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No 種　　　目 県　名 結　　果 備　　　考

1 バスケットボ－ル １回戦 青森県 73-25 １回戦勝利

(第２２回） ２回戦 奈良県 52-44 ２回戦勝利

３回戦 茨城県 61-44 ３回戦勝利

準々決勝 愛知県 63-59 準々決勝勝利

準決勝 長崎県 58-68 準決勝敗退（３位）

備考

１回戦 長野県 29-39 １回戦敗退

2 バレ－ボ－ル

１回戦

２回戦 新潟県 ２－０ ２回戦（初戦）勝利

３回戦 栃木県 ２－１ ３回戦勝利

準々決
勝

長崎県 ０－２ 準々決勝敗退（ベスト８）

3 卓　球 １回戦 群馬県 ３－１ １回戦勝利

（第４５回） ２回戦 京都府 ０－３ ２回戦敗退

１回戦 北海道 ３－０ １回戦勝利

２回戦 滋賀県 ３－０ ２回戦勝利

３回戦 青森県 ３－１ ３回戦勝利

準々決勝 奈良県 １－３ 準々決勝敗退（ベスト８）

１回戦 光 古迫　正宏 山口県 ３－２ １回戦勝利

２回戦 爽風館 井上　知紀 大分県 ３－１ ２回戦勝利

３回戦 聖パウロ 平尾　優大 東京都 １－３ ３回戦敗退

１回戦 開陽 松崎　達也 鹿児島県 ３－０ １回戦勝利

２回戦 関西情報 和田　遼馬 大阪府 １－３ ２回戦敗退

長田　遼太郎 宮崎東高校通信制 １回戦 ひびき 土田　直樹 福岡県 ２－３ １回戦敗退

２回戦 鳥取緑風 山下　晴也 鳥取県 ３－２ ２回戦（初戦）勝利

３回戦 旭川北 坂田　大祐 北海道 ２－３ ３回戦敗退

１回戦 高田南城 池田　靖華 新潟県 ３－０ １回戦勝利

２回戦 八幡浜 朝飛　愛美 愛媛県 ３－０ ２回戦勝利

３回戦 福山誠之館 藤田　真維 広島県 ０－３ ３回戦敗退

２回戦 杜陵・奥州 千田　優果 岩手県 ３－０ ２回戦（初戦）勝利

３回戦 霞城学園 　阿部　愛美　 山形県 ３－０ ３回戦勝利

４回戦 前橋清陵 金井　優里 群馬県 ３－０ ４回戦勝利

５回戦 鴨沂 林　　真央 京都府 ３－２ ５回戦勝利

準々決勝 科学技術学園 小石川　美季 栃木県 ３－０ 準々決勝勝利（ベスト４）

準決勝 光 中光　眞美 山口県 ０－３ 準決勝敗退（３位）

１回戦 有田工業 松田　美香 佐賀県 ３－０ １回戦勝利

２回戦 玉名 佐伯　志穂 熊本 ３－０ ２回戦勝利

３回戦 朱雀 籠田　美咲 京都府 ０－３ ３回戦敗退

黒木　智奈美 富島高校定時制 １回戦 ひびき 松浦　琴華 福岡県 １－３ １回戦敗退

4 バドミントン １回戦 三重県選抜 三重県 ２－１ １回戦勝利

(第13回） ２回戦 群馬県選抜 群馬県 １－２ ２回戦敗退

　　 女　子 団　体 ２回戦 京都府選抜 京都府 ２－１ ２回戦（初戦）敗退

三輪　拓 宮崎東高校定時制昼間部 １回戦 天理 坂元　修太 奈良県 ０－２ １回戦敗退

１回戦 福島中央 齋藤　貴博 福島県 ２－０ １回戦勝利

２回戦 古河第一 髙田　泰信 茨城県 １－２ ２回戦敗退

２回戦 横手 斉藤　美香 秋田県 ３－０ ２回戦（初戦）勝利

３回戦 春日丘 中村　梓 大阪府 ３－０ ３回戦勝利

４回戦 宇都宮商業 沼尾　咲里 栃木県 ０－３ ４回戦敗退

長友　由香理 宮崎東高校定時制昼間部 １回戦 金沢中央 向　碧稀 石川県 ０－２ １回戦敗退

田中　歩 宮崎東高校通信制 １回戦 新発田南・豊浦分校 渡部　美津紀 新潟県 ０－２ １回戦敗退

（第３９回）

女　子 個　人

米澤　咲季 都城泉ヶ丘高校定時制

個　人

岩切　拓磨 宮崎東高校通信制

清家　政子　

女　子

宮崎東高校通信制

宮崎東高校通信制
男　子 個　人

川越　拓実

延岡青朋高校通信制

男　子 団　体 都城泉ヶ丘高校定時制

女　子 団　体 延岡青朋高校通信制

鈴木　彩莉衣

男　子 団　体

延岡青朋高校通信制

天理

個　人

窪田　訪乃 宮崎東高校定時制夜間部

綾羽

男　　子 参加校なし（出場せず）

北海道ニセコ

伊勢崎工業

鳥羽

五所川原

なし（２回戦からの登場）

鳴滝

学悠館

英智ウィル学院
女　　子 宮崎東高校定時制昼間部

宮崎東高校定時制夜間部

奈須　泰樹 延岡青朋定時制

山下　剛 延岡青朋定時制男　子

平成24年度　　全国高等学校定時制・通信制体育大会

天理

明秀学園日立

飯田長姫女　　　子

校名（団体名）又は氏名 対　戦　相　手

青森工業

区　　　分

富島高校定時制

名古屋市立工業

佐世保中央

押野和樹選手（公財・石澤奨学会理事長賞受賞）

宮崎工業高校定時制男　　子
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No 種　　　目 県　名 結　　果 備　　　考

