
 
 
 
 

2008年 全国もしかめ選手権 
静岡県会場記録 

 
 
 
 
 
 
 
 

期日 平成 20年 11月 9日（日）ほか 
 

会場 御殿場市民交流センターほか 
 

主催 日本けん玉協会静岡県支部 
  
  
  

 



順位 氏名 回数記録 会場

1 日吉　結楓 ようらん保 年長 （なし） 215回 御殿場

2 佐野　彪雅 浜幼 年長 （なし） 26回 清水

3 大上　唯 ようらん保 年長 （なし） 24回 御殿場

時間記録所属

幼児の部　（未就学児）

全国一斉もしかめ選手権　静岡県会場記録



順位 氏名 回数記録 会場

1 善浪　大雄 原里小 3年 （なし） 1756回 御殿場

2 勝又　真由 御殿場小 2年 （なし） 924回 御殿場

3 杉山　瑠捺 庵原小 3年 （なし） 409回 清水

4 杉野　天哉 愛鷹小 2年 （なし） 388回 原

5 小野　鷹亮 御殿場小 3年 （なし） 354回 御殿場

6 河野　結 中郷小 2年 （なし） 347回 御殿場

7 田村　大夢 富士中央小 3年 （なし） 303回 御殿場

8 北田　ゆうじ 御殿場東小 3年 （なし） 281回 御殿場

9 鈴木　楓大 中田小 2年 （なし） 234回 静岡

10 持田　悠史 中郷小 1年 （なし） 219回 静岡

11 佐藤　直樹 中田小 2年 （なし） 219回 静岡

12 斉藤　勇太 御殿場小 3年 （なし） 210回 御殿場

13 善浪　千晴 原里小 1年 （なし） 184回 御殿場

14 伊藤　佳輝 中田小 2年 （なし） 167回 静岡

15 諏訪　基 御殿場東小 3年 （なし） 145回 御殿場

16 寺井　雄祐 中田小 2年 （なし） 115回 静岡

17 小澤　悠輝 原里小 3年 （なし） 82回 御殿場

18 清野　太壱 中郷小 1年 （なし） 66回 御殿場

19 勝又　野乃夏 高根小 2年 （なし） 63回 御殿場

20 加藤　里波 原里小 1年 （なし） 58回 御殿場

21 杉山　愛 庵原小 1年 （なし） 48回 清水

22 濱口　倫太郎 長泉小 1年 （なし） 45回 御殿場

23 小澤　雅也 大井川西小 3年 （なし） 19回 静岡

24 中筋　唯乃 高根小 1年 （なし） 18回 御殿場

25 青山　弘樹 中田小 2年 （なし） 15回 静岡

時間記録（参考）所属

小学校低学年の部　（1年・2年・3年）

全国一斉もしかめ選手権　静岡県会場記録



順位 氏名 回数記録 会場

26 杉山　慧太 富士東小 1年 （なし） 12回 御殿場

26 槌屋　舞歩 御殿場東小 1年 （なし） 12回 御殿場

28 井出　豊己 芝富小 2年 （なし） 6回 清水

28 小澤　亮太 大井川西小 2年 （なし） 6回 静岡

29 芹澤　桃香 玉穂小 3年 （なし） 5回 御殿場

30 井出　己尋 芝富小 3年 （なし） 3回 清水

31 芹澤　珠李 玉穂小 1年 （なし） 1回 御殿場

時間記録（参考）所属



順位 氏名 回数記録 会場

1 中筋　智紀 高根小 4年 （なし） 2401回 御殿場

2 長田　葉奈 御殿場小 4年 11分 40秒 1536回 御殿場

3 杉山　綾 明倫小 5年 （なし） 1260回 御殿場

4 鈴木　寛大 中田小 4年 （なし） 810回 静岡

5 松井　優太 静大付属小 4年 （なし） 578回 静岡

6 鈴木　裕悟 中田小 4年 （なし） 416回 静岡

7 稲垣　光騎 庵原小 4年 （なし） 380回 清水

8 杉山　颯星 富士東小 4年 （なし） 346回 原

9 篠宮　嘉孝 中田小 4年 （なし） 287回 静岡

10 小澤　勇祐 大井川西小 4年 （なし） 269回 静岡

11 勝又　柊太 高根小 5年 （なし） 232回 御殿場

12 池谷　千晶 成美小 4年 （なし） 181回 御殿場

13 槌屋　レオ 御殿場東小 4年 （なし） 114回 御殿場

14 杉澤　佑斗 愛鷹小 6年 （なし） 39回 原

14 山本　直樹 原小 6年 （なし） 39回 原

16 小山　葵 御殿場南小 4年 （なし） 19回 御殿場

時間記録（参考）所属

小学校高学年の部　（4年・5年・6年）

全国一斉もしかめ選手権　静岡県会場記録



順位 氏名 回数記録 会場

1 大川　英一郎 社会人 1時間 52分 40秒 15714回 御殿場

2 岩田　祥 社会人 1時間 31分 21秒 15319回 御殿場

3 浅石　里奈 今沢中 2年 （なし） 1512回 原

4 小山　皐 御殿場南中 1年 （なし） 1300回 御殿場

5 善浪　玄一郎 社会人 （なし） 502回 御殿場

6 杉山　直輝 社会人 （なし） 126回 御殿場

7 八幡　千恵子 社会人 （なし） 24回 原

時間記録所属

一般の部　（中学生～５０代）

全国一斉もしかめ選手権　静岡県会場記録



順位 氏名 回数記録 会場

1 大川　隆久 社会人 （なし） 766回 御殿場

2 酒井　眞佐江 社会人 （なし） 195回 SBS

3 三輪　チエ子 社会人 （なし） 152回 SBS

4 湯澤　靖夫 社会人 （なし） 99回 SBS

5 窪田　栄十七 社会人 （なし） 50回 SBS

6 井上　敏子 社会人 （なし） 35回 SBS

7 佐野　睦子 社会人 （なし） 19回 SBS

時間記録所属

シニアの部　（60才以上）

全国一斉もしかめ選手権　静岡県会場記録



全国集計結果 

総総合合優優勝勝  

重木洋 ８時間００分００秒 （９８５５０回）  

 

◆幼児の部◆ 

順位 氏名 回数 

優勝 大橋 美羽 ４３０回 

準優勝 大野 匠 ３５９回 

第３位 山木 清伽 ２９６回 

 

◆小学校低学年の部◆ 

順位 氏名 達成時間 推定回数 

優勝 岩本 直樹 ４０分２０秒  

準優勝 花森 咲斗 ３９分０２秒  

第３位 鈴木 南々帆 ３４分１７秒  

 

◆小学校高学年の部◆ 

順位 氏名 達成時間 推定回数 

優勝 久保田 悟 ４時間００分００秒 ３７４７６回 

準優勝 井上 安弘 ４時間００分００秒 ３４５６０回 

第３位 田村 尚也 １時間２４分２５秒  

 

◆一般の部◆ 

順位 氏名 達成時間 推定回数 

優勝 重木 洋 ８時間００分００秒 ９８５５０回 

準優勝 磯本 恵一 ５時間５８分２７秒  

第３位 山木 弘行 ４時間１１分４６秒  

 

◆シニアの部◆ 

順位 氏名 達成時間 推定回数 

優勝 今田弘武 １時間１７分５０秒  

準優勝 （該当者なし）   

第３位 （該当者なし）   

 


