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種　　　目 県　名 結　　果 備　　　考

バスケットボ－ル １回戦 北海道 ６３－５９ １回戦勝利

　　(第21回） ２回戦 岐阜 ７１－４９ ２回戦勝利

３回戦 兵庫 ５２－８５ ３回戦敗退

　　 ２回戦から 長野 ６７－２１ ２回戦勝利

３回戦 大分 ２３－６２ ３回戦敗退

バレ－ボ－ル ２回戦から 北海道 ２－０ ２回戦勝利

　　(第38回） 準々決勝戦 岡山 １－２ 準々決勝戦敗退ベスト８

１回戦 愛知 ２－１ １回戦勝利

２回戦 宮城 １－２ ２回戦敗退

卓　球 男　子 団　体 １回戦 三重 ０－３ １回戦敗退

　　（第44回） １回戦 大阪 ３－０ １回戦勝利

２回戦 岐阜 ２－３ ２回戦敗退

岩切　拓磨 宮崎東高校通信制 １回戦 藤　本 博多青松 福岡 １－３ １回戦敗退

１回戦 安　藤 爽風館通 大分 ３－０ 不戦勝

２回戦 渡　邉 長尾谷通 大阪 ３－１ ２回戦勝利

３回戦 山　中 市立大手町商業 広島 ０－３ ３回戦敗退

１回戦 松　井 伊勢まなび 三重 ３－２ １回戦勝利

２回戦 前　田 大宮中央 埼玉 １－３ ２回戦敗退

清家　政子 延岡青朋高校通信制 １回戦 星 世田谷泉 東京 ２－３ １回戦敗退

高橋　弥生 延岡青朋高校通信制 １回戦 赤　間 北海道東藻琴 北海道 ０－３ １回戦敗退

２回戦から 住　吉 田名部 青森 ３－０ ２回戦勝利

３回戦 蒲　田 諫早 長崎 ３－０ ３回戦勝利

４回戦 松　永 日本航空通 静岡 ３－０ ４回戦勝利

５回戦 平　田 大宮中央 埼玉 ３－０ ５回戦勝利

準々決勝戦 梶　原 世田谷泉 東京 ０－３ 準々決勝戦敗退ベスト８

１回戦 畑　原 鳴滝 長崎 ３－０ 不戦勝

２回戦 雨ノ宮 静岡中央 静岡 ２－３ ２回戦敗退

バドミントン １回戦 山梨 ３－０ １回戦勝利

　　(第13回） ２回戦 長野 ０－３ ２回戦敗退

　　 女　子 団　体 １回戦 高知 １－２ １回戦敗退

後藤　涼真 宮崎東高校通信制 ２回戦 板　谷 市立倉敷翔南 岡山 １－２ ２回戦敗退

冨永　伸一郎 宮崎東高校通信制 １回戦 出　口 伊東 静岡 １－２ １回戦敗退

２回戦 今　川 科学技術学園刈谷 愛知 ２－０ ２回戦勝利

３回戦 野　地 戸田翔陽 埼玉 ２－０ 不戦勝

４回戦 角 横浜総合 神奈川 ２－０ ４回戦勝利

準々
決勝戦

花　輪 大垣商業 岐阜 ２－０ 準々決勝勝利

準決勝 松　田 大手前 大阪 ２－１ 準決勝勝利

決勝 金　子 学悠館 栃木 ２－１ 優勝

１回戦 小　林 銚子商業 千葉 ２－０ １回戦勝利

２回戦 山　口 湧心館 熊本 ０－２ ２回戦敗退

柔  道 男　子 団　体 ２回戦から 大分 ２－３ ２回戦敗退

　（第42回） １回戦 石川 ２－１ １回戦勝利

２回戦 奈良 １－２ ２回戦敗退

木下　匡（軽） 宮崎工業定時制　　　　　 ２回戦から 行　政 横浜修悠館 神奈川 １本負け ２回戦敗退

１回戦 川　島 桃山 京都 １本勝ち １回戦勝利

２回戦 米　満 岩国商業 山口 １本勝ち ２回戦勝利

３回戦 須　藤 翔洋学園 茨城 １本負け ３回戦敗退

２回戦から 藤　田 総合工科 東京 １本勝ち ２回戦勝利

３回戦 倉　益 横浜修悠館 神奈川 判定負け ３回戦敗退

森　　千尋（重） 延岡青朋高校通信制 １回戦 久保 ひびき学園 栃木 １本負け １回戦敗退

１回戦 井上 日田 大分 優勢勝ち １回戦勝利

２回戦 佐々木 市立工業 岡山 １本勝ち ２回戦勝利

３回戦 遠藤 郡山萌世 福島 １本負け ３回戦敗退ベスト８

