
順位

陸上競技 陸上競技 卓球 陸上競技 テニス 陸上競技 陸上競技 陸上競技 陸上競技 陸上競技
■男子400m ■男子400mハードル ■男子シングルス ■男子100m ■女子ダブルス ■男子800m ■男子走高跳 ■男子10000m ■男子200m ■男子10000m

金丸 祐三 吉田 和晃 大矢 英俊 江里口 匡史 青山 修子、宮村 美紀 横田 真人 高張 広海 宇賀地 強 齋藤 仁志 柏原 竜二

■女子10000m ■男子ハーフマラソン ■女子シングルス ■男子4×400Mリレー 体操／体操競技 ■男子ハーフマラソン 水泳／競泳 ■男子20km競歩 ■女子5000m ■男子走幅跳
西原 加純 大西 智也 石垣 優香 金丸 祐三、廣瀬 英行 ■男子種目別鉄棒 池田 宗司 ■男子400m自由形 藤沢 勇 小島 一恵 堀池 靖幸

石塚 祐輔、吉田 和晃 渡邊 恭一 内田 翔
■女子ハーフマラソン ■女子100m 柔道 ■女子10000m 水泳／競泳 水泳／競泳 ■男子棒高跳

齊藤 千聖 高橋 萌木子 ■男子100kg級 ■女子ハーフマラソン 体操／新体操 西川 生夏 ■男子100mバタフライ ■女子400m自由形 ■男子800m自由形 鈴木 崇文
小林 大輔 野村 沙世 ■団体リボン3+ロープ2 入江 晋平 貴田 裕美 園中 良次

水泳／競泳 ■女子5000m 嶋田 芽久未、中村 芳 水泳／競泳 水泳／競泳
■男子200m自由形 西原 加純 ■男子100kg超級 水泳／競泳 引間 文佳、長田 侑里乃 ■男子400m個人メドレー ■男子200m個人メドレー ■女子200m背泳ぎ ■男子1500m自由形 ■男子400m自由形

内田 翔 上川 大樹 ■男子200m自由形 今谷 世里、坂﨑 万里子 仁木 康浩 堀畑 裕也 田部井 恵理 園中 良次 日原 将吾
■女子ハーフマラソン 日原 将吾

■男子50m背泳ぎ 津崎 紀久代 ■女子63kg級 卓球 ■女子800m自由形 ■女子400m自由形 ■女子50m平泳ぎ バレーボール 水泳／水球
古賀 淳也 田中 美衣 ■男子100m背泳ぎ ■男子ダブルス 岩下 なつみ 岩下 なつみ 野瀬 瞳 ■女子 ■女子

■女子20km競歩 古賀 淳也 大矢 英俊、横山 友一 内田 暁子、川上 佳奈 三浦 里佳子、丸川 葉子
■男子100m背泳ぎ 渕瀬 真寿美 ■女子無差別級 ■女子50m背泳ぎ ■女子100mバタフライ 水泳／飛込 松浦 麻琴、水田 祐未 小川 沙希、瀧川 侑香

入江 陵介 山部 佳苗 ■男子200m背泳ぎ ■男子団体戦 田部井 恵理 土橋 知佳 ■男子3mシンクロナイズド 石田 小枝、東山 詩織里 岡村 幸、大川原 さや香
水泳／競泳 渡邊 一樹 塩野 真人、横山 友一 上野 太助、岡本 優 古賀 香澄、森田 絵美 木村 陽子、津守 杏映

■男子200m背泳ぎ ■男子50m背泳ぎ 大矢 英俊、水谷 隼 ■女子100m平泳ぎ 水泳／飛込 千葉 智枝美、星 美由紀 曲山 紫乃、安本 智惠
入江 陵介 入江 陵介 ■男子100m平泳ぎ 松平 賢二 田村 菜々香 ■男子3m飛板飛込 ■男子3mシンクロナイズド 皆本 明日香、渡邉 美穂 小中 美沙、吉田 奈央

崎本 浩成 岡本 優 岡本 優、村上 和基 菅野 優美
■男子4×200mリレー ■男子200m平泳ぎ ■女子シングルス ■女子400m個人メドレー 体操／体操競技

内田 翔、日原 将吾 冨田 尚弥 ■男子200mバタフライ 照井 萌美 山﨑 ゆか ■男子10m高飛込 体操／体操競技 ■男子種目別ゆか 体操／体操競技
葛原 俊輔、物延 靖記 坂田 龍亮 村上 和基 ■女子種目別段違い平行棒 沖口 誠 ■男子個人総合

■男子200mバタフライ ■女子ダブルス ■女子4×200mリレー 田中 理恵 渡邊 恭一
■男子4×100mメドレーリレー 金田 和也 ■男子200m個人メドレー 山梨 有理、照井 萌美 山口 美咲、松本 弥生 テニス ■男子種目別跳馬

