
●　相撲競技

成年男子 沢田日出夫選手（和歌山県教育庁） ２位（２１点）

冨田元輝選手（和歌山県庁）

森本太良選手（和歌山県庁）

●　ソフトテニス競技

少年女子 下江遥花選手（和歌山信愛高校３年） ４位（２５点）

松井玲奈選手（和歌山信愛高校２年）

戸根鈴華選手（和歌山信愛高校３年）

浅倉衣里選手（和歌山信愛高校２年）

浦口華音選手（和歌山信愛高校３年）

●　レスリング競技

成年男子

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ57kg級 守田泰弘選手（公益社団法人和歌山県体育協会） ３位（５．５点）

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74kg級 三輪優翔選手（日本体育大学１年） ３位（５．５点）

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ66kg級 堀後雄太選手（和歌山県警察） ５位（２．５点）

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ71kg級 宇井大和選手（早稲田大学２年） ５位（２．５点）

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ85kg級 阪部　創選手（自衛隊体育学校） ５位（２．５点）

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ130kg級 谷田昇大選手（和歌山県教育庁） ３位（５．５点）

少年男子

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74kg級 内田貴斗選手（和歌山北高校２年） ３位（５．５点）

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ50kg級 岡本景虎選手（和歌山北高校２年） ３位（５．５点）

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ55kg級 谷口虎徹選手（和歌山北高校１年） ５位（２．５点）

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ96kg級 垣内大征選手（和歌山北高校３年） ５位（２．５点）

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ120kg級 檜山魁豊選手（和歌山工業高校３年） ３位（５．５点）

●　馬術競技

成年男子 六段障害飛越 藤谷喜晴選手（株式会社オークワ） １位（７点）

●　ボクシング競技

成年男子 バンタム級 南出　仁選手（駒澤大学４年） ２位（７点）

フライ級 林田翔太選手（和歌山県庁） ３位（５．５点）

愛顔つなぐえひめ国体　閉幕！！
和歌山県選手団　９３４．５点・第２６位

入賞おめでとうございます！！
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●　陸上競技

成年女子 やり投 助永仁美選手（株式会社オークワ） ４位（５点）

少年男子共通 三段跳 南出拓真選手（和歌山工業高校３年） ７位（２点）

少年女子共通 やり投 長　麻尋選手（和歌山北高校３年） ３位（６点）

●　ウエイトリフティング競技

少年男子

94kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 前田大志選手（那賀高校３年） ５位（４点）

94kg級ｽﾅｯﾁ 前田大志選手（那賀高校３年） ６位（３点）

105kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 藤谷　柊選手（那賀高校２年） ５位（４点）

105kg級ｽﾅｯﾁ 藤谷　柊選手（那賀高校２年） ８位（１点）

+105kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 西川弘祐選手（紀北工業高校３年） ８位（１点）

●　バレーボール競技

少年男子 久保田滉人選手（開智高校３年） ５位（１７．５点）

中野　倭選手（開智高校３年）

岡本捷吾選手（開智高校３年）

五味登以選手（開智高校２年）

稲嵜啓太選手（開智高校２年）

新田義宗選手（開智高校２年）

北橋明日登選手（開智高校３年）

楠本竜也選手（開智高校２年）

福井大志選手（開智高校２年）

木下竜海選手（開智高校１年）

久保田滉平選手（開智高校１年）

玉置真央選手（開智高校２年）

○林三千夫監督（ソフトテニス競技：少年女子）
　優勝を目指していたので４位という結果には満足しきれないですが、選手と応援してくださる
方々が一体となって戦えたと思います。支えていただいた方々や応援してくださった方々、本当
にありがとうございました。

