
競技名 氏名 学校名 種目 成績

ボクシング 村田　昴 県立貴志川高校３年 フライ級 １　位

レスリング 吉田　隆起 県立和歌山北高校２年 ７４ｋｇ級

フェンシング 東　莉央 県立和歌山北高校１年 女子フルーレ

秦　秀明 県立田辺工業高校３年

今村　啓志 県立田辺工業高校３年

秦　秀明 県立田辺工業高校３年

今村　啓志 県立田辺工業高校３年

体操 楠川　雄太 県立田辺業高校３年 つり輪

竿本　樹生 県立和歌山北高校３年 ５５ｋｇ級

三輪　優翔 県立和歌山北高校１年 ６６ｋｇ級

柔道 松田　なみき 県立紀央館高校２年 女子７８ｋｇ級

澤本　瑠衣 和歌山信愛高校３年

貝瀨　ほのか 和歌山信愛高校１年

陸上 橋詰　大慧 県立和歌山北高校３年 男子１５００ｍ ４　位

小山　舞 和歌山信愛高校２年

黒田　麻衣 和歌山信愛高校２年

フェンシング 北橋　美波 県立和歌山東高校３年 女子サーブル

阪部　りり子 県立紀央館高校２年 女子５２ｋｇ級

岡本　希望 県立紀央館高校３年 女子７０ｋｇ級

宮﨑　さくら 県立紀央館高校３年 女子７８ｋｇ級

谷口　藍梨 県立神島高校２年

濱中　珠穂 県立神島高校２年

陸上 湯川　椋盛 県立箕島高校３年 男子円盤投げ

少林寺拳法 道根　綾乃 県立伊都高校２年 女子単独演武

フェンシング 榎本　芽玖 県立和歌山北高校２年 男子フルーレ

体操 西野　美都季 県立和歌山北高校３年 跳馬

自転車 南　潤 県立和歌山北高校２年 ケイリン

少林寺拳法 細野　夏帆 県立橋本高校３年 女子単独演武

水泳 岡本　匡史 県立和歌山北高校３年 男子５０ｍ自由形

体操 楠川　雄太 県立田辺業高校３年 ゆか

フェンシング 西岡　真穂 県立和歌山北高校３年 女子フルーレ

自転車 平松　真一 県立和歌山北高校３年 スクラッチ

８　位

５　位

少林寺拳法 女子組演武

平成２６年度全国高等学校総合体育大会入賞一覧

３　位

柔道

６　位

女子個人

カヌー

男子カヌースプリント・カヤックペア５００ｍ

２　位男子カヌースプリント・カヤックペア２００ｍ

レスリング

ソフトテニス

７　位

女子個人

ソフトテニス



〈団体の部〉

競技名 氏名 学校名 種目 成績

平松　真一 県立和歌山北高校３年

南　潤 県立和歌山北高校２年

永橋　湧也 県立和歌山北高校２年

布居　大地 県立和歌山北高校２年

楠部　夏流 県立和歌山北高校２年

西岡　真穂 県立和歌山北高校３年

美﨑　梨帆 県立和歌山北高校３年

巾下　可蓮 県立和歌山北高校２年

知花　有里 県立和歌山北高校２年

東　莉央 県立和歌山北高校１年

中谷　勇斗 県立星林高校３年

髙山　大智 県立星林高校２年

中野　翔太 県立星林高校２年

桑原　洋樹 県立星林高校２年

秦　秀明 県立田辺工業高校３年

水野　駿 県立田辺工業高校３年

今村　啓志 県立田辺工業高校３年

射場　祐太朗 県立田辺工業高校２年

竹内　大喜 県立田辺工業高校２年

阪本　亜弥 県立神島高校３年

早田　佳那子 県立神島高校２年

谷口　藍梨 県立神島高校２年

濱中　珠穂 県立神島高校２年

山崎　萌 県立神島高校２年

津田　京香 県立神島高校２年

平山　千佐 県立神島高校２年

水谷　茉莉耶 県立神島高校２年

米澤　廣武 開智高校３年

宇治田　樹 開智高校３年

藤田　晃樹 開智高校３年

伊奈　大輝 開智高校３年

