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千葉県競技力向上推進本部
躍進チームちば Vol. 128位入賞 6位入賞8位入賞 6位入賞男女総合

（天皇杯）
女子総合
（皇后杯）

国 民 体 育 大 会第72回

栄光を目指して  2017チームちば栄光を目指して  2017チームちば



千葉県選手団団長
千葉県知事

●少年女子Ａ╱2００ｍバタフライ 2位　持田 早智
　　　　　　　５０ｍ自由形 6位　飯塚 千遥
　　　　　　　200m背泳ぎ 7位　持田 早智
　　　　　　　400m個人メドレー 6位　柏崎 清花
　　　　　　　メドレーリレー 8位　持田・柏崎・飯塚・鈴木
　　　　　　　フリーリレー 8位　鈴木・込山・飯塚・持田
●少年女子B╱100m背泳ぎ 7位　星 美里
　　　　　　　１００ｍ平泳ぎ 7位　賀部 寿音
　　　　　　　１００ｍバタフライ 8位　森柄 花菜

森田 健作

※監督は入賞した種別のみ記載

　総勢６０５名の選手団の皆様、「第72回国民体育大会」での、天皇杯得点８位入賞・皇后杯得点６
位入賞、誠におめでとうございます。天皇杯は３年連続、皇后杯は９年連続の入賞を果たしました。
　本県でも８競技の開催が決定している２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた機運
の醸成も含め、県民のスポーツへの関心はますます高まりを見せております。
　このような中、今大会では、ライバル県との激しい入賞争いが、最後の最後まで繰り広げられ、監
督・選手・スタッフが一致団結し、自分たちの力を信じて挑みました。大変厳しい大会ではありました
が、選手団の皆様の強い思いと団結力により連続入賞を果たすことができました。選手団並びに関
係者の皆様の御尽力に感謝申し上げます。
　次の「福井しあわせ元気国体」に向けて、千葉県選手団の新たなチャレンジが既にスタートしてお
ります。引き続き、関係者の皆様には「スポーツ立県ちば」の一層の推進に向けて、御支援と御協力
をお願いしますとともに、「チームちば」の更なる活躍を期待いたします。

●成年女子╱1回戦敗退
●少年男子╱5位　白石 光　坂川 広樹
●少年女子╱6位　西郷 里奈　佐藤 光

少年男女監督╱齋田　淳

☆競泳
●成 年 男 子 元・松元・平井（健）
　　　　　　　メドレーリレー 4位　安田・小日向・平井（健）・松元

　　　　　　　10０ｍ自由形 6位　松元 克央
　　　　　　　40０ｍ自由形 4位　平井 彬嗣
　　　　　　　10０ｍバタフライ 3位　平井 健太
　　　　　　　１００ｍ平泳ぎ 6位　小日向 一輝
　　　　　　　２００ｍ個人メドレー 7位　平井 健太
　　　　　　　100m背泳ぎ 7位　安田 純輝
●成 年 女 子╱200m個人メドレー 8位　樋口 恵夢
　　　　　　　100m背泳ぎ 8位　湯原 利佳
●少年男子B╱10０ｍバタフライ 3位　井上 海
　　　　　　　メドレーリレー 6位　国分・落合・井上・西條
☆飛込
●成年女子╱飛板飛込 7位　中村 彩夏
　　　　　　高飛込 7位　中村 彩夏