○戸根鈴華選手（ソフトテニス競技：少年女子）
　色々とありがとうございました。今後とも頑張りますので、よろしくお願いいたします。

○池田真之監督（相撲競技：成年男子）
　選手全員良く頑張ってくれました。来年は優勝を目指して頑張ります。

○沢田日出夫選手（相撲競技：成年男子）
　先輩２人のお蔭で２位に入ることができました。来年はさらに稽古をして頑張ります。

○冨田元輝選手（相撲競技：成年男子）
　来年は優勝を目指して頑張ります。

○森本太良選手（相撲競技：成年男子）
　愛媛県の民泊の方々の応援で力を出すことができました。来年は優勝を目指して頑張ります。

監督・選手からのコメント 
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○室谷正憲監督（レスリング競技：成年男子）
　今年の成年チームは全員が入賞し、良く頑張ってくれました。普段から成年と少年が一緒に練習し、切磋琢磨できたこ
とが大きな勝因だと思います。これからも成年・少年が一丸となって強化していきたいと思います。

○守田泰弘選手（レスリング競技：成年男子）
　応援ありがとうございました。昨年の準優勝を上回る事ができず、３位という結果になってしまいましたが、最低限の仕
事はできたかと思います。現役で闘う姿を見て、高校生に何か少しでも感じてもらえるものがあったら嬉しいです。これ
からも和歌山県の競技力向上のために尽力したいと思います。

○三輪優翔選手（レスリング競技：成年男子）
　成年になり初めての国体で自分の実力を出せるように練習を積んできました。３位という結果は目標通りでしたが、来
年は優勝を目指して頑張ります。応援していただき、ありがとうございました。

○堀後雄太選手（レスリング競技：成年男子）
　仕事であまり練習時間がない中でも結果を残すことができました。今回、試合に勝つことができたのは和歌山北高校
の先生や生徒、職場の方々の支えのお蔭だと思います。来年も国体に出場し、上位入賞を目指します。

○宇井大和選手（レスリング競技：成年男子）
　成年として初めての国体で、結果は５位と優勝することはできませんでしたが、少しは和歌山県チームに貢献できたと
思います。来年、より良い成績を残せるよう、また１年間練習に励みます。

○阪部　創選手（レスリング競技：成年男子）
　優勝を目指して頑張りましたが、５位という結果に終わりました。来年は良い結果が出るように努力していきます。

○谷田昇大選手（レスリング競技：成年男子）
　今年度は異動がありましたが、昨年の５位を上回ることができ、とても良かったと思います。しかし、職場の皆様に仕事
をお願いして国体に来ている以上、あと１つ勝ちきれなかったのがとても悔しいです。今後も精一杯頑張ります。応援あ
りがとうございました。

○森下　浩監督（レスリング競技：少年男子）
　全員の力を出し切ることができました。３年生の２人が中心となり、チームが１つにまとまりました。キャプテンの檜山選
手が私やコーチのアドバイスをしっかり伝達してくれ、チームとしてコミュニケーションが取れました。来年に向けて、もう
１つ上を狙えるチームを作り、和歌山県に貢献したいです。

○内田貴斗選手（レスリング競技：少年男子）
　初めての国体で、お世話になっている和歌山県に貢献できるように追い込んだ練習をしてきました。厳しくご指導いた
だいている先生や応援にきてくれた家族、友達に恩返ししたいとの思いで頑張りました。３位の結果は嬉しく、課題も見
つかった大会となったので来年の国体は優勝を目指します。

○岡本景虎選手（レスリング競技：少年男子）
　必ず優勝する気持ちで練習に取り組んできました。試合では得意技のまき投げや腕とりを出すことができましたが、準
決勝では自分のレスリングができず悔しいです。家族のサポートや応援していただいた方々、ありがとうございました。
来年は優勝を目指して頑張ります。

○谷口虎徹選手（レスリング競技：少年男子）
　和歌山県の代表として試合に出る限りは、絶対に勝って貢献するぞという思いで国体に挑みました。そして入賞するこ
とができ、指導していただいた先生方、共に練習してくれた先輩方、応援してくれた方々に少しは恩返しできたかなと感
じています。来年、再来年も代表となって和歌山県に貢献したいと思います。

