
平成２８年度　全九州高校総体　結果一覧（個人）

NO 競技名 開催県 期日 性種目 選手名 (学校) 予選 １回戦 ２回戦 ３回戦 準々決勝 準決勝 決勝 成績

2

体操 佐賀 ７/2～3

男

個人総合

曳田瑞樹 (延岡商業) 決勝：13位　　個人種目別：つり輪7位

鷲谷　大地 (延岡商業) 決勝：46位

藤井　涼平 (延岡商業) 決勝：16位　　個人種目別：つり輪1位  跳馬：5位　　平行棒：7位

小林茶介 (延岡商業) 決勝：36位

赤木慎太郎 (延岡) 27位決勝進出 決勝：29位

高橘京史 (宮崎北) 27位決勝進出 決勝：43位

黒田直樹 (宮崎大宮) 棄権

柳田絋希 (延岡星雲) 55位落選

甲斐天 (延岡商業) 棄権

女

児玉　優由 (宮崎日大) 決勝：33位

吉田　真彩 (宮崎日大) 決勝：42位

渡辺　有紀 (宮崎日大) 決勝：45位

光行唯菜 (宮崎学園) 29位決勝進出 決勝：23位

中別府真由 (宮崎学園) 49位落選

宮田愛菜 (宮崎学園) 53位落選

井之上歩加 (延岡商業) 52位落選

工藤香澄 (延岡商業) 56位落選

新体操 佐賀 6/18～19

男

個人総合

中野辰哉 (小林秀峰) ５位（リング：３位、ロープ：６位、トータル：５位　27.000点）

蛯原雅人 (宮崎南) ８位（リング：７位、ロープ：７位、トータル：８位　25.050点）

女
山下みなみ (宮崎西) １６位（クラブ：１６位、リボン：１６位、トータル：１６位　11.650点）

勝田公弥子 (宮崎第一) １５位（クラブ：１５位、リボン：１５位、トータル：１５位　13.300点）

3
競泳
(決勝進
出者)

大分
7/16～
18

男

200ｍ自由形 渕　雅顕 (宮崎学園) １分５５秒０４：２位　 標準記録突破

400ｍ自由形 渕　雅顕 (宮崎学園) ４分４秒２５：２位 標準記録突破

100m背泳ぎ 門田　凌我 (宮崎南) ５８秒５７：１位県新記録 標準記録突破

200m背泳ぎ 門田　凌我 (宮崎南) ２分８秒３９：４位 標準記録突破

100m自由形 菊池　玲希 (宮崎西) ５３秒５４：４位

100mバタフライ 菊池　玲希 (宮崎西) ５６秒７６：４位 標準記録突破

女

400m個人メドレー 待鳥　早紀 (宮崎日大) ５分７秒０８：４位

200m個人メドレー 待鳥　早紀 (宮崎日大) ２分２６秒７７：８位 県推薦全国出場

100m背泳ぎ 門田　深愛 (宮崎大宮) １分０９秒０９：８位

6 卓球 福岡
6/18～
19

男

シングルス

熊本　竜己 (日南学園) 3－0勝　福田（長崎・鎮西学院） 3－0勝　下田（熊本・開新） 3－0勝　弓取（福岡・希望が丘） 1－3負　龐　（宮崎・日南学園） ３位

龐 　博 (日南学園) 3－0勝　田中（大分・明豊） 3－0勝　森川（熊本・慶誠） 3－0勝　吉田（福岡・希望が丘） 3－0勝　熊本（宮崎・日南学園） 3－0勝　内村（宮崎・都城商業） １位

松下幸也 (宮崎商業) 3－2勝　稗田（大分・津久見） 1-3負　福山（鹿児島・れいめい）

徳村優汰 (宮崎商業) 3－1勝　藤川（佐賀・北陵） 0-3負　李（長崎・瓊浦）

内村　英司 (都城商業) 3－1勝　永田（福岡・希望が丘） 3－1勝　伊佐（福岡・開心） 3－0勝　原井（福岡・福岡工業） 3－0勝　中ノ瀬（長崎・瓊浦） 2－3負　龐　（宮崎・日南学園） ２位

女

森谷　渚 (日南学園) 3－0勝　伊野波（佐賀・佐賀商） 1－3負　手塚　（熊本・慶誠）

多武玲帆 (日南学園) 3－1勝　中村（沖縄・普天間） 0-3負　松岡（熊本・慶誠）

土橋明日香 (日南学園) 3－0勝　巻木（鹿児島・鹿児島城西） 1－3負　小島　（大分・明豊）

永尾垣 (日南学園) 2-3負　加賀（福岡・希望が丘）

池田三紗 (日南学園) 3－0勝　竹富（佐賀・佐賀商） 0-3負　李（福岡・中村学園女）

男

ダブルス

龐・熊本 (日南学園) 3-0勝　山根・上原(沖縄・前原) 3-0勝　池松・李(長崎・浦添) 3-1勝　福島・竹尾(佐賀・北陵) １-３負　弓取・吉田(福岡・希望が丘)

池畑・内村 (都城商業) 3-0勝　佐々木・宇久(沖縄・浦添) １-３負　福山・平原(鹿児島・れいめい)

遠藤・浦口 (日南学園) 3-2勝　森川・西(熊本・慶誠) ０-３負　福田・吉田(福岡・希望が丘)

大迫・増田 (都城商業) １-３負　弓取・吉田(福岡・希望が丘)

