3.0

64 馬術 成年女子 自由演技馬場馬術 桜井亜須歌 3.0

65 馬術 少年 リレー競技 神谷耕太郎・西塚丈二 3.0

66 ライフル射撃 成年男子 50m×3×40m 勝岡　弘幸 3.0

67 ライフル射撃 成年男子 10mP60m 川原　智志 3.0

68 ボウリング 少年女子 団体 静岡県 9.0

69 陸上競技 成年女子 5000m 清田　真央 2.0

70 陸上競技 成年女子 棒高跳 鈴木　里菜 1.5

71 水泳 競泳 成年男子 200mフリー リレー 静岡県 2.0

72 水泳 競泳 少年男子Ａ 800mリレー 静岡県 2.0

73 水泳 競泳 少年女子Ａ 400mリレー 静岡県 2.0

74 水泳 飛込 少年男子 飛板飛込 山田　周汰 2.0

75 水泳 飛込 少年男子 高飛込 山田　周汰 2.0

76 ウエイトリフティング 成年男子 94㎏級スナッチ 平岡　勇輝 2.0

77 ウエイトリフティング 成年男子 94㎏級 クリーン＆ジャーク 平岡　勇輝 2.0

78 カヌー スプリント 少年男子 カヤック シングル500 小野島　海 2.0

79 陸上競技 少年女子Ｂ 800m 仲子　綾乃 1.0

80 水泳 競泳 成年男子 100m自由形 小松　　巧 1.0

81 水泳 競泳 少年女子Ａ 100m自由形 望月　絹子 1.0

82 水泳 飛込 成年女子 飛板飛込 内藤帆乃夏 1.0

83 自転車 少年男子 スプリント 長田　龍拳 1.0

84 ライフル射撃 少年男子 BRS30JM 和泉　　響 1.0

85 銃剣道 少年男子 団体 鳥居・白木・勝又 3.0

86 ボウリング 少年男子 個人 植松　智之 1.0
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