
第 28回 全国移植者スポーツ大会 競技結果一覧 

 

9月 14日（土） ※赤文字は臓器移植者 

 ゴルフ 

   1位 上野 靖 ８９ 

   2位 山野 英夫 97 

   3位 水崎 泰行 100 

 ボウリング 

 女子の部 

1位 吉田 雪 290 

2位 小島 綾 254 

3位 久下 千香子 223 

 男子の部 

1位 杉谷 篤 304 

2位 岩原 孝司 302 

3位 竹田 彰 272 

 卓球 

 ダブルス 

1位 西尾 陽太・西尾 敬太 

2位 阪田 泰伸・渡邉 源喜 

 テニス 

 シングルス 

1位 横井 伸一 

2位 松本 優志 

3位 戸塚 仁 

 ダブルス 

1位 松本 優志・戸塚 仁 

2位 横井 洋子・横井 伸一 

  



第 28回 全国移植者スポーツ大会 競技結果一覧 

 

9月 15日（日） №1 

 輪投げ 

 女子の部 

1位 久下 千香子 ３２ 

2位 阪田 富江 ３１ 

3位 藤田 美穂子 15 

3位 丸山 美咲 15 

 男子の部（※不備があり大変申し訳ありません。集計ミスにより順位を訂正致しました。） 

1位 木村 輝明 43 

2位 松内 賢三 25 

3位 岩原 孝司 24 

 ビームライフル 

 女子の部 

１位 藤田 美穂子 167 

2位 岡部 百花 129 

3位 丸山 美咲 85 

 男子の部 

1位 木村 輝明 161 

2位 大久保 通方 150 

3位 岩原 孝司 140 

 バドミントン 

 女子シングルス 

1位 柴原 まさ代 

2位 岡部 百花 

 男子シングルス 

1位 横井 伸一 

2位 阪田 泰伸 

 バドミントンミックスダブルス 

1位 阪田 泰伸・福嶌 教偉 

2位 横井 洋子・横井 伸一 

3位 岡部 麻里子・岡部 正彦 

  



第 28回 全国移植者スポーツ大会 競技結果一覧 

 

9月 15日（日） №2 

 水泳 

 ギフト・オブ・ライフカップ 25ｍ自由形 

1位 菊地 咲帆 35″00 

2位 吉田 茉愛 47″96 

 50ｍ自由形 男子の部 

1位 西尾 陽太 28″86 

2位 木村 雄大 32″63 

3位 西尾 敬太 34″67 

 50ｍ自由形 女子の部 

1位 吉田 莉望 58″17 

 100ｍ自由形 男子の部 

１位 西尾 陽太 1′21″56 

２位 木村 雄大 1′21″57 

 50ｍ平泳ぎ 

1位 木村 雄大 40″95 

2位 稲垣 徹也 51″82 

3位 西尾 敬太 52″54 

 100ｍ平泳ぎ 

1位 西尾 陽太 1′22″04 

2位 木村 雄大 1′32″01 

 50ｍ背泳ぎ 

1位 木村 雄大 48″94 

 100ｍ背泳ぎ 

1位 木村 雄大 1′38″13 

  



第 28回 全国移植者スポーツ大会 競技結果一覧 

 

9月 15日（日） №3 

 陸上競技 
 ギフト・オブ・ライフカップ 25ｍ 

1位 菊地 咲帆 6″48 
2位 吉田 茉愛 6″67 

 ギフト・オブ・ライフカップ ボール投げ 
1位 菊地 咲帆 11ｍ93 
2位 吉田 莉望 11ｍ89 
3位 吉田 茉愛 3ｍ20 

 ボール投げ 女子の部 
1位 岡部 麻里子 26ｍ02 
2位 岡部 百花 21ｍ12 
3位 横井 洋子 11ｍ05 

 ボール投げ 男子の部 
1位 横井 伸一 41ｍ11 
2位 稲垣 徹也 39ｍ98 
3位 戸塚 仁 30ｍ79 

 ギフト・オブ・ライフカップ 立ち幅跳び 
1位 吉田 莉望 1ｍ28 
2位 菊地 咲帆 1ｍ20 
3位 吉田 茉愛 98ｃｍ 

 立ち幅跳び 男子の部 
1位 稲垣 徹也 2ｍ55 
2位 末綱 広輝 2ｍ42 
3位 岸本 康佑 2ｍ38 

 ギフト・オブ・ライフカップ 50ｍ 
1位 吉田 莉望 12″37 
2位 菊地 咲帆 13″96 

 50ｍ 女子の部 
1位 岡部 百花 8″67 
2位 藤田 美穂子 10″81 

  



第 28回 全国移植者スポーツ大会 競技結果一覧 

 

9月 15日（日） №4 

 陸上競技 
 50ｍ 男子の部 

1位 稲垣 徹也 6″51 
2位 岸本 康佑 7″19 
3位 木村 雄大 7″55 

 ギフト・オブ・ライフカップ フリスビー投げ 
1位 菊地 咲帆 42ｃｍ 
2位 吉田 莉望 2ｍ88 
3位 吉田 茉愛 3ｍ92 

 フリスビー投げ 女子の部 
1位 松内 真弓 70ｃｍ 
2位 横井 洋子 1ｍ70 
3位 藤田 美穂子 1ｍ80 

 フリスビー投げ 男子の部 

1位 中井 真一 35ｃｍ 

2位 渡邉 源喜 80ｃｍ 

3位 横井 伸一 1ｍ33 

 100ｍ 女子の部 

1位 岡部 百花 17″51 

2位 藤田 美穂子 20″32 

 100ｍ 男子の部 

1位 稲垣 徹也 12″20 

2位 木村 雄大 13″82 

3位 末綱 広輝 14″23 

 3ｋｍ ウォーク 女子の部 

1位 菊地 由利子 28′12 

2位 藤田 美穂子 28′23 

3位 阪田 富江 35′39 

 3ｋｍ ウォーク 男子の部 

1位 西尾 敬太 26′14″1 

2位 横井 伸一 26′14″5 

3位 辻 健 27′38 


