
 
 

入賞おめでとうございます！！ 
 

  ● フェンシング競技 

 成年男子   フルーレ 松尾優樹選手（和歌山県教育庁）    ５位（１２点） 

    東 哲平選手（和歌山県庁） 

    新田啓人選手（日本大学４年）       

 成年女子   フルーレ 九野桃佳選手（和歌山県教育庁）   ５位（１２点） 

    西岡真穂選手（日本女子体育大学３年） 

    東 莉央選手（日本体育大学１年） 

 少年男子     井川晃暉選手（和歌山北高校３年）   ４位（１５点） 

    井神俊兵選手（和歌山北高校２年）    

    山口 改選手（和歌山市立河北中学校３年） 

 少年女子     東 晟良選手（和歌山北高校３年）   １位（２４点） 

    福塚世帆選手（和歌山北高校２年） 

    巾下栞奈選手（和歌山北高校１年） 
 

  ● なぎなた競技 

      成年女子   演技  山本千代選手（和歌山県教育庁）   ８位（３点） 

    角谷香織選手（九度山町教育委員会） 

          試合  山本千代選手（同上）    １位（２４点） 

    角谷香織選手（同上） 

    塚本紀衣選手（初芝橋本高校(教)） 
 

  ● ボウリング競技 

 成年女子   個人戦 川口茉紀選手（レンタルハウス株式会社）  ６位（３点） 

          団体戦 川口茉紀選手（同上）    １位（２４点）

      （２人） 山本菜由選手（和歌山大学３年）     

 少年男子   団体戦 川崎未来選手（和歌山北高校３年）   ８位（３点） 

    坂原慎平選手（和歌山北高校１年） 

 少年女子   個人戦  赤田稀歌選手（新翔高校３年）   ８位（１点） 

     団体戦  赤田稀歌選手（同上）    ３位（１８点） 

        伊勢川華愛選手（和歌山北高校２年）  
 

  ● 山岳競技 

 成年男子   ボルダリング 追田樹波選手（マムートストア梅田）   ２位（２１点） 

    小畑侑大選手（新日鐵住金株式会社和歌山製鐵所） 
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７競技で優勝の大健闘！！ 
 本県選手団は、フェンシング競技で少年女子が優勝し４連覇、なぎなた競技でも成年女子が試合で優勝し

３連覇の快挙を成し遂げました。さらに、ボウリング競技、セーリング競技、卓球競技、自転車競技、カヌー競

技の優勝をはじめ大健闘しています。愛媛国体もいよいよ後半戦に入りますが、これから競技が始まる選手

の皆さんも、目標達成に向け自信を持って試合に臨んでください。頑張ろう! チーム和歌山!! 



位（点） 

 

