
男子総合 3位

＊団体の部＊
２　位
３　位

＊個人の部＊
陸 上 男子100m 2位 C3 喜多　健士郎

男子200m 優勝 E2 本田　聖人

男子200m 2位 C3 喜多　健士郎

男子400m 優勝 E2 本田　聖人

男子400m 2位 M3 山室　勇葵

男子８00m 3位 M3 阿部　真央

男子1500m 2位 E１ 田中　優真

男子5000m 3位 M2 宮本　祥吾

E２，C3 本田　聖人，鍋島　一星

C３，M５ 喜多　健士郎，大久保　匠

E２，C3 本田　聖人，鍋島　一星

M３,  C３ 山室　勇葵，喜多　健士郎

男子走幅跳 2位 C3 鍋島　一星

男子三段跳 3位 M1 田部　日南太

男子やり投 優勝 C5 砂原　功武

女子800m 優勝 C３ 河原　茉世

女子走幅跳 3位 E3 千葉　仁湖

卓　球 女子ダブルス 3位 M1,M3 坂東　朋，坂東　優

バドミントン 男子シングルス 2位 M3 種田  陸人

男子シングルス 3位 M4 中田  龍良

男子ダブルス 2位 M2,M3 舘山、種田

女子シングルス 2位 M1 舘山  咲慧

水　泳 男子50m自由形 3位 M3 岡部　渓太

男子2０0m自由形 優勝 M3 岡部　渓太

男子100m背泳ぎ 2位 M3 今井　亮一

男子２00m背泳ぎ 優勝 M4 高井　紅弥

男子２00m背泳ぎ 3位 M３ 山﨑　莉央

男子１００ｍバタフライ 2位 M3 牧野　竜也

男子２００ｍバタフライ 優勝 M3 牧野　竜也

男子200m個人メドレー 優勝 M4 高井　紅弥

男子800m自由形 優勝 M4 山﨑　莉央

M３，M４ 山﨑　莉央，高井　紅弥

M3,M3 牧野　竜也，今井　亮一

M３，M４ 山﨑　莉央，高井　紅弥

M3,M3 牧野　竜也，今井　亮一

剣　道 男子個人 2位 E3 金森　貴陽

女子個人 2位 C１ 平林　凛子

柔　道 男子無差別級 優勝 M５ 河本　零士朗

男子無差別級 2位 C４ 長田　修治

女子52kg級 優勝 M1 野呂　ひかり

女子52kg級 2位 M4 高田　美咲
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バスケットボール男子，野球，卓球男子，卓球女子，水泳，剣道女子

陸上，ハンドボール，バレーボール男子，テニス女子，バドミントン男子，剣道男子， 柔道男子

男子4×100mリレー 優勝

男子4×100mメドレーリレー

2位

男子4×400mリレー 優勝

2位

男子400mメドレーリレー



総合 ２位

女子総合 優勝

＊団体の部＊
優勝
２　位

３　位

＊個人の部＊
陸　上 男子100m 3位 I5 藤城　卓馬

男子砲丸投 優勝 S2 寺崎　耀

男子砲丸投 3位 I4 大谷　祐貴

男子円盤投 優勝 S2 寺崎　耀

I5，S4 藤城　卓馬，坂野　耀真，

I3，I4 中嶋　永大，野　蓮

女子100m 2位 I5 関藤　瑞紀

女子100m 3位 K2 横山　実日子

女子800m 2位 S4 梅村　彩

女子800m 3位 K1 檜谷　洸

女子砲丸投 2位 I5 直井　保乃花

女子砲丸投 3位 S4 梅村　彩

女子走幅跳 2位 I5 直井　保乃花

テニス 男子シングルス 優勝 I3 青木　陽哉

男子シングルス 3位 I4 大毛利　寛太

男子ダブルス 優勝 I3，I3 青木　陽哉，山田　理貴

男子ダブルス 2位 I4，S3 大毛利　寛太，摺崎　壱成

男子ダブルス 3位 I5，K5 村上　凌，柿谷　蒼

女子シングルス 2位 K4 鍛冶谷　朱里

女子ダブルス 2位 K4，K3 鍛冶谷　朱里，小野　葵

卓球 男子ダブルス 2位 I5，S2 平田　怜，岩　千尋

女子シングルス 優勝 I2 窪　結奈

女子ダブルス 優勝 I2，I2 窪　結奈，三國　莉央

バドミントン 女子ダブルス 3位 K5，K3 鷲塚　栞，片山　侑香

水泳 女子50m自由形 優勝 I2 髙木　凜

女子50m自由形 2位 S4 新谷　花梨

女子100m自由形 優勝 S1 宮川　悠

女子100m自由形 2位 I2 髙木　凜

女子100m自由形 3位 S1 村上　富美

女子100m背泳ぎ 優勝 S1 宮川　悠

女子100m背泳ぎ 2位 K2 板倉　優里

女子100m背泳ぎ 3位 S1 村上　富美

女子100m平泳ぎ 優勝 I5 白石　真菜

女子100m平泳ぎ 2位 K2 杉野　更紗

女子100mバタフライ 優勝 S5 林　美羽

女子100mバタフライ 2位 S1 泉　琴葉

女子200m個人メドレー 優勝 S5 林　美羽

女子200m個人メドレー 2位 S4 新谷　花梨

女子200m個人メドレー 3位 S1 泉　琴葉

S1，I2 宮川　悠，髙木　凜

S5，S4 林　美羽，新谷　花梨

I2，I5 髙木　凜，白石　真菜

S1，S5 宮川　悠，林　美羽

剣　道 男子個人 3位 I4 中井　健人

女子個人 優勝 S3 宇尾　知花

柔　道 男子73㎏級 優勝 S3 久保　風音

男子66㎏級 3位 S5 池原　直哉

女子200mメドレーリレー 優勝
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女子200mリレー 優勝

男子4×400mリレー 3位

卓球男子，バスケットボール男子

陸上，バレーボール女子，バドミントン女子

テニス男子，剣道女子，卓球女子，バスケットボール女子，水泳女子