平成24年度　　全国高等学校定時制・通信制体育大会

校名（団体名）又は氏名 対　戦　相　手区　　　分

5 　柔  道 ２回戦 石川県 ４－１ ２回戦（初戦）勝利

（第４３回） ３回戦 大阪府 ２－３ ３回戦敗退

２回戦 福岡県 ２－１ １回戦勝利

３回戦 千葉県 ２－１ ２回戦勝利

準決勝 奈良県 ２－１ 準決勝勝利

決勝 兵庫県 ０－３ 決勝戦敗退・準優勝

木下　司（軽量級） 宮崎工業高校定時制　　　　　 ２回戦から 天理 阿南　純平 奈良県 ●横四方固め ２回戦（初戦）敗退

神宮司　晃（中量級） 富島高校定時制 １回戦 札幌工業 髙橋　翔 北海道 ●合わせ技 １回戦敗退

１回戦 松戸南 安田　靖司 千葉県 ○内股 １回戦勝利

２回戦 天理 玉置　聖 奈良県 ○大外刈り ２回戦勝利

３回戦 学悠館 安岡　悠介 栃木県 ○合わせ技 ３回戦勝利

準々
決勝

熊本工業 小柳　勇人 熊本県 ○大外刈り 準々決勝勝利

準決勝 重 佐野　浩気 東京都Ａ ○払巻き込み 準決勝勝利

決勝 金沢中央 布施　裕多 石川県 ○払い腰 優勝

松葉　祥子（重量級） 富島高校定時制 １回戦 防府商工 堀本　優彩 山口県 ●横四方固め１回戦敗退

松葉　優子（重量級） 富島高校定時制 １回戦 八戸中央 福岡  美絵 青森県 ●横四方固め１回戦敗退

6 　剣　道 予選リーグ① 千葉県 千葉県選抜 千葉県 ２－３ 予選リーグ①敗け

（第４３回） 予選リーグ② 静岡県 静岡県選抜 静岡県 ４－１ 予選リーグ②勝利

備考

決勝トーナメント 神奈川県 ２－２ （本数４－５）準々決勝敗退

予選リーグ① 栃木県 ２－０ 予選リーグ①勝利

予選リーグ② 兵庫県 ３－０ 予選リーグ②勝利

予選リーグ③ 愛知県 ２－１ 予選リーグ③勝利

備考

決勝トーナメント 岩手県 １－１ （本数１－２）準々決勝敗退

小野　弘成 延岡青朋高校定時制 １回戦 修悠館 一番ヶ瀬　篤 神奈川県 ０－１ １回戦敗退

長田　翔太 宮崎工業高校定時制 １回戦 浜松大平台 浪崎　瑛人 静岡県 ０－２ １回戦敗退

増永　蒼大 宮崎東高校通信制 １回戦 宍　道 古瀬　弘治 島根県 ０－２ １回戦敗退

山川　凱斗 宮崎東高校定時制昼間部 １回戦 水戸南 桑名　達也 茨城県 ０－１ １回戦敗退

２回戦 八戸中央 有田　香織 青森県 ２－０ ２回戦（初戦）勝利

３回戦 稔ヶ丘 堂前　明希 東京都Ａ ０－１ ３回戦敗退

２回戦 向陽台 中村　光里 愛知県 １－０ ２回戦（初戦）勝利

３回戦 気仙沼 増田　愛 宮城県 １－０ ３回戦勝利

４回戦 東海大付属望星 小菅　風子 東京都 ０－２ ４回戦敗退

２回戦 華陽フロンティア 櫻井　茉莉子 岐阜県 ２－０ ２回戦（初戦）勝利

３回戦 大宮中央 大宮　百合恵 埼玉県 ２－０ ３回戦敗退

工藤　友香里 延岡青朋高校通信制 ２回戦 厚木清南 小川　初美 神奈川県 ０－２ ２回戦（初戦）敗退

No 種　　　目 県　名 結　　果 備　　　考

軟式野球 団　体 １回戦 鹿児島 ６－４ １回戦勝利

軟式野球 団　体 １回戦 中津東高校定時制 大分 ７－８ １回戦敗退

軟式野球 団　体 決勝戦 大分 １４－３ 優勝

No 種　　　目 県　名 結　　果 備　　　考

8 軟式野球 団　体 ２回戦 奈良県 ３－８ ２回戦（初戦）敗退延岡青朋高校通信制

千葉県選抜

福岡県選抜

奈良県選抜

兵庫県選抜

第５９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 個　人

天理高校 第二部（定時制）

中津東高校定時制

第５９回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会
区　　　分 校名（団体名）又は氏名 対　戦　相　手

7 宮崎東高校通信制

延岡青朋高校通信制

鹿児島実業高校定時制

愛知県選抜Ｂ

神奈川県Ｂ

岩手県選抜Ａ

団　体男　子

栃木県選抜

兵庫県選抜Ａ

女　子

宮崎県選抜

団　体 宮崎県選抜

個　人

勘米良　晃（重量級） 宮崎工業高校定時制

石川県選抜

大阪府選抜

個　人

区　　　分

男　子

校名（団体名）又は氏名 対　戦　相　手

延岡青朋高校通信制

男　子 団　体

女　子 団　体 宮崎県選抜

宮崎県選抜
＜１勝１敗、勝者数６で予選リーグ１位。準々決勝進出（ベスト８）＞

＜３勝０敗、予選リーグ１位。準々決勝進出（ベスト６）＞

女　子 個　人
児島　知子 都城泉ヶ丘高校定時制

井上　祐希 宮崎東高校通信制

宮崎東高校通信制井上　眞純

男　子
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