  ● セーリング競技 

 成年男子   ４７０級 長谷川孝選手（横浜ゴムＭＢジャパン株式会社） １位（２４点） 

    市野直毅選手（和歌山県セーリング連盟）       

     レーザー級  西尾勇輝選手（和歌山県立医科大学１年）  ５位（４点） 

     国体ウインドサーフィン級      

    尾川 潤選手（株式会社島精機製作所）  ６位（３点） 

 成年女子   国体ウインドサーフィン級      

    小島真理子選手（和歌山県セーリング連盟）  ６位（３点） 

 少年男子   レーザーラジアル級       

    西尾拓大選手（桐蔭高校２年）   ２位（７点） 

 少年女子   レーザーラジアル級       

    赤松里彩選手（桐蔭高校３年）   １位（８点） 
 

  ● 卓球競技 

 成年男子  藤本海統選手（日鉄住金物流株式会社）  １位（２４点） 

      松下海輝選手（日鉄住金物流株式会社） 

    藤村友也選手（日鉄住金物流株式会社） 
 

  ● 自転車競技 

 成年男子   ポイント・レース       

    岡本 隼選手（日本大学４年）   ８位（１点）

     ケイリン 橋本凌甫選手（和歌山県教育庁）   ６位（３点）

 女子      スクラッチ 吉川美穂選手（Ｂｉｚｋａｉａ－Ｄｕｒａｎｇｏ）   １位（８点） 
 

  ● カヌー競技 

      成年男子   カヌースプリントカヤックシングル５００ｍ     

    宮田悠佑選手（和歌山県教育センター学びの丘） ２位（７点） 

          カヌースプリントカヤックシングル２００ｍ     

    宮田悠佑選手（同上）    １位（８点） 

     カヌースプリントカナディアンシングル５００ｍ    

    阪本直也選手（神島高校(教)）   ６位（３点） 

      成年女子   カヌースプリントカヤックシングル５００ｍ     

    西山史扇選手（和歌山県教育庁）   ７位（２点） 

          カヌースプリントカヤックシングル２００ｍ     

    西山史扇選手（同上）    ７位（２点） 

      少年男子   カヌースプリントカヤックシングル５００ｍ     

    川村洸輔選手（田辺工業高校３年）   ６位（３点） 

          カヌースプリントカヤックシングル２００ｍ     

    川村洸輔選手（同上）    ７位（２点） 
 

  ● 剣道競技 

 成年男子  宮戸伸之選手（和歌山県警察）      ５位（１２．５点） 

    小倉健志選手（和歌山県警察） 

    田真佐義選手（トールエクスプレスジャパン株式会社） 

    小川泰伸選手（和歌山市立日進中学校(教)） 

    奥地 慎選手（和歌山県警察） 
 

  ● ライフル射撃 

 成年男子   ５０ｍＫ２０Ｍ 賀川素貴選手（高野山 普賢院）   ４位（５点） 
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○後藤真徳監督（フェンシング競技：少年男子） 

４位に入れて目標を達成できたと思います。試合を重ねるたびにチーム力が上がっていくのを感じ

ていたので、このチームの監督ができたことを嬉しく思います。 

○井川晃暉選手（フェンシング競技：少年男子） 

準決勝、３位決定戦と負けて悔しかったです。ただ、目標にしていたベスト４には入れて嬉しいです。  

○井神俊兵選手（フェンシング競技：少年男子） 

インターハイの団体戦でチームの足を引っ張ってしまって悔しい思いをしました。ただ愛媛国体で

は全力を出すことができ、目標としていたベスト４に入れて嬉しかったです。 

○山口改選手（フェンシング競技：少年男子） 

初めての国体でチームに貢献できるか不安でしたが、チーム全員で声を出し、チームメイトみんな

で大事な試合を勝つことができ嬉しかったです。 

 