森本　富幹 開智高校３年

堀江　友裕 開智高校２年

濱中　晴貴 開智高校２年

中川　凌 開智高校２年

東方　一真 開智高校２年

宇治田　陸 開智高校１年

東　拓巳 開智高校１年

田中　伸哉 開智高校１年

山口　健児 県立星林高校３年

堀　久太朗 県立星林高校３年

得津　翼 県立星林高校３年

山田　祐杜 県立星林高校３年

近藤　拓史 県立星林高校３年

中谷　勇斗 県立星林高校３年

大伴　真太朗 県立星林高校２年

髙山　大智 県立星林高校２年

中野　翔太 県立星林高校２年

桑原　洋樹 県立星林高校２年

嶋崎　伸哉 県立星林高校１年

中山　裕斗 県立星林高校１年

秦　秀明 県立田辺工業高校３年

水野　駿 県立田辺工業高校３年

今村　啓志 県立田辺工業高校３年

射場　祐太朗 県立田辺工業高校２年

竹内　大喜 県立田辺工業高校２年

カヌー 男子学校対抗得点 ４位

カヌー

１　位

男子

チーム･スプリント

フェンシング

ヨット
男子ＦＪ級ソロ

自転車

２　位

女子団体演武

男子カヌースプリント・カヤックフォア２００ｍ

少林寺拳法

バレーボール

県立田辺工業高校

男子カヌースプリント・カヤックフォア５００ｍ

女子学校対抗

カヌー

３位

ヨット 男子ＦＪ級デュエット



花　泉美 和歌山信愛高校３年

塩田　楓 和歌山信愛高校３年

澤本　留衣 和歌山信愛高校３年

橋本　鈴 和歌山信愛高校３年

小山　舞 和歌山信愛高校２年

黒田　麻衣 和歌山信愛高校２年

青山　みつる 和歌山信愛高校２年

貝瀬　ほのか 和歌山信愛高校１年

竿本　樹生 県立和歌山北高校３年

前田　善之 県立和歌山北高校３年

久保　雄史 県立和歌山北高校３年

出口　真彦 県立和歌山北高校３年

方杭　祥汰 県立和歌山北高校２年

吉田　隆起 県立和歌山北高校２年

辻　大成 県立和歌山北高校１年

三輪　優翔 県立和歌山北高校１年

岡本　隼人 県立和歌山北高校１年

長澤　勇人 県立和歌山北高校１年

辻　開成 県立和歌山北高校１年

榎本　芽玖 県立和歌山北高校２年

井神　湖太朗 県立和歌山北高校２年

内村　宥基 県立和歌山北高校２年

松村　侑馬 県立和歌山北高校１年

佐藤　勇 県立和歌山北高校１年

志村　大器 県立箕島高校３年

〆木　悠介 県立箕島高校３年

児嶋　重憲 県立箕島高校３年

新川　荘太 県立箕島高校３年

千覚原　圭亮 県立箕島高校２年

菅野　陽太 県立箕島高校１年

吉川　慧 県立箕島高校１年

土井　春奈 県立和歌山東高校３年

宮井　杏 県立和歌山東高校２年

浅見　理子 県立和歌山東高校２年

山口　眞幸 県立和歌山東高校２年

城内　捺愛 県立和歌山東高校２年

土井　栞奈 県立和歌山東高校２年

松本　泉帆 県立和歌山東高校１年

原　健太 県立神島高校３年

鈴村　悠真 県立神島高校３年

佐藤　和也 県立神島高校２年

石見　涼 県立神島高校２年

北原　優平 県立神島高校２年

橘　知希 県立神島高校２年

水永　章 県立神島高校２年

小西　悠介 県立神島高校１年

トラック学校対抗 ７位

総合得点 ８位

６位

ソフトテニス 女子団体

５位

レスリング 男子団体

フェンシング

相撲 団体

県立和歌山北高校

女子団体

自転車

剣道

県立和歌山北高校

男子学校対抗

少林寺拳法 男子団体演武