競泳監督╱岡田 昌之　森 謙一郎
飛込監督╱谷内 覚水　泳

福井国体に
向けてのコメント

種別毎のエントリー
もバランス良く構成
できるようになり、広
く得点できるチーム
となりました。天皇
杯獲得を全員の目
標として、更なる強
化を図ります。

●成年男子╱（ダブルスカル） 敗者復活戦敗退
●少年男子╱（ダブルスカル）準決勝敗退
　　　　　　（シングルスカル）準決勝敗退

テニス ボート

福井国体に向けてのコメント
福井国体では、１種目でも多く出場することを目
指し、本国体での入賞を目標とし強化を図ります。

福井国体に向けてのコメント
水泳全５種目出場で総合力を上げ、個々の選出メン
バーのコンディショニングを万全に緊急対応もできる
ように注意して全力で挑みます。

福井国体に向けてのコメント
愛媛国体８位だった「常勝ちば」の強化を図り、天皇
杯獲得のために４種別すべてで入賞を目指します。

●成 年 男 子╱100m 4位　川上 拓也
　　　　　　　8００ｍ 7位　梅谷 健太
　　　　　　　４００ｍH 5位　石田 裕介
　　　　　　　走高跳 2位　戸邉 直人
●成 年 女 子╱8００ｍ 5位　大森 郁香
　　　　　　　50００ｍ 2位　鷲見 梓沙
　　　　　　　50００ｍW 5位　吉住 友希
　　　　　　　棒高跳 1位　根本 智子
　　　　　　　走高跳 4位　神坂 莉子
●少 年 男 子╱1００ｍ 4位　秀島 来
　　　　　　　１１０ｍH 5位　森戸 信陽
　　　　　　　やり投げ 1位　山口 智弘
　　　　　　　走高跳 7位　髙橋 竜輝

●少 年 女 子╱1００ｍ 6位　景山 咲穂
　　　　　　　走幅跳 4位　白土 茶実
　　　　　　　走幅跳 5位　清野 涼々花
　　　　　　　三段跳 5位　橋本 梨沙
　　　　　　　4００ｍH 1位　村上 夏美

男子監督╱伊東 謙二
女子監督╱花岡 麻帆陸　上

天皇杯

5位

天皇杯

8位

皇后杯

4位



●成年男子╱2位　野々村 笙吾　今林 開人　鈴木 大介　中川 将径　早坂 尚人
●少年男子╱1位　鈴木 茂斗　杉本 海誉斗　村山 覚人　安達 太一　上山 廉太郎
●少年女子╱2位   花島 なつみ　吉村 萌惠美　青木 梨奈　日沖 愛子　尾藤 由夏
☆新体操
●少年女子╱3位　岩沢 希実　堂園 明香里　石井 陽向　志間 菜乃子　栫井 優

●少年男子╱ピン級２位　片岡 亜沙人
　　　　　　バンダム級１位　堤 駿斗
　　　　　　ライト級５位　中村 洸太

成年男子監督╱福尾 誠　　少年男子監督╱大竹 秀一
少年女子監督╱神崎 俊　新体操少年女子監督╱塩屋 恵美子

少年男子監督╱石井 大伸
阿久津 理

体  操
天皇杯

1位
皇后杯

1位

２年連続の天皇杯獲得！体操強国「ちば」の名をさらに高め、千葉県
最多得点種目としてのプレッシャーをプライドに変えて天皇杯３連
覇へ挑みます。いざ、福井の地へ！

福井国体に
向けてのコメント

●成年男子╱フリー６１ｋｇ級 3位　髙安 直人
　　　　　　フリー１２５ｋｇ級 3位　宮原 将裕
●少年男子╱フリー５0ｋｇ級 3位　竹下 雄登
　　　　　　フリー55ｋｇ級 3位　谷口 日向
　　　　　　フリー６０ｋｇ級 5位　山口 海輝
　　　　　　フリー96ｋｇ級 1位　白井 逹也
　　　　　　グレコ１20ｋｇ級 2位  ABID HAROON
●女　　子╱フリー53ｋｇ級 1位　須﨑 優衣

成年男子・女子監督╱吉田 雅明
少年男子監督╱大澤 友博レスリング

天皇杯

6位
皇后杯

1位

●成年男子╱１回戦敗退
●少年男子╱5位　宮下 想　上條 レイモンド　松尾 崇大　及川 吏　松下 正明　鈴木 歩
　　　　　　　　  飯田 流空　星倉 元　峯川 優心　鳴尾 空海　三橋 魁　山口 匠海
●少年女子╱3位　関 菜々巳　間野 安里彩　村松 美月　岡安 夏希　井上 玲央奈　
　　　　　　　　  市川 結菜　安久津 実夢　泉 朋佳　古川 汐里　田中 ひなこ　
　　　　　　　　  坂本 千恵里　征木 茜
●ビーチバレーボール男子╱3位　上場 雄也　髙橋 巧