○松尾優樹監督兼選手（フェンシング競技：成年男子） 

今年はチームの雰囲気も良く優勝を目指していましたが、結果が５位ということで非常に悔しいで

す。この悔しさを胸に来年は優勝目指して頑張ります。 

○東哲平選手（フェンシング競技：成年男子） 

去年が３位という成績でしたので、それ以上の順位を目指して大会に挑みましたが、自分の思うよ

うなプレーが出来ず５位という結果に終わりました。この悔しさをバネに来年リベンジしたいです。 

○新田啓人選手（フェンシング競技：成年男子） 

今年こそは優勝したいと思っていたので準々決勝で負けてしまい本当に悔しいです。結果は５位

でしたが、この結果に満足せずに来年こそは優勝できるようまた頑張ります。 

○九野桃佳監督兼選手（フェンシング競技：成年女子） 

決勝トーナメント初戦を突破すれば優勝も見えてくると思い、３人で心を一つに挑みました。結果は負

けてしまいましたが、初めてのメンバーで試合を楽しむ事ができました。また、来年に向けて頑張りま

す。 

○西岡真穂選手（フェンシング競技：成年女子） 

去年の結果を上回ることはできませんでしたが、チームワークで５位に入賞でき良かったです。来年は

しっかり良い結果を残せるように頑張りたいです。   

○東莉央選手（フェンシング競技：成年女子） 

準々決勝で負けたことは本当に悔しいです。来年はリベンジします。 

○西口治伸監督（フェンシング競技：少年女子） 

岩手国体で優勝した時から愛媛国体の優勝を目指して頑張ってきました。去年はダブルエー

スのチームでしたが、今年は東選手を中心に福塚・巾下両選手が頑張ってくれました。イン

ターハイでは秋田県に破れましたが、国体でのリベンジを合言葉にしてきました。今日からは

福井国体での５連覇を目指して頑張ります。 

○東晟良選手（フェンシング競技：少年女子） 

目標としていた４連覇をできて嬉しいです。今年は苦しい試合がたくさんありましたが、チーム

３人で乗り越えられたことが優勝につながったと思います。来年の成年女子でも優勝したいで

す。 

○福塚世帆選手（フェンシング競技：少年女子） 

インターハイ決勝で負けた秋田県にリベンジすることを目標に練習してきました。４連覇を目

指すというプレッシャーと不安がある中で４連覇を達成できてよかったです。 

○巾下栞奈選手（フェンシング競技：少年女子） 

緊張しましたが先輩２人が勝ってくれると思い、安心して試合できました。優勝できてよかった

です。 
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選手・監督からのコメント 
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○貴志香寿監督（なぎなた競技：成年女子） 

演技では選手たちがよく頑張り８位入賞してくれました。来年はさらに上位を目指し頑張ります。試

合の方は、初戦より強豪チームが続く中、選手たちは自身の役割を果たし、チームワークのよさで

優勝することが出来ました。これもご指導くださった先生方や周りの方のサポートのおかげだと感謝

しております。今後とも精進してまいりますのでご支援いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○塚本紀衣選手（なぎなた競技：成年女子） 

