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No 種　　　目 県　名 結　　果 備　　　考

1 バスケットボ－ル １回戦 栃木県 ４６－７５ １回戦敗退

（第２５回） １回戦 群馬県 １６－６７ ２回戦敗退

バレーボール 予選リーグ 神奈川県 １－２ 初戦負け

（第４１回） 敗者復活戦 岡山県 １－２ 敗退

2 予選リーグ 愛知県 ０－２ 初戦負け

敗者復活戦 岩手県 ０－２ 敗退

3 卓　球 男　子 団　体 １回戦 佐賀県 ３－０ １回戦勝利

（第４８回） ２回戦 秋田県 ０－３ ２回戦敗退

１回戦 高知県 ３－１ １回戦勝利

２回戦 三重県 ３－０ ２回戦勝利

３回戦 奈良県 １－３ ３回戦敗退

田中　雄喜 延岡青朋高校定時制 １回戦 綾部高校 山口　駿太郎 京都府 １－３ １回戦敗退

興梠　友麻 延岡青朋高校定時制 １回戦 日本航空 岩佐　知郭 東京都 ０－３ １回戦敗退

三原　智哉 延岡青朋高校通信制 １回戦 名古屋市立中央 水野　陽介 愛知県 ０－３ １回戦敗退

鶴崎　優斗 宮崎東高校通信制 １回戦 科学技術学園 久保田　渉 東京都 １－３ １回戦敗退

越智　菜々美 宮崎東高校通信制 １回戦 博多青松 増田　佳織 福岡県 １－３ １回戦敗退

津隈　歩美 延岡青朋高校通信制 １回戦 八王子拓真 大高　未紗 東京都 ０－３ １回戦敗退

長田　みなみ 宮崎東高校定時制昼間部 １回戦 向陽台清覧学園 古橋　佳純 神奈川県 ０－３ １回戦敗退

２回戦 苫小牧工業 内山　真由美 北海道 ３－２ ２回戦勝利

３回戦 博多青松 福澤　彩乃 福岡県 ３－１ ３回戦敗退

４回戦 尾上総合 三戸　萌々嘉 青森県 ０－３ ４回戦敗退

4 バドミントン 男　子 団　体 １回戦 山梨高校 山梨県 １－２ １回戦敗退

（第１７回） 女　子 団　体 ２回戦 茨城県選抜 茨城県 １－２ ２回戦敗退

西ヶ浦　浩輔 宮崎東高校通信制 １回戦 倉吉東 野津　滉智 鳥取県 ０－２ １回戦敗退

蛯原　雅貴 宮崎東高校定時制昼間部 ２回戦 秀英 松浦　大也 神奈川県 ０－２ ２回戦敗退

女　子 個　人 １回戦 結城第二 宇賀持　慧美 茨城県 ２－１ １回戦勝利

２回戦 松山南 永見　琴莉 愛媛県 ２－０ ２回戦勝利

３回戦 金沢中央 栗原　斗帆 石川県 ０－２ ３回戦敗退

武田　紗瑛 都城泉ヶ丘高校定時制 １回戦 大津清陵 宮本　小夜 滋賀県 ０－２ １回戦敗退

男　子 団　体 １回戦 北海道 １－４ １回戦敗退

女　子 団　体 １回戦 栃木県 棄権 棄権

１回戦 佐賀県 ×－○ １回戦敗退

１回戦 大阪府 ×－○ １回戦敗退

１回戦 岐阜県 ×－○ １回戦敗退

１回戦 東京都Ｂ 棄権 棄権

１回戦 愛知県 ×－○ １回戦敗退

剣　道（４５回） 宮崎県 リーグ戦 茨城県 １－４ 敗退

男　子 団　体 宮崎県 リーグ戦 長野県 １－４ 敗退

宮崎県 リーグ戦 東京都Ｂ １－４ ０勝３敗　予選敗退

男　子 個　人 １回戦 茨城県 ０－２ １回戦敗退

１回戦 静岡県 ０－２ １回戦敗退

１回戦 大阪府 ２－０ １回戦勝利

２回戦 栃木県 １－０ ２回戦勝利

３回戦 東京都 ０－２ ３回戦敗退
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２回戦 千葉県 ５－４ ２回戦勝利

３回戦 東京都 ０－２０ ３回戦敗退

男　　　子

石巻北高校飯野川校定時制

男　子

女　子

女　　子 富島高校定時制

延岡青朋高校定時制

愛知黎明高校定時制

中芸高校定時制

佐賀北高校定時制

女　子 団　体

横浜翠嵐定時制

烏城定時制

宮崎東高校定時制昼間部

大橋学園定時制

藤丸　彰哲（宮崎東定時制昼間部） 日向野　歩夢

宮崎県

近藤　美香 宮崎東高校通信制

東京都Ｂ

長田　翔太（宮崎工業定時制） 松本　璃季

中岡　美津雄（宮崎工業定時制） 小林　拓実

藤丸　彰哲（宮崎東定時制昼間部） 髙山　竜爾

延岡青朋高校通信制

第６２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

藤丸　彰哲（宮崎東定時制昼間部） 勝田　竜太郎

個　人

個　人

女　子 個　人

石川　駿輔

吉山　久美子

迫田　華

三橋　龍誠

楠　歩夢

平成27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

学悠館高校定時制

区　　　分

延岡青朋高校定時制

男　　子 宮崎東高校通信制

明徳館高校定時制

天理高校定時制

矢野　こすも

7 軟式野球（６２回）

八王子拓真高校定時制

宮崎東高等学校通信制団　体

市川工業高校定時制

富島高校定時制

宮崎東高校通信制

北海道

宮崎県 栃木県

個　人

6

延岡青朋高校通信制

男　子 個　人

茨城県

長野県

5 柔  道（４５回）

牧野　春斗（延岡青朋高校通信制）

青木　継士（宮崎工業高校定時制）

日高　将大（延岡青朋高校定時制）

後藤　瑞稀（延岡青朋高校定時制）

松葉　祥子（富島高校定時制）　　

男　子
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