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No 種　　　目 県　名 結　　果 備　　　考

1 バスケットボ－ル １回戦 大分県 43-51 １回戦敗退

（第２３回） １回戦 群馬県 27-54 １回戦敗退

2 バレーボール グループ戦 奈良県 ０－２ 初戦負け

（第４０回） 敗者復活戦 宮城県 １－２ グループ戦敗退

3 卓　球 １回戦 熊本県 ３－１ １回戦勝利

（第４６回） ２回戦 神奈川県 ０－３ ２回戦敗退

女　子 団　体 １回戦 群馬県 ２－３ １回戦敗退

阿万　智洋 宮崎東高校定時制昼間部 １回戦 名古屋中央 大成　颯牙 愛知県 ０－３ １回戦敗退

山下　剛 延岡青朋定時制 １回戦 小松北 吉田　賢也 石川県 ２－３ １回戦敗退

１回戦 杜陵奥州 佐藤　潔征 岩手県 ３－０ １回戦勝利

２回戦 城南 山田　潤 岐阜県 ０－３ ２回戦敗退

２回戦 金沢中央 森友　宏樹 石川県 ３－１ ２回戦（初戦）勝利

３回戦 学悠館 石塚　直貴 栃木県 ０－３ ３回戦敗退

佐藤　玲奈 延岡青朋高校通信制 １回戦 大手町商業 吉富　有希 広島県 ０－３ １回戦敗退

黒木　遥 富島高校定時制 １回戦 長尾谷・東洋学園 野村　千春 大阪府 ０－３ １回戦敗退

１回戦 松戸南 平沢　万奈 千葉県 ３－２ １回戦勝利

２回戦 五所川原 藤井　聡子 青森県 ３－０ ２回戦勝利

３回戦 鳥羽 藤田　和子 京都府 ０－３ ３回戦敗退

２回戦 小松北 西村　楓 石川県 ３－０ ２回戦（初戦）勝利

３回戦 上田 市崎　世奈 長野県 ３－０ ３回戦勝利

４回戦 鳴滝 吉田　彰子 長崎県 ３－０ ４回戦勝利

５回戦 松戸南 久米　唯 千葉県 ３－２ ５回戦勝利（ベスト８）

準々決勝 札幌大通 亀谷　桂季 北海道 ０－３ 準々決勝敗退

4 バドミントン 男　子 団　体 １回戦 千葉県選抜 千葉県 ０－３ １回戦敗退

（第１５回） 女　子 団　体 １回戦 茨城県選抜 茨城県 １－２ １回戦敗退

藤嶌　優太 宮崎東高校定時制夜間部 １回戦 札幌琴似工業 酒田　一希 北海道 ０－２ １回戦敗退

１回戦 市立中央 関口　晟太郎 愛知県 ２－０ １回戦勝利

２回戦 宿毛 増田　孝史 高知県 ２－０ ２回戦勝利

３回戦 天理 坂元　修太 奈良県 １－２ ３回戦敗退

女　子 個　人 ２回戦 徳島中央 藤井　綾花 徳島県 ２－０ ２回戦（初戦）勝利

３回戦 三次 福原　愛美 広島県 ２－０ ３回戦勝利

４回戦 新潟翠江 佐藤　絵里 新潟県 ０－２ ４回戦敗退

武田　紗瑛 都城泉ヶ丘高校定時制 １回戦 金沢中央 栗原　斗帆 石川県 ０－２ １回戦敗退

5 　柔  道 男　子 団　体 １回戦 大分県 １－４ １回戦敗退

（第４４回） 倉岡　泰伯（６５Ｋｇ級） 宮崎工業高校定時制　　　　　 ２回戦 北斗 米田　拓 青森県 総合負け ２回戦（初戦）敗退

佐藤　勇輔（７５Ｋｇ級） 宮崎工業高校定時制　　　　　 ２回戦 金沢中央 嶋谷　優樹 石川県 不戦負け ２回戦（初戦）敗退

神宮司　晃（７５Ｋｇ超級） 富島高校定時制 ２回戦 浜松大平台 仲山　純輝 静岡県 優勢負け ２回戦（初戦）敗退

１回戦 防府商工 堀本　優彩 山口県 横四方固め １回戦勝利

２回戦 学悠館 大平璃　央菜 栃木県 払い腰 ２回戦勝利（ベスト４進出）

準決勝 天理高校 中村　なのは 奈良県 裸締め 準決勝敗退・第３位入賞

6 剣　道 男　子 個　人 長田　翔太 宮崎工業高校定時制 １回戦 横手高校 戸田　智希 秋田県 ０－２ １回戦敗退

（第４４回） １回戦 松本筑摩 横山　芽衣 長野県 ２－０ １回戦勝利

２回戦 津久井 高橋　里沙子 神奈川県 ０－２ ２回戦敗退

児島　知子 都城泉ヶ丘高校定時制 １回戦 出雲崎 大矢　清歌 新潟県 ０－１ ２回戦（初戦）敗退

No 種　　　目 県　名 結　　果 備　　　考

7 軟式野球 団　体 １回戦 秋田県 ４－５ １回戦敗退

男　子 個　人

細山田　健吾 宮崎東高校通信制

松葉　祥子（６３Ｋｇ超級） 富島高校定時制

延岡青朋高校通信制

大分県選抜

女　子 個　人

秋田明徳館高校定時制

男　子

女　子 個　人

宮崎東高校通信制井上　祐希

第６０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

宮崎県選抜

個　人

窪田　訪乃 宮崎東高校定時制夜間部

個　人

奈須　泰樹 延岡青朋高校定時制

個　人

宮崎東高校定時制夜間部

延岡青朋高校通信制

富島高校定時制

延岡青朋高校通信制

都城泉ヶ丘高校定時制

不参加

長田　遼太郎 宮崎東高校通信制

女　　子

坂口　唯 延岡青朋高校通信制

古川工業高校定時制

横浜修悠館高校定時制

男　　子

男　子

女　子

男　子 団　体

天理高校定時制

前橋清陵高校定時制

八代工業高校定時制

鈴木　彩莉衣

延岡青朋高校定時制

平成25年度　　全国高等学校定時制・通信制体育大会

太田フレックス高校定時制女　　　子

校名（団体名）又は氏名 対　戦　相　手

大分工業高校定時制

区　　　分

宮崎東高校定時制昼間部

男　　子 宮崎東高校通振制


