
　　　　　　　　　　　　　平成２７年度　全国中学校体育大会成績一覧表
２　個人の部

１ 位 ２ 位
村山　覚人 橘　　汐芽 ③武井　優介 ④板倉　子龍 ⑤藤倉　央基 ⑥渡邉　向祥 ⑦若林　跳真 ⑧島田　　葵
泉谷（千葉） 鳥山（東京） 鳥山（東京） 鯖江中央（福井） 大体大浪商（大阪） 船橋（千葉） 武蔵野東（東京） 香芝北（奈良）
桒嶋　姫子 梶田　　凪 ③畠田　　瞳 ④花島　なつみ ⑤岡田　麻衣 ⑥中路　紫帆 ⑦大口　真奈 ⑧村松　朱里
新曽（埼玉） 城南（山梨） 南成瀬（東京） 四街道西（千葉） 新曽（埼玉） 新曽（埼玉） 大泉北（東京） 大町一（長野）
喜田　純鈴 石井　陽向 ③滑川　美空 ④仲宗根　華乃 ⑤森田　真由 ⑥中澤　怜那 ⑦奈良岡　未森 ⑧小西　野乃花
坂出（香川） 飯山満（千葉） 美野里（茨城） 玉川（東京） 松蔭学園（神奈川） 東村山二（東京） 高松（静岡） 長岡三（京都）
宇田　幸矢 田中　佑汰 手塚　崚馬 浅津　碧利 横谷　　晟 近藤　　蓮 戸上　隼輔 神野　翔太
稲付（東京） 愛工大附属(愛知) 明徳義塾（高知） 稲付（東京） 愛工大附属(愛知) 明豊（大分） 橋南（三重） 明徳義塾（高知）
塩見　真希 出雲　美空 青木　千佳 江戸　絢音 早田　ひな 平田　梨花 宮﨑　　翔 桑原　穂実

四天王寺羽曳丘(大阪) 曙川（大阪） 鯖江中央（福井） 昇陽（大阪） 中間東（福岡） 樫原（京都） 四天王寺羽曳丘(大阪) 岡部（埼玉）
北野・鈴木 水木・古山 渡邉・本間 根本・檜山 長・小倉 中村・林 谷村・長島 中西・田中

西郷一（福島） 尾上（青森） 中山（山形） 西郷一（福島） 芝（埼玉） 吉富（福岡） 広田（長崎） 上宮（大阪）
竹田・中野 山崎・藤岡 浅倉・西東 上野・吉田 蓮岡・根岸 木和田・花尻 鈴木・冨澤 久保田・小池
大津（兵庫） 中能登（石川） 戸塚（埼玉） 淀之水学院昇陽(大阪) 淀之水学院昇陽(大阪) 緑丘（和歌山） 鎌倉二（神奈川） 赤堀（群馬）
奈良岡　功大 緑川　大輝 中山　裕貴 加藤　太基 楠　　航介 小野里　大夢 石澤　　樹 江藤　佑太
浪岡（青森） 埼玉栄（埼玉） 埼玉栄（埼玉） 豊浦（北海道） 勝山（愛媛） 淑徳巣鴨（東京） 猿橋（新潟） 東野（熊本）
武井・遠藤 佐野・福村 新家・木田 鈴木・町田 柏原・渡邉 本間・武藤 石塚・大月 佐藤・織田

埼玉栄（埼玉） 東明（北海道） 上市（富山） 武里（埼玉） 埼玉栄（埼玉） 浪岡（青森） 笹神（新潟） 進明（福井）
水井　ひらり 吉田　瑠実 善家　百合子 小西　春七 齋藤　　夏 佐川　智香 森　　優紗 明地　七海
猪苗代（福島） 埼玉栄（埼玉） 福田（岡山） 九州国際大付(福岡) 埼玉栄（埼玉） 石岡（茨城） 開智日本橋学園(東京) 瓜破西（大阪）
福本・佐藤 石田・髙木 新井田・韮澤 鈴木・大澤 遠藤・藤田 大石・小林 今滝・藤原 植村・藤井

猪苗代（福島） 和合（富山） 香川一（香川） 埼玉栄（埼玉） 春光台（北海道） 小平二（東京） 倉敷福田（岡山） 四條畷学園(大阪)
神山　龍一 徳田　龍大郎 川邉　颯太 松浦　和啓 齋藤　大輔 石崎　涼馬 坂口　雄貴 春山　万太郎
黒須（埼玉） 東天城（鹿児島） 能生（新潟） 西根一（岩手） 酒田一（山形） 四條畷南（大阪） 中部（長崎） 大宮西（埼玉）
重黒木　祐介 阿部　壮己 片山　峻輔 木村　弘人 西野　寛人 山口　大河 山室　和士 松澤　尚輝
潮田（神奈川） 加古川（兵庫） 今治南（愛媛） 山王（秋田） 間々田（栃木） 諫早（長野） 石井（徳島） 結城東（茨城）
妹尾　舞香 柿元　冴月 津守　葵衣 渡邊　　茜 相場　　葵 野川　　真 松田　美結女 根来　優羽
玄洋（福岡） 那珂川北（福岡） 大分（大分） 勝山（愛媛） 燕（新潟） 久御山（京都） 島原一（長崎） 西和（和歌山）
松田　淳希 倉橋　恭平 海島　魁人 田中　蒼人 臼杵　太辰 山口　　信 大岡　京聖 福田　大晟
聖徳（奈良） 松江四（島根） 境川（岐阜） 曽根（福岡） 川之江北（愛媛） 西諌早（長崎） 北鳴（石川） 二見（兵庫）
唯野　己哲 顕徳　大晴 篠﨑　唯人 樋口　誠二朗 笠井　盛龍 山本　蒼良 椎野　瑠伽 鷲見　仁義
東部（長野） 望海（兵庫） 基山（佐賀） 藤井寺（大阪） 五所川原一(青森) 藤森（京都） 加茂名（徳島） 新陵（北海道）
桂　　嵐斗 佐藤　大知 竹内　龍生 日野　山剛 平野　達也 北條　嘉人 山本　拓澄 河村　　烈