●成年女子╱3回戦敗退

少年男子監督╱石田 勉　　少年女子監督╱國安 鉄太郎
ビーチバレー男子監督╱坂本 光雄バレーボール

天皇杯

3位
皇后杯

8位

愛媛国体では6種別中4種別が本大会に出場し、少年男女及びビーチ男子が
入賞し「天皇杯３位」に輝きました。さらに福井国体では優勝を目指します。

福井国体に
向けてのコメント

バスケットボール ホッケー

福井国体に向けてのコメント
「愛媛国体での悔しさを弾みに、
成年・少年すべての種別におい
て福井国体に向け努力します。
県民の皆様の御期待に沿えます
よう、上位入賞を目指します。

福井国体に向けてのコメント
全種別本大会出場を目指し、
天皇杯・皇后杯入賞に貢献でき
るよう強化します。

福井国体に
向けてのコメント

愛媛国体では少年男子が健
闘しましたが、成年男子はブ
ロック敗退でした。福井国体
に向けて、監督・選手一丸と
なって強化を図り、全階級入
賞めざして頑張ります。

●少年男子 ╱２回戦敗退
●成年女子╱１次リーグ敗退

ボクシング 卓　球

福井国体に向けてのコメント
愛媛国体での悔しさをバネに、
福井国体では全種別出場・入賞
を目指し、監督や選手、連盟共々
日々精進致します。

福井国体に向けてのコメント
愛媛国体は、皇后杯2年連続1位
天皇杯6位入賞。福井国体に向け、
選手・監督・連盟が一丸となりより
高いレベルの戦いを行い、皇后杯
３連覇・天皇杯1位を目指します。



監督╱江里口 裕子

成年女子監督╱齋藤 広宣

少年男子監督╱角田 昌

スラローム監督╱井田 涼介
スプリント監督╱秋葉 一憲

●成年男子／福島 大輔（スピード＆ハンディネス2位 ダービー5位）
　　　　　　小牧 加矢太（六段障害飛越5位）
●成年女子／木村 早希子（二段障害飛越3位）
●少　　年／安西 紘一（標準障害飛越1位 スピード＆ハンディネス5位）
●少年団体／4位　安西 紘一　両角 春翔

馬  術

サッカー 女子監督╱金野 結子

栄光を目指して 2017チ ームちば栄光を目指して 2017チ ームちば

●女子╱1位
　野口 真咲　市瀬 千里　林 香奈絵
　塩澤 優　　鶴見 綾香　栗原 妃奈子
　成岡 真鈴　伊東 莉那　今村 瑞月
　横山 亜依　小林 菜々子　
　海老根 菜々子　松﨑 愛華　大熊 環
　曽根 七海
●少年男子╱2回戦敗退

天皇杯

6位

天皇杯

7位

天皇杯

5位

皇后杯

1位

ソフトテニス
●成年女子╱1位　神谷 絵梨奈　黑木 瑠璃華
　　　　　　　　  齊藤 香純　大久保 京香
　　　　　　　　  大井 樹来
●成年男子╱2回戦敗退
●少年男子╱3回戦敗退

カヌー
●成年男子╱SL-KI  １５G 5位　山本 嶺
　　　　　　SP-Ｃ1 200ｍ 8位　八角 周平
　　　　　　SP-Ｃ1 500ｍ 8位　八角 周平
●成年女子╱SL-KI  2５G 8位　上野 由斐
●少年男子╱SP-Ｃ1 200ｍ 2位　鈴木 涼太
　　　　　　SP-Ｃ1 500ｍ 1位　鈴木 涼太
●少年女子╱SP-K1 200m 6位　髙野 真緒
　　　　　　SP-K2 200m 3位　柳堀 あいり　諏訪 智美
　　　　　　SP-K2 500m 4位　柳堀 あいり　諏訪 智美

相 撲
●成年男子／予選敗退
●少年男子╱3位　長谷川 柊平
　　　　　　　　  岸本 涉利
　　　　　　　  　ビャンバスレン
　　　　　　　　  水間 龍　岸本 梨玖