○垣内大征選手（レスリング競技：少年男子）
　最後の国体で全力を尽くせるよう、厳しい練習をしてきました。得意技の横捨身をかけて、入賞することができて嬉しい
です。応援していただきありがとうございました。

○檜山魁豊選手（レスリング競技：少年男子）
　３位に入賞し、うれしい気持ちがありますが、準決勝では勝てるチャンスがあったので悔しい気持ちもあります。ここま
でご指導いただいた先生方や成年選手の方々に本当に感謝しています。ありがとうございました。
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○島由佳子監督（馬術競技）
　プレッシャーの中、本当によく頑張って期待に応えてくれました。優勝のポイントは、馬の適性と種目の性格の見極
めが非常に良かったところです。これからも和歌山県の馬術競技が発展するために競技人口を増やし頑張っていき
たいです。

○藤谷喜晴選手（馬術競技：成年）
　大会最終日の最終種目、和歌山県が馬術競技で出場する唯一の種目ということで非常に緊張しました。ザンジバ
ル号もよく頑張ってくれました。ザンジバル号の邪魔をしないように、注意して障害物を跳べたことが良かったと思い
ます。

○齊藤正樹監督（ボクシング競技：成年男子）
　今回の国体での選手達の活躍は、選手一人一人が高い目標を持ち、日々の練習に励んだ結果だと思います。応
援してくださった皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

○星大二郎選手（ボクシング競技：成年男子）
　自分の目標とは程遠い結果となってしまいましたが、今後も引き続き精進してまいります。

○田尻真也選手（ボクシング競技：成年男子）
　５位に入賞することができました。これもひとえに周りの皆さんのお陰だと感謝しています。今後も和歌山のスポー
ツ発展のために尽力したいと思います。ありがとうございました。

○南出　仁選手（ボクシング競技：成年男子）
　優勝できると思っていたので本当に悔しいです。でも、自分の弱い部分がまだまだあって負けたので、あきらめず
に頑張りたいと思います。

○林田翔太選手（ボクシング競技：成年男子）
　今回も沢山の支えがあり試合に挑むことができました。しかし結果は３位敗退と、期待を裏切る結果になってしまい
ました。応援してくれた人達に申し訳ない気持ちでいっぱいです。この悔しさを次に活かせるようまた精進します。今
後とも応援よろしくお願いします。

○井上英典監督（陸上競技）
　助永選手は、今日は迷いが無くやってくれました。本当に嬉しい限りです。長選手は今年は怪我もあり、悔しい試
合が多かったと思います。これからは日本を代表する選手になれるよう、練習に励んで頑張ってもらいたいです。南
出選手は自己新記録を大幅に更新しての７位入賞で非常に嬉しいです。日頃から顧問の佐藤先生と共にコツコツと
努力を重ねた結果ではないでしょうか。

○助永仁美選手（陸上競技：成年女子　やり投）
　今シーズン前半は非常に調子が良かったのですが、後半から投げに迷いがありとても不安でした。国体では一本
でも良い投げができることを心掛け試合に臨み、３投目は思い切って投げることができて良かったです。井上監督や
スタッフの皆さんに支えられ、４位入賞を果たすことが出来ました。また頑張ります。

○南出拓真選手（陸上競技：少年男子　三段跳）
　エントリー２７人中、ランキングが下から３番目でしたが、自己ベストを４４cm更新して７位に入賞することができまし
た。最後まで諦めず戦い抜いた結果、このような成績を残すことができてすごくうれしいです。

○長　麻尋選手（陸上競技：少年女子　やり投）
　やるからには勝ちたかったのですが、勝ちきれなかったのが悔しいです。
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○硲　雅樹監督（ウエイトリフティング競技）
　今回入賞した３人とも、インターハイで結果を残すことができなかった悔しさをバネに、国体での上位入賞を目指
し、日々練習に励んできました。程良い緊張の中、持てるパフォーマンスを出し、１本１本集中し挙げることができ入
賞に繋がりました。この経験を次回の福井国体に活かし、１つでも上の順位を目指して取り組んで行きたいです。応
援ありがとうございました。