仲間の大切さを感じた国体でした。仲間のおかげで落ち着いて試合に臨むことができました。これか

らも、切磋琢磨しながら上を目指していきます。応援ありがとうございました。 

○角谷香織選手（なぎなた競技：成年女子） 

応援ありがとうございました。演技は８位に入賞することができて良かったですが、沢山の課題が残

ったので、次に向けて頑張ります。試合は優勝できて本当に嬉しいです。先輩方がいるお陰で思い

きって試合をすることができました。また、次に向けて気を引き締めて頑張ります。 

○山本千代選手（なぎなた競技：成年女子） 

演技では８位入賞できて良かったですが、課題を克服して来年につなげたいと思います。試合はチ

ーム力で勝ち取れた優勝でした。本当に嬉しかったです。日頃から支え、応援してくださるみなさん

のお陰です。この結果に満足することなく、さらに精進したいと思います。本当にありがとうございま

した。 

○林靖之監督（山岳：成年男子） 

全国の強豪選手相手に準優勝という素晴らしい結果を残してくれて嬉しいです。社会人となり仕事

と練習の両立が難しい中、昨年の岩手国体を上回る結果だったのでよく頑張ってくれました。 

○小畑侑大選手（山岳：成年男子） 

社会人となって初めての国体出場だったので、入賞できてよかったです。仕事をしながらなので、練

習量も落ちましたが、時間を見つけてはコツコツとトレーニングした成果がでて嬉しかったです。 

○追田樹波選手（山岳：成年男子） 

強豪選手揃いで、予選突破も難しいと思っていましたが、チームプレーで入賞できてよかったです。

仕事をしながらでも練習していけるスタイルをさらに磨いて、来年、再来年も頑張りたいと思います。 

○西田一善監督（ボウリング競技：成年女子） 

成年女子については計画通りポイントを重ね、良い成績をおさめることができました。またメンタルトレ

ーニングの成果が十分に発揮することができて嬉しく思います。来る前から和歌山国体の集大成のつ

もりで点数も高得点を期待していましたが、これだけとれると思っていませんでした。選手達の頑張り

に感動しています。 

○川口茉紀選手（ボウリング競技：成年女子） 

個人戦は和歌山国体で結果が出ませんでしたが、それを糧に続けてやってきたことが今回６位入賞と

上位に入れたことは素直に嬉しいです。今後ももっと上の目標を持って頑張ります。また、団体２人戦

では一番になれると思ってなかったのでびっくりして実感がないです。次も頑張ります。 

○山本菜由選手（ボウリング競技：成年女子） 

嬉しいです。みんなの応援のおかげです。 

○山口厚司監督（ボウリング競技：少年男子） 

大変嬉しく思います。初出場で入賞できたことは本当に素晴らしいと思います。みなさんの声援のおか

げで入賞できました。ありがとうございました。 

○川崎未来選手（ボウリング競技：少年男子） 

決勝に行けたことは嬉しいですが、自分としての投球ができなかったのが悔しいです。来年は成年で

出場して頑張ります。 

○坂原慎平選手（ボウリング競技：少年男子） 

個人戦では決勝に残れず、何とかポイント取りたいと思っていました。団体戦では８位でしたがポイント

を取れて良かったです。来年は個人・団体、ともにポイントを取れるように頑張ります。 

○山﨑俊承監督（ボウリング競技：少年女子） 

和歌山国体から３年が経ち目標にしていた個人入賞ができたことはとても嬉しく思います。さらに、団

体戦においても、目標にしていた３位以上に入賞できて大変嬉しいです。二人が最後まで集中して力

を発揮してくれた結果だと思います。ありがとうございました。 

○伊勢川華愛選手（ボウリング競技：少年女子） 

個人戦では自分の投球があまりできず、決勝に残れなかったので、団体戦では絶対に入賞したいと思

っていたので入賞できて嬉しいです。自分の投球ができて目標の３位だったので良かったです。来年

は個人戦でも決勝に残れるよう頑張ります。 

○赤田稀歌選手（ボウリング競技：少年女子） 

個人戦は、去年は予選敗退でしたが、今年は入賞できて嬉しかったです。今年は最後の国体だったの

で、ダブルスも３位に入賞できて本当に嬉しかったです。去年より良い順位たったので良かったです。 
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○中村和哉監督（セーリング競技：成年種別） 

事前に現地での合宿も行い、情報収集と対応を検討してきましたが、前半は想定よりも 

さらに風が弱く、どのチームも苦しい展開となりました。３日目の午後に強風が吹き、男子 

選手がよく走りました。男子だけの得点では１位でしたので、福井国体に向けて、女子種目 

や少年２人乗り種目を中心に強化を進めたいと考えています。 

○市野直毅選手（セーリング競技：成年男子） 

今回優勝できて嬉しかったです。この結果は周りの方々のサポートで掴んだ優勝だと感じています。 

３日間、１位と同点という厳しい戦いで、コンディションも厳しく難しい状況でしたが最終日に逆転できて

良かったです。今後も東京オリンピックを目指し、今回の課題を修正し、より競技力を上げていきたいと

思います。 

○長谷川孝選手（セーリング競技：成年男子） 

お陰様で優勝することができました。チーム全員、良い雰囲気で臨めたことが良かったと思います。勝

負どころでは海外遠征、国際レース等でトレーニングしてきたことを成果として出すことができました。

引き続き、レベルアップして来年の福井国体やオリンピックでのメダル獲得に向け頑張りますのでご声

援いただきますようよろしくお願いします。 

○西尾勇輝選手（セーリング競技：成年男子） 

難しいコンディションの中で、崩れずにレースに臨み入賞することができました。成年選手として初の国

体での入賞は嬉しいですが、来年は３位以内を目指して頑張ります。 

○尾川潤選手（セーリング競技：成年男子） 

初日、道具のトラブルがあり入賞圏外からのスタートとなりましたが、最終日に良い風に恵まれポイント

をまとめることができ、なんとか入賞することができました。来年は優勝を目指せるように頑張ります。 

○小島真理子選手（セーリング競技：成年女子） 

３日間、厳しいコンディションの中でのレースでしたが、各レース冷静に基本に立ち返って臨んだことが

入賞につながりました。 

○高橋航監督（セーリング競技：少年種別） 

今回は難しいコンディションでしたが、その中でもチーム全員が１点を稼ぎ出そうと必死に食らいついた

事が良い結果を生んだと思います。コーチ、スタッフが献身的に選手を支え、選手が持てる力を全て発

揮して応えてくれました。 

○西尾拓大選手（セーリング競技：少年男子） 

兄弟で入賞できて良かったです。昨年の岩手国体では１０位で入賞を逃し悔しい思いをしましたが、１

年間鍛え直し入賞できて嬉しいです。来年の福井国体では優勝目指します。応援ありがとうございござ

いました。 

○赤松里彩選手（セーリング競技：少年女子） 

少年最後の国体で優勝できとても嬉しいです。４年間和歌山県チームとしてレースをして成長すること

ができたと実感しています。この経験を大切にこれからも頑張ります。 

 