天皇杯

5位
皇后杯

1位
福井国体に向けてのコメント
すべての種別で入賞を目指し、
チーム力で他都道府県を圧倒
し、総合優勝を勝ち取ります。

福井国体に向けてのコメント
愛媛国体では、強化合宿での稽古
の成果が表れた年でした。福井国
体では更なる結果が残せるよう選
手・監督一丸となり頑張ります。

フェンシング
●成年男子╱予選敗退
●成年女子╱予選敗退
●少年男子╱予選敗退

福井国体に向けてのコメント
愛媛国体では悔しい結果となってし
まったので、入賞目指して頑張ります。

福井国体に
向けてのコメント

愛媛国体では天皇杯入賞を置き忘
れてきてしまった。福井国体ではス
タッフ一丸となって更なるチーム
力の向上、そして選手の家族力に
よって天皇杯入賞を勝ち取ります。

福井国体に
向けてのコメント

福井国体に向けて、馬場馬術の更なる強化を図り、
天皇杯・皇后杯ともに入賞を狙います。

福井国体に向けてのコメント
愛媛国体では、久しぶりに女子が
優勝することができました。福井
国体では3種別出場・天皇杯上位
進出を目指して、本協会・監督・選
手一丸となって頑張ります。



●成年男子／10m S60M 5位　井尻 圭亮
　　　　　　P60M 1位　井尻 圭亮
●成年女子╱10mS40W 7位　千葉 朔海
　　　　　　P40W 7位　千葉 朔海
　　　　　　10mAP40W 2位　中山 亜弥
●少年男子╱10m S60JM 5位　神崎 晃汰
　　　　　　BRS60JM 1位　公賀 亜久理
　　　　　　S30JM 1位　公賀 亜久理

●成年男子／入賞なし
●女　　子╱4位　吉田 優利　長野 未祈　羽藤 和奏
●少年男子╱8位　武田 正輝　鈴木 晃祐　中村 勇貴

監督╱新後 はるか 監督╱長 新人

監督╱馬場 秀和

●成年男子╱５3kg級スナッチ 1位　佐野 優図
　　　　　　５３kg級クリーン＆ジャーク 6位　佐野 優図
●女　　子╱63kg級スナッチ 1位　安藤 美希子
　　　　　　63kg級クリーン＆ジャーク 1位　安藤 美希子
●少年男子╱77kg級クリーン＆ジャーク 8位　榎本 星矢

ウエイトリフティング

成年男子監督╱中濱 真吾　少年男子監督／田中 良明
成年女子監督╱石渡 正明

少年男子監督╱日暮 浩之
女子監督／鈴木 久男ゴルフ

ライフル射撃 監督╱藤平 敏

●成年男子╱3位　石川 勇太　須藤 紘司　加藤 博剛　細谷 京亮
　　　　　　　　  下山 徳大
●女　　子╱5位　横山 澄香　長野 七海　川城 莉子　吉田 菜美
　　　　　　　　  緒方 亜香里
●少年男子╱3位　市川 龍之介　岩下 玄太　板東 虎之輔
　　　　　　　　  畠山 竜弥　大淵 泰志郎

柔  道

●成年女子／１回戦敗退
●少年男子／２回戦敗退

バドミントン

皇后杯

2位

天皇杯

2位
皇后杯

5位

天皇杯

7位

天皇杯

5位

皇后杯

4位

空手道
●成年男子／入賞なし
●成年女子／入賞なし
●少年男子／入賞なし
●少年女子╱入賞なし
○組手団体／５位

福井国体に向けてのコメント
全種目で関東ブロック大会を突破し、福
井国体では全員入賞で天皇杯・皇后杯入
賞をめざします。

福井国体に向けてのコメント
愛媛国体では入賞を逃しましたが、福井国体は全種別
で１ポイントでも多く獲得できるように精進します。

福井国体に向けてのコメント
「ゴルフ強豪千葉県」の底力を全国
に示し、3部門上位入賞、天皇杯・皇
后杯入賞を！千葉県代表に選ばれ
た誇りと自信で福井国体へ！

●少年男子／
　近的 予選敗退
　遠的 予選敗退
●少年女子／
　近的 予選敗退
　遠的 4位

弓  道

福井国体に向けてのコメント
愛媛国体では２種別で参加し、１種目入賞する
ことができました。福井国体では、４種別一丸
となって総合優勝を目指し強化していきます。

福井国体に
向けてのコメント

全種別出場、入賞を目指し、
一体となって総合優勝を目
指します。全種別入賞を目
標にし選手・監督一丸となっ
て、福井国体で天皇杯・皇后
杯入賞を目指します。

福井国体に
向けてのコメント

全種別出場、入賞を目指し、一体となって総
合優勝を狙います。

福井国体に向けてのコメント
福井国体に向けて、ウエイトリフティングは選手・指導
者一丸となって強化に取り組みます。福井国体から女
子が３階級になるので皇后杯優勝を目指します。