原田 蘭丸、入江 陵介 小坂 悠真 岩下 なつみ、北川 麻美 ■ミックスダブルス ■女子種目別平均台 沖口 誠 ■男子種目別つり輪
崎本 浩成、入江 晋平 ■女子800m自由形 ■女子団体戦 会田 翔、宮村 美紀 田中 理恵 中瀬 卓也

貴田 裕美 ■男子400m個人メドレー 山梨 有理、照井 萌美 体操／体操競技 ■女子種目別ゆか
■女子1500m自由形 堀畑 裕也 若宮 美紗子,石垣 優香 ■男子種目別平行棒 体操／体操競技 田中 理恵 フェンシング

貴田 裕美 ■女子200m個人メドレー 藤井 優子 星 陽輔 ■女子個人総合 ■男子フルーレ団体
北川 麻美 ■女子1500m自由形 田中 理恵 ■女子種目別跳馬 北川 宗一郎、千田 健太

■女子50m背泳ぎ 岩下 なつみ ■ミックスダブルス ■女子団体総合 田中 理恵 淡路 卓、見延 和靖
酒井 志穗 ■女子4×100mリレー 松平 賢二、山梨 有理 田中 理恵、竹内 世梨奈 卓球

山口 美咲、松本 弥生 ■女子100m背泳ぎ 古川 晶子、岡部 紗季子 ■男子シングルス 柔道 ■女子フルーレ団体
■女子100m背泳ぎ 酒井 志穗、北川 麻美 田部井 恵理 フェンシング 竹屋 佳奈 松平 賢二 ■女子78kg超級 松木 瞳、稲垣 菜摘

酒井 志穗 ■女子エペ（個人） 田知本 愛 西岡 詩穂、中野 希望
サッカー ■女子200m背泳ぎ 中野 希望 体操／新体操 ■ミックスダブルス

■女子200m平泳ぎ ■女子 福田 智代 ■団体フープ 塩野 真人、石垣 優香 アーチェリー
金藤 理恵 岸 星美、菅原 未紗 柔道 嶋田 芽久未、中村 芳 ■男子コンパウンド(個人)

櫻本 尚子、島田 知佳 ■女子100m平泳ぎ ■男子60kg級 引間 文佳、長田 侑里乃 フェンシング 島田 隆之
体操／体操競技 高橋 奈々、磯金 みどり 野瀬 瞳 福岡 政章 今谷 世里、坂﨑 万里子 ■女子エペ団体
■男子団体総合 髙畑 志帆、田子 亜貴 西岡 詩穂、中野 希望

中瀬 卓也、渡邊 恭一 高橋 悠、北原 佳奈 ■女子100mバタフライ ■男子無差別級 アーチェリー 下大川 綾華、福田 美香子
沖口 誠、星 陽輔 小野 瞳、松田 典子 黒木 綾乃 高橋 和彦 ■女子リカーブ団体
新島 卓矢 山内 典子、臼井 理恵 松永 安紗子、蟹江 美貴 柔道

井手上 麻子、筏井 りさ ■女子200mバタフライ ■男子団体戦 長岡 光江 ■女子57kg級
■男子個人総合 小山 季絵、中出 ひかり 南園 遥 高橋 和彦、上川 大樹 大友 真貴子

星 陽輔 大滝 麻未、長田 いづみ 小林 大輔、西山 将士
■女子200m個人メドレー 海老 泰博、粟野 靖浩 ■女子52kg級

■男子種目別平行棒 体操／体操競技 福田 智代 海老沼 匡、福岡 政章 加賀谷 千保
中瀬 卓也 ■男子種目別鉄棒

中瀬 卓也 サッカー テコンドー テコンドー
柔道 ■男子 ■男子58kg級 ■男子62kg級
■男子66kg級 体操／新体操 河田 晃兵、林 彰洋 内村 剣悟 鈴木 慶太

海老沼 匡 ■団体総合 岡 大生、中山 友規
嶋田 芽久未、中村 芳 中川 裕平、藤川 祐司 ■女子51kg級

■女子48kg級 引間 文佳、長田 侑里乃 比嘉 祐介、山村 和也 笠原 江梨香
浅見 八瑠奈 今谷 世里、坂﨑 万里子 森本 良、内野 貴志

木原 正和、中町 公祐
■女子70kg級 高橋 秀人、千明 聖典

國原 頼子 山田 大記、伊藤 大介
三平 和司、田中 雄大

■女子団体戦 三島 康平、永井 謙佑
山部 佳苗、田知本 愛
池田 ひとみ、國原 頼子
田中 美衣、大友 真貴子
加賀谷 千保、浅見 八瑠奈

20 21 32 13 17 9 11 9
メダル　　73 4～8位　　59
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