剣　道 予選リーグ 兵庫 ０－４ 予選リーグ敗

　（第42回） 滋賀 ３－１ 予選リーグ勝

埼玉 ０－４ 予選リーグ敗

予選リーグ 埼玉 ２－１ 予選リーグ勝

兵庫 ２－１ 予選リーグ勝

神奈川 ２－１ 予選リーグ勝

秋田 ０－２ 予選リーグ敗

黒木　康徳 宮崎工業高校定時制　　　　　 １回戦 今　村 戸田翔陽 埼玉 ０－２ １回戦敗退

瀬口　龍馬 宮崎工業高校定時制　　　　　 １回戦 北　川 関商工 岐阜 ０－２ １回戦敗退

１回戦 太　田 大津青陵 滋賀 １－０ １回戦勝利

２回戦 越　智 岩国商業東分校 山口 １－０ ２回戦勝利

３回戦 宮　本 静岡中央 静岡 ０－２ ３回戦敗退

加藤　弘義 延岡青朋高校通信制 １回戦 桑　名 水戸南 茨城 ０－２ １回戦敗退

１回戦 増　田 松本筑摩 長野 １－０ １回戦勝利

２回戦 白　石 青心女子 神奈川 ２－０ ２回戦勝利

３回戦 郡　司 水戸南 茨城 ２－０ ３回戦勝利

４回戦 伊　藤 華陽フロンティア 岐阜 ２－０ ４回戦勝利

準々
決勝戦

齋　藤 陵羽 滋賀 ０－２ 準々決勝戦敗退ベスト８

１回戦 奥　山 松本筑摩 長野 １－０ １回戦勝利

２回戦 諸岡 船橋 千葉 １－０ ２回戦勝利

３回戦 迫 都島第二工業 大阪 ０－２ ３回戦敗退

本永　栞里 都城泉ヶ丘高校定時制　　　　　 １回戦 木　村 摩耶兵庫 兵庫 ０－２ １回戦敗退

工藤　友香里 延岡青朋高校通信制 １回戦 野　崎 稔ヶ岡 東京 ０－２ １回戦敗退

軟式野球 男　子 団　体 １回戦 鹿児島 ０－７ １回戦敗退

石川県選抜

埼玉県Ａ

女　子 個　人

兵庫県Ｂ

滋賀県

木下　司（中） 宮崎工業高校定時制
男　子 個　人

善茂砂　将太郎（重） 都城泉ヶ丘高校定時制　　　　　

＜１勝２敗、予選リーグ敗退＞

埼玉県

兵庫県Ｂ

神奈川県Ａ

奈良県選抜

宮崎工業高校定時制

秋田県

＜３勝１敗、予選リーグ敗退＞

個　人

宮崎県選抜

宮崎工業高校定時制　　　　　

鹿児島実業高校定時制

第58回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会東九州地区予選

女　子

男　子 個　人

窪田　訪乃 宮崎東高校定時制夜間部

甲斐　麻里絵 延岡青朋高校定時制

女　子 個　人

個　人

井上　眞純 宮崎東高校通信制

児島　和子 都城泉ヶ丘高校定時制　　　　　

鈴木　美香（軽） 延岡青朋高校定時制

女　子 団　体 宮崎県選抜

吉富　潤平

男　子 団　体 宮崎県選抜

女　子 団　体

男　子

男　子

富島高校定時制

北海道札幌南

県立飯田長姫
延岡青朋高校通信制

団　体

宮崎東高校通信制

延岡青朋高校通信制
天王寺学館

大橋学園通

団　体

鈴木　彩莉依 延岡青朋高校通信制

黒木　智奈美

宮崎東高校通信制

平成23年度　　全国高等学校定時制・通信制体育大会

県立華陽フロンテイア

県立西宮香風

県立爽風館
女　　子

男　子 個　人

女　子 個　人

女　子

烏城

豊橋市立豊橋

市立札幌大通

女　　子

対　戦　相　手

貞山

男　　子 延岡青朋高校通信制

宮崎東高校通信制

区　　　分 校名又は氏名

男　　子

高知県選抜

大分県選抜

長野県選抜

宮崎東高校定時制昼間部

金子　和史 宮崎東高校定時制昼間部

大木　千尋 都城泉ヶ丘高校定時制

宮崎工業高校定時制

山梨県選抜

華陽フロンティア

宮崎東高校定時制夜間部
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