●成年男子／ケイリン 3位　板倉 玄京
　　　　　　スプリント 5位　荒川 仁
　　　　　　スクラッチ 6位　中村 龍太郎
●少年男子／入賞なし
●女　　子╱スクラッチ 4位　中村 妃智

自転車

成年男子監督╱飯名 剛士
少年男子監督╱池畑 大ハンドボール

ソフトボール 少年男子監督╱行方 晋
少年女子監督╱佐藤 洋介

ラグビーフットボール

●成年男子╱5位　田中 直樹　佐藤 奏吉　酒井 雅彦　長谷川 舜　小川 隼平　佐野 清貴　北詰 明未
　　　　　　　　  島田 純　峰岸 勁志郎　羽諸 大雅　大崎 弘市　臼田 翔馬
●少年男子╱2位　青沼 健太　島村 悠太　原 悠介　中沢 優大　澤 祐樹
　　　　　　　　  松本 雄太　向山 渓星　藤田 和馬　髙橋 宗汰　中村 匠
　　　　　　　　  武者 太一　加瀬 駿也
●少年女子／２回戦敗退

●成年男子／1回戦敗退

軟式野球

成年男子監督兼選手╱重松 公明

成年男子監督兼選手╱
深山 光一

成年男子・女子監督／阿部 智篤

剣  道

天皇杯

3位
皇后杯

4位

天皇杯

2位

●成年男子／5位　重松 公明　佐藤 弘隆　軽米 拓麿　蒔田 直人　鷲見 象平

●成年男子／6位　為成 智広　堀口 裕二　山本 秀文
　　　　　　　　  石橋 達也　石本 海斗　窪田 幸一郎
　　　　　　　　  加部 恭史　為成 伸広　日高 健　
　　　　　　　　  森 功至    深山 光一

●少年男子／3位　渡辺 剛気　佐藤 夏己　大城 海生
　　　　　　　　  山崎 稜太　加藤 友弥　新谷 真生
　　　　　　　　  増田 翔太　蓮沼 陸　橋本 純基
　　　　　　　　  四宮 敬大　時田 達海　竹ケ原 和礼
　　　　　　　　  五十嵐 啓介
●少年女子／1位　久本 美波　柗丸 優香　小西 彩未
　　　　　　　　  切石 結女　大石 沙和　佐久間 桃香
　　　　　　　　  小倉 美衣菜　鈴木 真唯　前田 衣里奈
　　　　　　　　  田村 優佳　川村 莉緒　上杉 緋呂
　　　　　　　　  笠原 朱里

福井国体に向けてのコメント
少年女子の連覇や少年男子３位、そして天皇杯３位の
実績を胸に、福井国体に向けて更なる飛躍を目指し、４
種別一致団結で強化につなげます。

福井国体に向けてのコメント
福井国体に向け、少年、女子、成年の各カテゴリーにお
いて国体出場を果たし、チーム千葉としての団結と輝
きを目指し今後とも強化に力を注いでいきたい。

福井国体に向けてのコメント
福井国体での複数種別入賞を目標
に一丸となって強化に努めます。

成年男子監督╱飯田 ゆか山  岳
●成年男子／リード7位 ボルダリング8位
　　　　　　村井 隆一　島谷 尚季

福井国体に向けてのコメント
１６年ぶりに天皇杯入賞を逃した悔
しさをバネにして、本国体入賞より
も難しい激戦の関東ブロックを通過
し、クライミング王国の復活を目指
します。

