
煌めく青春 南関東総体 2014 

平成 26年度 全国高等学校総合体育大会 ウエイトリフティング競技結果 

＜宮崎県＞ 

 

●62 ㎏級 

8/2（土）      会場：山梨市民総合体育館 

スナッチ 

順 位 選手名 高校名（県名） スナッチ（㎏）  

10 小水流 朋樹 小林（宮崎） 93  

41 池田 直樹 小林秀峰（宮崎） 80  

 

クリーン＆ジャーク 

順 位 選手名 高校名（県名） ジャーク（㎏）  

33 小水流 朋樹 小林（宮崎） 101  

51 池田 直樹 小林秀峰（宮崎） 92  

 

トータル 

順 位 選手名 高校名（県名） トータル（㎏） スナッチ（㎏） ジャーク（㎏） 

10 小水流 朋樹 小林（宮崎） 194 93 101 

41 池田 直樹 小林秀峰（宮崎） 172 80 92 

 

●69 ㎏級 

8/3（日）      会場：山梨市民総合体育館 

スナッチ 

順 位 選手名 高校名（県名） スナッチ（㎏）  

24 河野 真輝 小林（宮崎） 90  

48 田中 裕也 小林秀峰（宮崎） 80  

 

クリーン＆ジャーク 

順 位 選手名 高校名（県名） ジャーク（㎏）  

27 田中 裕也 小林秀峰（宮崎） 111  

 河野 真輝 小林（宮崎）  順位なし、記録なし 

 

トータル 

順 位 選手名 高校名（県名） トータル（㎏） スナッチ（㎏） ジャーク（㎏） 

37 田中 裕也 小林秀峰（宮崎） 191 80 111 

 河野 真輝 小林（宮崎） 順位なし、記録なし 90 記録なし 



●77 ㎏級 

8/4（月）      会場：山梨市民総合体育館 

スナッチ 

順 位 選手名 高校名（県名） スナッチ（㎏）  

4 永迫 竜矢 小林（宮崎） 114  

29 井上 一輝 小林（宮崎） 92  

33 和田 崇 小林秀峰（宮崎） 90  

 

クリーン＆ジャーク 

順 位 選手名 高校名（県名） ジャーク（㎏）  

4 永迫 竜矢 小林（宮崎） 140  

22 井上 一輝 小林（宮崎） 116  

36 和田 崇 小林秀峰（宮崎） 107  

 

トータル 

順 位 選手名 高校名（県名） トータル（㎏） スナッチ（㎏） ジャーク（㎏） 

4 永迫 竜矢 小林（宮崎） 254 114 140 

27 井上 一輝 小林（宮崎） 208 92 116 

32 和田 崇 小林秀峰（宮崎） 197 90 107 

 

●85 ㎏級 

8/4（月）      会場：山梨市民総合体育館 

スナッチ 

順 位 選手名 高校名（県名） スナッチ（㎏）  

27 矢野 岳琉 佐土原（宮崎） 100  

47 平野 大地 小林秀峰（宮崎） 91  

 

クリーン＆ジャーク 

順 位 選手名 高校名（県名） ジャーク（㎏）  

35 矢野 岳琉 佐土原（宮崎） 116  

41 平野 大地 小林秀峰（宮崎） 114  

 

トータル 

順 位 選手名 高校名（県名） トータル（㎏） スナッチ（㎏） ジャーク（㎏） 

30 矢野 岳琉 佐土原（宮崎） 216 100 116 

40 平野 大地 小林秀峰（宮崎） 205 91 114 

 

  



●94 ㎏級 

8/5（火）      会場：山梨市民総合体育館 

スナッチ 

順 位 選手名 高校名（県名） スナッチ（㎏）  

24 辻 広典 小林秀峰（宮崎） 94  

 

クリーン＆ジャーク 

順 位 選手名 高校名（県名） ジャーク（㎏）  

26 辻 広典 小林秀峰（宮崎） 119  

 

トータル 

順 位 選手名 高校名（県名） トータル（㎏） スナッチ（㎏） ジャーク（㎏） 

24 辻 広典 小林秀峰（宮崎） 213 94 119 

 

●105 ㎏級 

8/4（月）      会場：山梨市民総合体育館 

スナッチ 

順 位 選手名 高校名（県名） スナッチ（㎏）  

8 津留 周平 小林秀峰（宮崎） 111  

 

クリーン＆ジャーク 

順 位 選手名 高校名（県名） ジャーク（㎏）  

3 津留 周平 小林秀峰（宮崎） 141  

 

トータル 

順 位 選手名 高校名（県名） トータル（㎏） スナッチ（㎏） ジャーク（㎏） 

5 津留 周平 小林秀峰（宮崎） 252 111 141 

 

 


