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第76回国民体育大会冬季大会栃木県選手団成績概況

総合成績� （　　）は昨年

競技得点 参加点 合計得点 総合順位

天皇杯 42 点 20 点 62 点 19 位
（61 点） （30 点） （91 点） （19 位）

皇后杯 12 点 10 点 22 点 18 位
（0 点） （20 点） （20 点） （28 位）

各競技会成績� （　　）は昨年

競技会 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 参加点
総合成績

天皇杯 順位 皇后杯 順位

スケート 27点 12点 3点 0点 10点 52点 17位 22点 18位
（14点） （0点） （0点） （0点） （10点）（24点）（23位）（10点）（25位）

アイスホッケー 0点 － 0点 － 10点 10点 12位 － －
（30点） （10点） （10点）（50点） （4位）

スキー
（中止）

－点 －点 －点 －点 －点 －点 －点 －点 －点
（0点） （0点） （7点） （0点） （10点）（17点）（15位）（10点）（18位）

５カ年競技成績比較
競　　技　　会 第 72 回大会 第 73 回大会 第 74 回大会 第 75 回大会 第 76 回大会
スケート 19点 10点 10点 24点 52 点

アイスホッケー 55点 45点 65点 50点 10 点
スキー 15点 10点 14点 17点 -

天皇杯得点・順位 89点 18位 65点 20位 89点 19位 91点 19位 62 点 19位
皇后杯得点・順位 20点 26位 20点 25位 20点 28位 20点 30位 22 点 18位

大会日程
競　　技　　会 会　　　　　　　　期 日　　数 会　　　　　場

スケート（スピード） 令和 3年 1月28日（木）～ 1月31日（日） 4日間 岐阜県恵那市
スケート（ショートトラック） 令和 3年 1月30日（土）～ 1月31日（日） 2日間 愛知県名古屋市

スケート（フィギュア） 令和 3年 1月27日（水）～ 1月30日（土） 4日間 愛知県名古屋市
アイスホッケー 令和 3年 1月27日（水）～ 1月31日（日） 5日間 愛知県豊橋市・長久手市

スキー 中止

入賞者一覧
競技会 種　　　　目 種　別 氏　　　名 順　位 競技得点

スケート スピードスケート 成年男子 川目拓磨 3 位 6 点
スケート スピードスケート 成年男子 襲田・川目・渡邉・宇賀神 2 位 7 点
スケート スピードスケート 少年男子 湯澤大翔 6 位 3 点
スケート スピードスケート 成年女子 北原もえ 4 位 5 点
スケート スピードスケート 成年女子 北原もえ 6 位 3 点
スケート ショートトラック 成年男子 河合健朗 2 位 7 点
スケート ショートトラック 成年男子 齋藤慧 2 位 7 点
スケート ショートトラック 成年女子 山浦美和子 5 位 4 点
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冬季大会総括

【スピードスケート】
　スピード競技では、川目拓磨選手が成年男子500mにおいて３位入賞を果たし、２大会連続で表彰台に立った。成年男子2000mR
は、川目拓磨選手をアンカーにベテランの襲田衡俊選手、大学生の渡邉拓選手、宇賀神怜眞選手の布陣で臨み、予選を１位で突破し、
A決勝進出。A決勝では、持ち前のチームワークを活かし快走。見事、県勢初の２位入賞に輝いた。少年男子1000mにおいては、湯澤
大翔選手が高校１年生ながら、国体初出場で堂々の６位入賞。成年女子の北原もえ選手は、1500mで４位、3000mで６位と２種目で
入賞を果たした。

【フィギュア】
　フィギュア競技では、成年女子が予選会を突破し、本戦出場を果たし、本大会で小室笑凜選手がフリースケーティングに進出。入賞
には至らなかったものの、着実に力をつけており、今後の更なる成長を期待したい。

【ショートトラック】
　ショートトラック競技では、今シーズン好調の河合健朗選手が成年男子1000mにおいて２位入賞。２大会連続で表彰台に立った。
成年男子500mにおいても、齋藤慧選手が全日本強化選手の力を見せ、２位入賞に輝いた。また、成年女子500mは、山浦美和子選
手が５位となり、ショートトラック競技の女子で県勢初の入賞者となった。今後は、リレー種目を含め、上位入賞が期待できる。

【アイスホッケー】
　アイスホッケー競技では、前回３位入賞を果たした成年男子（栃木県選抜）が、初戦の２回戦で大阪府と対戦。リードを許して迎えた
最終ピリオドでは、一時は１点差まで迫ったが、終盤に突き放され４－６で惜敗。少年男子（日光明峰高校）は、前回大会４位の神奈川県
と１回戦で対戦。２度リードするものの、最終ピリオド終盤で追い付かれペナルティーショット戦の末に２－３で初戦敗退。２種別ともに、
入賞を果たせなかったが、来年度の栃木国体での巻き返しに期待したい。

■スケート・アイスホッケー競技会

指定証授与式 指定証授与式選手宣誓 スピードスケート　川目拓磨選手（右）

スピードスケート　2000mR スピードスケート　北原もえ選手 スピードスケート　湯澤大翔選手

ショートトラック　河合健朗選手 ショートトラック　齋藤慧選手 ショートトラック　山浦美和子選手

アイスホッケー競技会（少年男子） アイスホッケー競技会（成年男子）