福井国体に向けてのコメント
福井国体では団体種目のチームスプリントとロードレースの入賞
を目標に重点強化し、さらなる競技得点の獲得を目指します。

銃剣道
●成年男子
　2回戦敗退

鹿児島国体に向けてのコメント
銃剣道競技は３年後の鹿児島国体となりま
すが、この間、一層の強化を図り、選手・監
督が一丸となって上位入賞を目指します。

福井国体に向けてのコメント
福井国体に向け、いかに接戦を制する
かをテーマに、投手力を中心とした守り
と勝ち切る精神力の強化を図り優勝を
目指します。

福井国体に
向けてのコメント

天皇杯２位と躍進を遂
げた勢いを福井国体
に繋げるために、選手
はもちろん、役員一同
も花を開かせるよう鋭
意努力します。



☆スピード
●成年男子╱１0００ｍ 7位　阿部 啓吾
　　　　　　５０００ｍ 7位　大竹 拓三
●成年女子╱入賞なし

☆フィギュア
●少年男子╱入賞なし
●少年女子╱入賞なし

●全種別╱入賞なし

スケート

アイスホッケー

スピード成年監督╱椎名 邦仁

スキー

●成年女子／1回戦敗退
●少年女子╱1回戦敗退

監督╱小森 政之

なぎなた

成年女子監督／張ヶ谷 富美子
少年女子監督／小松 永宜ボウリング

●成年男子╱入賞なし
●成年女子╱個人戦 4位　向谷 美咲
　　　　　　個人戦 7位　髙山 実樹
　　　　　　団体戦（２人組） 3位
●少年男子╱入賞なし
●少年女子╱団体戦 5位

成年男子監督兼選手╱秋葉 隆行クレー射撃
●成年男子╱トラップ 7位　秋葉 隆行　林 直樹
　　　　　　　　　　　 　戸村 輝雄
　　　　　　スキート　入賞なし

●成年男子／入賞なし
●成年女子╱レーザーラジアル級 2位　杉浦 智香
●少年男子／420級 4位　谷 望　松島 広輔
●少年女子╱レーザーラジアル級 2位　菅沼 汐音

成年女子監督╱宮野 美恵子
少年男女監督╱天貝 謙介セーリング

アーチェリー

皇后杯

2位

●少年男子／8位　山本 陽生　平川 太将　清田 貴久

福井国体に向けてのコメント
福井国体を目指し、天皇杯入
賞、皇后杯入賞を目的に練習目
標を明確にし、全体の強化を図
り、目的必達の為、チーム一丸と
なって全力を投じます。

福井国体に向けてのコメント
トラップ・スキート両方で出場することを前提として、
個々の選手が本番で実力通りの力を発揮できるよ
う、福井国体に向けて厳しい練習をしていきます。

福井国体に向けてのコメント
あと少し！もう少し！ちょっとの差を埋めて、福
井県若狭の海では「天皇杯入賞」の目標を達
成したい。

神奈川国体に向けてのコメント
女子スマイルジャパンの活躍を
きっかけに千葉県でもアイス
ホッケーを始める子供が増えて
います。千葉県選抜チームは本
戦出場を目標に頑張ります。

福井国体に向けてのコメント
愛媛国体では、選手のプロ転向による
影響があったが皇后杯２位の成績を挙
げることができました。福井国体では
愛媛国体以上の成績を狙います。

福井国体に
向けてのコメント

福井国体に向けて、
競技力の強化と本番
で力を発揮する精神
力を鍛え、勝利を目
指します。

山梨国体に
向けてのコメント

天皇杯の連続入賞を
目指し、チーム一丸
となり頑張ります。

新潟国体に
向けてのコメント

悲願の入賞目指し「チー
ムちば」として貢献でき
るようがんばります。

国 民 体 育 大 会第72回

冬 季 大 会



国民体育大会 千葉県総合成績 （2巡目以降）

「愛顔つなぐえひめ国体を終えて」
第72回
国民体育大会総合成績
男女総合成績（天皇杯） 千葉県競技力向上推進本部長

千葉県副知事 滝川 伸輔

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

63
平成 元

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1311.50
1427.50
1355.00
1589.66
1232.99
1555.50
1282.20
1322.50
1303.50
1163.00
1360.00
1281.50
1291.16
1255.50
1414.00
1242.00
1355.00
1251.50
1373.00
1436.00
1569.00
1589.50
2921.50
1612.50
1444.00
1524.50
1394.00
1528.50
1676.00
1531.50