○前田大志選手（ウエイトリフティング競技：少年男子）
　体調は万全ではありませんでしたが、一本一本丁寧に試技することだけを心掛けた事が良かったと思います。来
年から成年選手として頑張りたいと思います。応援ありがとうございました。

○藤谷　柊選手（ウエイトリフティング競技：少年男子）
　今日は気持ちが落ち着いていたので、ポイントを修正しながらやれたのが良かったです。来年は、もっと上を目指
して頑張ります。

○西川弘祐選手（ウエイトリフティング競技：少年男子）
　初めは怪我の具合が気になって心配でしたが、試合が始まると痛みもあまり感じず、気合いで頑張りました。来年
からは成年選手として頑張ります。

○福井將人監督（バレーボール競技：少年男子）
　５位入賞に終わり、残念な気持ちです。まだまだ甘さがあるので、一から鍛え直します。

○久保田滉人選手（バレーボール競技：少年男子）
　準々決勝では自分達の甘いところが出て、勝てる試合を落としてしまいました。５・７位決定戦
の１セット目は、準々決勝の敗戦を引きずってしまいましたが、２セット目からは気持ちを切り替
えて盛り返し、勝つことができました。今回の５位入賞の経験を生かして、次の大会や来年の国
体に繋げていきたいです。
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第７２回国民体育大会（２０１７愛顔つなぐえひめ国体） 

和歌山県選手団 山本総監督 談話 
 
「２０１７愛顔つなぐえひめ国体」が冬季大会（スケート競技：１月２７日～３１日、

スキー競技：２月１４日～１７日）、会期前競技（水泳・弓道・カヌー競技：９月９日～

１６日）に引き続き、９月３０日から１０月１０日までの計１１日間にわたり本大会が開

催され、本県選手団は、各競技において大いに健闘しました。 

 今大会は、男女総合成績１０位台を目標にしていました。結果は、男女総合成績 934.5

点（競技得点 534.5 点＋参加点 400 点）・第２６位、女子総合成績は 509 点・第２８位と

なりました。 

 獲得した競技得点の割合につきましては、個人競技が１２競技２５４点（４８％）、対

人競技が９競技２６３点（４９％）、集団競技が１競技１７．５点（３％）となり、種別

比較では、成年種別２６種別３３６．５点（６３％）、少年種別１６種別１７２点（３２％）、

共通種別２種別２６点（５％）となりました。男女別得点では、男子が３４５．５点（６

５％）、女子が１８９点（３５％）となっています。 

 今回活躍した主な競技としましては、フェンシング競技は少年女子１位、少年男子４位、

成年男子、成年女子が５位入賞し６３点、ボウリング競技は成年女子が団体戦（２人チー

ム）１位、少年女子が団体戦３位入賞するなど５２点、ソフトテニス競技は成年男子、少

年女子が４位入賞し５０点、セーリング競技は成年男子が４７０級１位、少年女子がレー

ザーラジアル級１位、少年男子がレーザーラジアル級２位入賞するなど４９点、レスリン

グ競技は出場選手１４人中１１人が入賞するなど４５．５点を獲得し、総合成績に大きく

貢献されました。 

今回の愛媛国体では、フェンシング競技少年女子が４連覇、なぎなた競技成年女子が試

合競技３連覇をはじめ、今年も高い競技力を維持していただいている競技や、厳しい近畿

ブロック大会を通過した勢いそのままに優勝や入賞を積み重ねていただいた競技がありま

した。一方、入賞が期待された競技でも、怪我による直前の選手変更や国体独特の雰囲気

に圧倒されて本来の力を発揮できなかった競技、惜しくも近畿ブロック大会で敗退し本大

会に出場できなかった集団競技など、課題が残った競技もみられました。県体育協会とし

ましては、競技力の更なる向上を目指し、愛媛国体において明確になった課題を県競技力

向上対策会議及び各競技団体と連携して解決するとともに、国体選手のサポートをより一

層推進してまいります。 
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