
平成２８年度　九州高校総体上位一覧   
【団体の部】　…　28年度＝23　　（27年度＝21,26年度＝26,25年度＝22,24年度＝24,23年度＝23,22年度＝21,21年度＝17

№ 競技名 性 学校名 成　績 № 競技名 性 学校名 成　績
1 カヌー 男 宮崎大宮 １位 13 少林寺拳法(団体演武) 男 都城工業 ２位
2 カヌー 女 宮崎商業 １位 14 卓球 女 日南学園 ３位
3 陸上競技 男 宮崎工業 １位 15 柔道 女 宮崎日大 ３位
4 バスケットボール 女 小林 １位 16 バスケットボール 男 小林 ３位
5 ボクシング 男 日章学園 １位 17 バスケットボール 男 延岡学園 ３位
6 空手道 男 宮崎第一 １位 18 水球 男 宮崎工 ３位
7 空手道 女 宮崎第一 １位 19 少林寺拳法(団体演武) 女 延岡工業 ３位
8 新体操 男 小林秀峰 ２位 20 ヨット 女 日南振徳 ３位
9 陸上競技 女 宮崎商業 ２位 21 バドミントン 女 聖ウルスラ ３位

10 ソフトボール 男 日向工業 ２位 22 登山 女 宮崎大宮 ４位
11 弓道 女 延岡学園 ２位 23 テニス 女 宮崎商業 ４位
12 ヨット 男 宮崎海洋 ２位 24

【個人の部】　…28年度＝60 　（27年度＝59,26年度＝54,25年度＝47,24年度＝46,23年度＝45,22年度＝43,21年度＝43）

№ 競技名 種目 性 氏名(学校名） 成績

1 レスリング 96㎏級 男 本田　瑛之 (宮崎第一) 1位

2 ボクシング フライ級 男 中垣　龍汰郎 (日章学園) 1位

3 ボクシング バンタム級 男 井上　彪 (日章学園) 1位

4 ボクシング ライト級 男 齋藤　麗王 (日章学園) 1位

5 ボクシング ライトウェルター級 男 湯場　海樹 (日章学園) 1位

6 ボクシング ライトウェルター級(Ｂ) 男 黒木大樹 (日章学園) 1位

7 カヌー ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ 男 石川・溝口 (宮崎大宮) 1位

8 カヌー カナディアンフォア 男 中武・石川・阪元・溝口 (宮崎大宮) 1位

9 カヌー カヤックシングル 女 籾木　優里 (宮崎商業) 1位

10 カヌー カヤックフォア 女 御手洗・籾木・松井・佐々木 (宮崎商業) 1位

11 カヌー カヤックペア 女 佐々木・松井 (宮崎商業) 1位

12 卓球 シングルス 男 龐 　博 (日南学園) 1位

13 ヨット ４２０級 女 鈴木・門川 (日南振徳) 1位

14 ヨット ＦＪ級ソロ 女 井戸・長尾 (宮崎海洋) 1位

15 少林寺拳法 単独演武（規定） 女 松田萌愛 (延岡工業) 1位

16 体操競技 種目別　つり輪 男 藤井　涼平 (延岡商業) 1位

17 空手道 個人組手 男 鴨川晃次朗 (宮崎第一) 1位

18 空手道 個人組手 女 古賀翔子 (宮崎第一) 1位

19 空手道 個人形 女 宜保ありさ (宮崎第一) 1位

20 水泳 100m背泳ぎ 男 門田　凌我 (宮崎南) 1位

21 ウエイトリフティング ６２ｋｇ級 男 宮原翔角 (小林) 2位

22 ウエイトリフティング １０５ｋｇ級 男 鎌田哲朗 (小林) 2位

23 卓球 シングルス 男 内村　英司 (都城商業) 2位

24 レスリング ５０ｋｇ級 男 椎葉　桂己 (宮崎農業) 2位

25 ボクシング ミドル級 男 吉野　健吾 (日章学園) 2位

26 カヌー カヤックシングル 男 黒木　亮 (宮崎商業) 2位

27 カヌー カヤックペア 男 黒木・小玉 (宮崎商業) 2位

28 カヌー カﾅディアンシングル 男 石川　義活 (宮崎大宮) 2位

29 カヌー カヤックシングル 女 松井玖瑠実 (宮崎商業) 2位

30 カヌー カヤックペア 女 御手洗・籾木 (宮崎商業) 2位

31 カヌー カヤックフォア 女 吉田・梅崎・藤崎・籾木 (宮崎商業) 2位

32 柔道 ６０ｋｇ級 男 加藤　竜也 (延岡学園) 2位

33 空手道 個人組手 女 瀬戸口文香 (宮崎第一) 2位

34 弓道 個人 男 松山義康 (都城) 2位

35 水泳 200ｍ自由形 男 渕　雅顕 (宮崎学園) 2位

36 水泳 400ｍ自由形 男 渕　雅顕 (宮崎学園) 2位

37 卓球 シングルス 男 熊本　竜己 (日南学園) 3位

38 レスリング ８４ｋｇ級 男 荒殿竜一 (宮崎工業) 3位

39 柔道 ７３ｋｇ級 男 増田　陽太 (延岡学園) 3位

40 柔道 ９０ｋｇ超級 男 吉野　弘人 (延岡学園) 3位

41 柔道 １００ｋｇ超級 男 羽田野竜輝 (延岡学園) 3位

42 柔道 ４８ｋｇ超級 女 古川　舞 (小林西) 3位

43 柔道 ７８ｋｇ超級 女 坪根　亜耶 (宮崎日大) 3位

44 バドミントン ダブルス 女 肥田木・外山 (聖心ウルスラ) 3位

45 ボート ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 女 藤元・桂 (高鍋) 3位(予選タイムで判断)

46 ボクシング ライトフライ級 男 濱村悠太郎 (日章学園) 3位

47 ボクシング ピン級(Ｂ) 男 下野園響 (日章学園) 3位

48 ボクシング バンタム級(Ｂ) 男 小川竜也 (日章学園) 3位

49 カヌー カﾅディアンシングル 男 横山　瑞紀 (宮崎商業) 3位

50 ウエイトリフティング ８５ｋｇ級 男 吉留裕貴 (小林) 4位

51 ヨット ＦＪ級ソロ 男 坂本・石川 (宮崎海洋) 4位

52 カヌー カヤックペア 男 大野・安藤 (宮崎大宮) 4位

53 カヌー カヤックフォア 男 谷口・増田・安藤・岡原 (宮崎大宮) 4位

54 カヌー カﾅディアンシングル 男 溝口　昴平 (宮崎大宮) 4位

55 カヌー カヤックシングル 女 佐々木春佳 (宮崎商業) 4位

56 自転車競技 ４㎞速度競争 男 枝村　弘樹 (都城工業) 4位

57 水泳 200m背泳ぎ 男 門田　凌我 (宮崎南) 4位

58 水泳 400m個人メドレー 女 待鳥　早紀 (宮崎日大) 4位

59 水泳 100m自由形 男 菊池　玲希 (宮崎西) 4位

60 水泳 100mバタフライ 男 菊池　玲希 (宮崎西) ４位
※個人 60 ＋ 南九州陸上 36 = 96


