９月３０日号Vol.３

「チーム福岡」福岡県選手団サポートニューズレター

第７０回国民体育大会「２０１５紀の国わかやま国体」開幕
９月２６日（土）、和歌山県の紀三井寺公園陸上競技場おいて、天皇陛下・皇后陛下
の御臨席を仰ぎ、第７０回国民体育大会「２０１５紀の国わかやま国体」の総合開会式
が盛会に行われた。現地結団式では、小川団長に変わって柴田副団長が「福岡県の
代表として頑張ってほしい。必ず目標達成を果たしましょう。」と、力強く激励の挨拶を
述べられた。福岡県議会等からも激励の言葉をいただき、福岡県選手団として、さらに
気持ちを高めて開会式に臨んだ。本県選手団は、旗手であり、フェンシング競技の林
選手を先頭に、福岡県代表の誇りと、男女総合成績８位以内入賞の目標を胸に堂々と
入場行進を行い、目標達成に向けてスタートをきった。。
本県は、昨年度の長崎国体では７位入賞を果たし、今年は３年連続の８位以内入賞
を狙う。９月２６日から１０月６日までの１１日間、本県選手団の最後まで諦めない熱い
戦いが期待される。

Today’s news Flash

会期前競技 バスケットボール
少年女子は２回戦敗退し、少年男子は、
残念ながら準々決勝で宮城県に負け、５位
という結果で終了した。成年女子と成年男
子は、ベスト４に進出した!! 準決勝で成年
男子は愛知県に６点差で負けベスト４で敗
退し、成年女子は、山形県の実業団のチー
ムと戦い、接戦を繰り広げたが、惜しくも延
長戦で７点差をつけられ成年男子と同じく、
ベスト４で敗退となった。

RESULT
◇サッカー競技
〈少年男子〉
１回戦：福岡県 １－０ 愛知県
２回戦：福岡県 １－１（ＰＫ４－２）広島県
◇テニス競技
〈成年男子〉
１回戦：福岡県（伊藤・町田）
２回戦：福岡県（伊藤・町田）
〈少年男子〉
１回戦：福岡県（安増・山尾）
２回戦：福岡県（安増・山尾）
〈少年女子〉
１回戦：福岡県（宮原・松本）
２回戦：福岡県（宮原・松本）

２－０ 徳島県
０－２ 愛媛県
２－０ 青森県
０－２ 兵庫県
２－０ 岩手県
１－２ 宮崎県

◇自転車競技
〈成年男子〉
ケイリン：１回戦２位（２回戦へ）
小林 和希
４ｋｍ団体追抜競走：３位
原井（博）、原井（剣）、橋本、今村
チーム・スピリット予選：２６位
鳥越、吉岡、梶原
〈少年男子〉
スプリント：予選１位（１／８決勝へ）
梶原 大地
ケイリン：１回戦１位（２回戦）
吉岡 泰樹
◇ボート競技
〈成年男子〉
ダブルスカル：石原・砂原
予選４位（敗者復活戦へ）
敗者復活戦２位
〈成年女子〉
シングルスカル：上小手 千尋
予選５位（敗者復活戦へ）
敗者復活戦１位（準決勝へ）
〈少年男子〉
シングルスカル：宮原 透
予選３位
準決勝４位
〈少年女子〉
シングルスカル：中川 文馨
予選３位
準決勝２位（５位～８位決定戦へ）

◇ウエイトリフティング競技
〈成年男子〉
十島 明生
７７ｋｇ級スナッチ：１３位
７７ｋｇ級クリーン＆ジャーク：１１位
７７ｋｇ級トータル：１１位
福田 匠磨
８５ｋｇ級スナッチ：１１位
８５ｋｇ級クリーン＆ジャーク：７位
８５ｋｇ級トータル：７位
白石 宏明
１０５ｋｇ級スナッチ：２位
１０５ｋｇ級クリーン＆ジャーク：１位
１０５ｋｇ級トータル：２位
太田 和臣
＋１０５ｋｇ級スナッチ：１位
＋１０５ｋｇ級クリーン＆ジャーク：１位
＋１０５ｋｇ級トータル：１位
◇バレーボール競技
〈成年男子〉
１回戦：福岡県 ３－０ 千葉県
〈成年女子〉
１回戦：福岡県 ３－２ 和歌山県
準々決勝：福岡県 １－３ 千葉県
５、７位決定戦：福岡県 ０－３ 鹿児島県
〈少年男子〉
２回戦：福岡県 ２－０ 岡山県