長崎日大（長崎） 大成（愛知） 赤穂（兵庫） 阿武山（大阪） 玉島北（岡山） 大胡（群馬） 紀見北（和歌山） 富田（山口）
西願寺　哲平 内村　秀資 籾山　航大 若狭　智也 榎本　大将 村瀬　賢心 三宅　晴大 高橋　寛多
埼玉栄（埼玉） 鹿屋東（鹿児島） 御野場（秋田） 北辰（石川） 安佐（広島） 味岡（愛知） 香長（高知） 小野（兵庫）
中橋　大貴 山村　陸斗 大里　　雅 岡田　一真 柳沼　　毅 岡　　颯人 菅原　幸大 大江　達也
大成（愛知） 久居（三重） 山田（福岡） 丸山（兵庫） 国士舘（東京） 野坂（広島） 角田（宮城） 上田一（長野）
村尾　三四郎 山口　良太 三輪　魁星 松本　　司 橋本　光正 賀持　喜道 飯田　空翔 越橋　健介
灘（兵庫） 曽根（福岡） 大成（愛知） 鹿屋東（鹿児島） 福井工大附(福井) 安田学園（東京） 高台（静岡） 東海大四(北海道)
大西　陸斗 八木　郁実 竹内　勇伸 安藤　稀梧 斉藤　蘭丸 見友　朝勝 吉門　辰哉 佐藤　大輔

大成（愛知） 熊野東（広島） 水上（熊本） 大蔵（福岡） 本荘北（秋田） 富岡西（群馬） 西崎（沖縄） 東海大四(北海道)
千野根　有我 中野　寛太 大石　　由 塙　　元輝 野田　隆世 榎田　大人 松岡　大輝 八木　昌耶
生野（大阪） 天理（奈良） 桜丘学園（愛知） 昭栄（佐賀） 田主丸（福岡） 東海大相模(神奈川) 小野田（兵庫） 佐野（群馬）
河端　　悠 上倉　舞知 高森　来春 野上　莉来奈 槇原　未来 田中　愛夢 井上　七奈 新井　胡桃

大成（愛知） 野沢温泉（長野） 望海（兵庫） 中里（青森） 松江四（島根） 松山西（愛媛） 五條東（奈良） 淑徳（東京）
古賀　若菜 久保井　仁菜 高橋　瑠奈 和田　君華 工藤　毬矢 福田　実子 中水流　りり 野村　真希

田主丸（福岡） 松洋（和歌山） 開星（島根） 大成（愛知） 鶴田（青森） 檍（宮崎） 渋谷教育学園(東京) 丘（長野）
渋谷　　舞 渡邉　愛子 東　　玲奈 小幡　恵里 溝口　愛歌 亀岡　明里 金　　知秀 中馬　梨歩
鶴田（青森） 金目（神奈川） 曽根（福岡） 日吉台（宮城） 指扇（埼玉） 港南（愛媛） 香長（高知） 吉野（鹿児島）
阿部　　詩 古賀　ひより 藤井　志穂 大森　生純 栁原　海羽 小林　未奈 中村　愛香莉 客野　朱里

夙川学院（兵庫） 東橘（神奈川） 守山（滋賀） 高槻七（大阪） 須賀川三（福島） 大成（愛知） 大蔵（福岡） 出雲一（島根）
中矢　遥香 河端　　風 小笠原　みなみ 五十嵐　日菜 新井　美香 浦　　明澄 石川　梨夏子 三浦　舞幸星
港南（愛媛） 大成（愛知） 弘前一（青森） 東松山北（埼玉） 相原（神奈川） 沖学園（福岡） 渋谷教育学園(東京) 高槻七（大阪）
結城　彩乃 石澤　千咲 尾崎　美玲 佐藤　沙真亜 西尾　果連 渡邊　明日香 真鍋　　心 宮崎　七海

高槻七（大阪） 東松山北（埼玉） 大成（愛知） 古川（宮城） 鎮西敬愛学園(福岡) 下吉田（山梨） 西大村（長崎） 鶴田（青森）
多田　純菜 野澤　知莉 西村　美穂 松本　りづ 酒井　美奈 朝飛　真実 佐藤　星麗七 河内　香帆

広陵（奈良） 東松山北（埼玉） 田主丸（福岡） 大成（愛知） 九州学院（熊本） 六角橋（神奈川） 鶴田（青森） 勝田二（茨城）
素根　　輝 髙橋　瑠璃 八巻　衣音 坂爪　優渚 米川　明穂 松澤　佑栞 小宮　奈々 大場　　栞

田主丸（福岡） 帝京（東京） 安佐（広島） 榛名（群馬） 藤枝順心（静岡） 白根一（新潟） 相洋（神奈川） 足利一（栃木）
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