目指せ！　天皇杯獲得　　 

京　都
北海道
福　岡
石　川
山　形
香川・徳島
愛　知
福　島
広　島
大　阪
神奈川
熊　本
富　山
宮　城
高　知
静　岡
埼　玉
岡　山
兵　庫
秋　田
大　分
新　潟
千　葉
山　口
岐　阜
東　京
長　崎
和歌山
岩　手
愛　媛
福　井

第 11 位
第 10 位
第 10 位
第  9  位
第 13 位
第 10 位
第 11 位
第 10 位
第 12 位
第 13 位
第  9  位
第 12 位
第 13 位
第 13 位
第 12 位
第 15 位
第 10 位
第 12 位
第  9  位
第  8  位
第  6  位
第  6  位
第  1  位
第  7  位
第  7  位
第  7  位
第 10 位
第  7  位
第  5  位
第  8  位

511.00
599.50
561.00
586.50
508.50
535.50
576.50
535.50
547.50
550.00
611.50
529.50
581.16
595.50
759.00
686.00
673.00
634.00
644.50
643.00
710.50
760.00
1325.50
830.50
722.00
834.50
818.50
749.50
919.00
842.50

目指せ！　皇后杯獲得　　　 

第 10 位
第 11 位
第 11 位
第 12 位
第 16 位
第 15 位
第 12 位
第 15 位
第 15 位
第 15 位
第 10 位
第 17 位
第 16 位
第 15 位
第  9  位
第 11 位
第 11 位
第 11 位
第 10 位
第 10 位
第  9  位
第  5  位
第  1  位
第  6  位
第  7  位
第  5  位
第  6  位
第  6  位
第  7  位
第  6  位

　第72回国民体育大会に参加された千葉県選手団、各競技団体の皆様、天皇杯
得点８位入賞・皇后杯得点６位入賞、誠におめでとうございます。
　日頃から厳しい練習に耐えてきた選手の皆様だけでなく、選手を支えていただ
いた監督・スタッフ・本部役員の皆様、千葉県の競技力向上に関わる全ての皆様の
御尽力の賜物と、深く敬意と感謝の意を表します。
　今大会の目標であった天皇杯得点３年連続入賞、皇后杯得点９年連続入賞の達
成は「スポーツ立県ちば」の一層の推進を目指す本県にとって、大変喜ばしいこと
です。この素晴らしい活躍は次の「第７３回国民体育大会 福井しあわせ元気国体」
につながり、選手団の更なる活躍と連続入賞が続くことを期待しております。
　２０２０年に開催される東京オリンピック・パラリンピックでは、本県において８競
技が開催されます。開催に向け、県内でも様々な準備や取組が始まり、県民やアス
リートの皆様のスポーツへの期待と関心は日々高まっております。
　今後とも、競技力向上推進本部では、本県競技力の更なるレベルアップを図り、
国体を中心とした国内大会に加え、東京オリンピック・パラリンピックや国際大会で
活躍できる選手の育成を目指し、県民の皆様に夢と勇気と感動を届けることがで
きるよう取り組んでまいりますので、皆様の御理解、御協力をお願いいたします。

総合順位 都道府県 得　点
1
2
3
4
5
6
7
8

東京
愛媛
埼玉
大阪
神奈川
愛知
福井
千葉

2535.0 
2395.5 
1787.5 
1784.0 
1674.5 
1643.5 
1588.5 
1531.5 

女子総合成績（皇后杯）
総合順位 都道府県 得　点
1
2
3
4
5
6
7
8

東京
愛媛
大阪
愛知
埼玉
千葉
神奈川
福井

1282.0 
1196.0 
985.0 
925.0 
915.5 
842.5 
835.0 
825.0 

回数 開催年 得　点開催地 男女総合成績
（天皇杯） 得　点女子総合成績

（皇后杯）


	72th-1
	72th-2
	72th-3
	72th-4
	72th-5
	72th-6
	72th-7
	72th-8