◇ソフトテニス競技
〈成年男子〉
（宮崎・奥村（複）、武藤（単）、小林・椎野（複））
１回戦：福岡県 １－２ 北海道
〈成年女子〉
（相野・越智（複）、永末（単）、松崎・森田（複））
１回戦：福岡県 ２－１ 鳥取県
２回戦：福岡県 １－２ 千葉県
〈少年女子〉
（黒木・元村（複）、寺戸（単）、宮薗・平田（複））
１回戦：福岡県 １－２ 和歌山県

◇弓道競技
〈少年男子 近的〉
（濱田・彌吉・藤井）
予選：３位（決勝トーナメントへ）
〈少年男子 遠的〉
（濱田・彌吉・藤井）
予選：９位

◇相撲競技
〈成年男子 団体〉
（一ノ瀬（平）・山下・梅崎）
予選１回戦：福岡県 ２－１ 高知県
予選２回戦：福岡県 ３－０ 徳島県
予選３回戦：福岡県 １－２ 東京都
予選同点決勝：福岡県 ０－２ 三重県
〈少年男子 団体〉
（末・山中・宮崎・坂口・進藤）
予選１回戦：福岡県 ２－３ 福島県
予選２回戦：福岡県 ４－１ 沖縄県
予選３回戦：福岡県 ３－２ 栃木県

◇フェンシング競技
〈成年男子 フルーレ〉
（野口・木村・大石）
１回戦：福岡県 ３－０ 福井県
１回戦：福岡県 ２－１ 愛媛県
１回戦：福岡県 ３－０ 岡山県
※フルーレ１回戦順位１位
２回戦：福岡県 １－２ 茨城県
２回戦：福岡県 １－２ 宮城県
※フルーレ２回戦順位３位
〈少年女子 フルーレ〉
（森・林・伊藤）
１回戦：福岡県 ３－０ 山形県
１回戦：福岡県 ２－１ 滋賀県
※フルーレ１回戦順位１位
２回戦：福岡県 １－２ 岩手県
２回戦：福岡県 １－２ 東京都
※フルーレ２回戦順位３位
◇ゴルフ競技
〈成年男子〉
第１日 団体：２３位（長田・江口・合原）
個人：長田 真矩 ５位
江口 信二・合原 豊
両選手ともに健闘
〈女子〉
第１日 団体：５位（後藤・井上・識西）
個人：後藤 未有 ４位
井上 りこ ４位
識西 論里 健闘
〈少年男子〉
第１日 団体：５位（清水・矢野・古川）
個人：清水 大成 ９位
矢野 圭介 ２８位
古川 雄大 ４３位

◇なぎなた競技
〈成年女子 演技〉
（谷口・田中）
２回戦：福岡県 ５－０ 茨城県
３回戦：福岡県 ５－０ 宮崎県
準々決勝：福岡県 ３－２ 大阪府
準決勝：福岡県 ４－１ 熊本県
決勝：福岡県 ３－２ 和歌山県
福岡県初優勝
〈成年女子 試合〉
（濱田・谷口・稲永）
２回戦：福岡県 ２－１ 山梨県
３回戦：福岡県 １－２ 兵庫県
〈少年女子 演技〉
（世利・立石・小山田）
２回戦：福岡県 ２－３ 愛知県
〈成年女子 試合〉
（世利・立石・小山田）
１回戦：福岡県 ２－１ 茨城県
２回戦：福岡県 １－２ 東京都

◇ライフル射撃競技
〈成年男子〉
５０ｍライフル三姿勢 決勝
砥綿 雄貴 ８位
５０ｍライフル伏射 予選
磯部 恭輔 １８位
１０ｍエア・ライフル立射 予選
磯部 俊雄 ４０位
１０ｍエア・ピストル
中川 康二 １２位
〈成年女子〉
５０ｍライフル三姿勢 予選
中村 結花 ４位 （決勝へ）
５０ｍライフル伏射 決勝
中村 結花 １７位
１０ｍエア・ライフル立射 予選
平 奈留美 ２６位
〈少年女子〉
ビーム・ピストル
井浦 侑希乃 ６位

国体の情報については、大会ホームページ（下記アドレス）より、御覧ください。

http://www.wakayama2015.jp/kokutai/
【発信元：公益財団法人福岡県スポーツ振興センター スポーツ振興課 企画情報係 】