○杉井孝至監督（卓球競技：成年男子） 

監督になって１０年目で優勝でき非常に嬉しいです。７年間の下積みで大変な思いをしながら改

善を重ね、一つずつ成長してきたことが実を結びました。選手もよく頑張り、実力を発揮してくれ

ましたし、チームワークもよかったです。いろいろな人の支えの中で優勝できたので感謝の一言

です。 

○藤本海統選手（卓球競技：成年男子） 

後輩達の頑張りと、チーム全員で勝負となるポイントを勝ち切ることができたので優勝に繋がっ

たと思います。ただ、反省するところもあったので、改善してこれからも頑張ります。 

○松下海輝選手（卓球競技：成年男子） 

日本一を目指していたので自分自身初優勝できて本当に嬉しいです。今回の結果をターニング

ポイントとして、これからも頑張っていきます。ありがとうございました。 

○藤村友也選手（卓球競技：成年男子） 

素直に嬉しいです。この優勝をきっかけとして、他の大会でも優勝目指して頑張りたいです。 

仕事をしながらでも練習していけるスタイルをさらに磨いて、来年、再来年も頑張りたいと思います。 



Team Wakayama Newｓ 【第３６号⑥：平成２９年１０月５日発行】  

○谷地利和監督（カヌー競技：スプリント） 

和歌山県選手団、チームワークがよく全員が国体に照準を合わせ勝負することができまし

た。国体初優勝の宮田選手に関しては、日本代表ながら、今シーズン悔しい思いをしていた

のでこれをきっかけに更に飛躍してほしいです。川村選手は、コツコツと地道な努力が実っ

たと思います。 

○宮田悠佑選手（カヌー競技：成年男子） 

５００ｍは、コンディションも良く全力を出し切ることができましたが、優勝を逃してしまった事

だけが悔しいです。２００ｍでは、向かい風の中、難しいレースでしたが、最後まで粘り優勝

することができました。成年の部では初優勝なので、この勢いでこれからも頑張ります。 

○阪本直也選手（カヌー競技：成年男子） 

５００ｍは６位という結果だったので、得意の２００ｍで挽回しようと思いましたが、入賞する

ことができませんでした。応援ありがとうございました。 

○西山史扇選手（カヌー競技：成年女子） 

５００ｍは去年より順位を2つ落としてしまった事も悔しいですが、レース終盤で疲れの中、最

後まで粘ることができず、自分自身に負けた事が一番悔しかったです。２００ｍでは、２年ぶ

りの入賞で嬉しいですが、課題もあったので喜びと悔しさが半分ずつでした。 

○川村洸輔選手（カヌー競技：少年男子） 

５００ｍは努力した成果を発揮することができて良かったなという思いです。２００ｍでは、予

選から苦しい戦いでしたが、準決勝を突破した勢いに乗り、ベストを尽くすことができました。

最後の大会で両方入賞でき、今まで支えてくださった全ての人々に感謝したいです。 
 
 
 
 

○賀川素貴選手（ライフル射撃競技：成年男子） 

前半は思うように点数が出なかったですが、コーチの「諦めずに撃て」と言う指導を信じたおかげで、後半

挽回し、入賞できてうれしいです。来年は、もっと上位をねらえるように頑張りたいです。 

 

 

○宮戸伸之監督兼選手（剣道競技：成年男子） 

厳しい組合わせでしたが、稽古や遠征で作り上げてきたチームワークで入

賞することができてうれしく思います。来年もよい成績をおさめられるよう頑

張ります。 

 

○岡本隼選手（自転車競技：成年男子） 

昨年はこの種目で１位だったので８位という結果に満足していません。一発逆転の展開に持ち込もうとしまし

たが、最後うまくいきませんでした。今後は他力本願ではなく、自分がもっと強くなり、１位を勝ち取る力を身に

つけたいです。 

○橋本凌甫選手（自転車競技：成年男子） 

昨年は７位だったので、最低でも決勝には残りたいという思いで走りました。決勝では保守的な走りしかでき

ず、６着でしたが、事前の練習ではあまり調子が良くなかったので、少し安心することができました。沢山の応

援ありがとうございました。 

○吉川美穂選手（自転車競技：女子） 

目標は３位以内。とにかくゴールスプリントに持ち込めるように、有力選手の逃げに注意して走りました。最後

の最後まで諦めずに踏み続け、ゴールで相手を抜き切った時は"自分が優勝したんだ"と、信じられない気持

ちで一杯でした。来年も頑張りたいと思います。沢山の応援ありがとうございました。 

 

 