女

土橋・森谷 (日南学園) 3-0勝　野口・筒本(鹿児島・鹿児島女) 3-0勝　安田・石崎(熊本・開心) 2-３負　角野・城間(福岡・中村学園女)

池田・多武 (日南学園) 3-0勝　平松・上口(長崎・鎮西学院) 3-2勝　遠山・渕田(熊本・熊本工) 0-３負　関屋・小島(大分・明豊)

周・中村 (日南学園) 3-0勝　山口・岡元(佐賀・佐賀商) ２-３負　田添・黄(長崎・瓊浦)

永尾・山口 (日南学園) ０-３負　篠田・戸髙(大分・明豊)

7
ソフトテ
ニス

鹿児島 7/9～10

男

個人

原村・福田 (都城商業) 3-4負　宮川・國﨑(福岡：新宮)

森・渡辺 (延岡学園) 2-4負　佐藤・中村(福岡：東福岡)

鴫石・牧野 (延岡学園) 4-0勝　境・永田(熊本：熊本工) 4-2勝　牧島・原田(長崎：精道三川台) 3-4負　松山・篠原(鹿児島：鹿児島)

坂ノ上・田村 (都城商業) 2-4負　富松・山口(福岡：東福岡)

山田・外山 (宮崎大宮) 4-3勝　森・上野(熊本：文徳) 1-4負　橋野・栗山(佐賀：塩田工)

渡邊・渡邊 (宮崎南) 1-4負　金集・入口(長崎：西陵)

坂田・久富 (日南振徳) 2-4負　篠田・矢野(福岡：東福岡)

青木・日髙 (延岡学園) 4-2勝　松林・澤村(長崎：西陵) 1-4負　一ッ木・三反田(鹿児島：鹿児島商)

女

横山・鳥越 (宮崎商業) 3-4負　竹添・福田(長崎：大村)

佐藤・平山 (宮崎商業) 4-3勝　黒瀬・吉﨑(鹿児島：指宿商) 4-0勝　川田・新里(沖縄：名護) 1-4負　谷水・隅元(福岡：中村学園女)

末吉・松本 (宮崎商業) 3-4負　中川・小村(熊本：八代)

藤村・落合 (宮崎商業) 0-4負　大浦・白石(長崎：大村)

木下・安田 (延岡学園) 2-4負　徳永・岩元(鹿児島：鹿児島南)

待木・林 (都城東) 4-1勝　安部・河野(大分商) 2-4負　加・寺迫(鹿児島：指宿商)

川名・大久保 (延岡学園) 0-4負　原口・久保(福岡：中村学園女)

一倉・小林 (都城東) 4-0勝　赤島・池(鹿児島：鹿児島南) 2-4負　小野・神(大分：明豊)



平成２８年度　全九州高校総体　結果一覧（個人）

NO 競技名 開催県 期日 性種目 選手名 (学校) 予選 １回戦 ２回戦 ３回戦 準々決勝 準決勝 決勝 成績

8 テニス 福岡
6/18～
20

男

シングルス

小泉　亮太 (宮崎日大) ８-２勝　仲嶺(沖縄・沖縄尚学) ２-８負　樋口(福岡・柳川)

畑中　勇輝 (宮崎日大) ８-０勝　中山(熊本・熊本北) ３-８負　山尾(福岡・柳川)

徳丸　凌大 (宮崎大宮) ３-８　負　田口(大分・大分舞鶴)

兒玉　知樹 (宮崎日大) １-８負　今林(長崎・海星)

女

坂本　陽菜 (宮崎日大) ８-４　勝　足立(沖縄・沖縄尚学) ８-３　勝　鞍垣(福岡・筑紫丘) ３-８負　岡崎(鹿児島・鳳鳳)

浅見　真帆 (宮崎商業) ５-８　負　里(長崎・大村)

井本　海月 (宮崎商業) ３-８　負　草野(福岡・柳川)

師岡　未来 (宮崎商業) ５-８　負　古賀(佐賀・致遠館)

男

ダブルス

小泉・畑中 (宮崎日大) １-７負　横尾・田口(大分・大分舞鶴)

兒玉・福永 (宮崎日大) ５-８負　中山・中嶋(熊本・熊本北)

女
浅見・東 (宮崎商業) ３-８　負　草野・渡邊(福岡・柳川)

井本・郡 (宮崎商業) ８-１勝　南・峯松(佐賀・佐賀商) ３-８　負　下地・我那覇(沖縄・沖縄尚学)

13
ウエイト
リフティ
ング

沖縄 6/18～19男

５３ｋｇ級
中武　涼 (小林) トータル（131kg）…8位

寺嶋　遥輝 (佐土原) トータル（1135kg）…6位 ６位

５６ｋｇ級 田畑　圭祐 (小林秀峰) トータル（140kg）…10位

６２ｋｇ級

宮原翔角 (小林) トータル（203kg）…2位 ２い

大下誠也 (小林) トータル（140kg）…17位

小原拓美 (小林秀峰) トータル（94kg）…20位

６９ｋｇ級
二日市紫音 (小林) トータル（136kg）…15位

山下泰輝 (小林秀峰) トータル（116kg）…16位

７７ｋｇ級 關屋光翼 (小林秀峰) トータル（217kg）…15位

８５ｋｇ級
吉留裕貴 (小林) トータル（200kg）…4位 ４位

内野雄一郎 (小林) トータル（120kg）…9位

９４ｋｇ級 福本春樹 (小林) トータル（207kg）…5位

１０５ｋｇ級 鎌田哲朗 (小林) トータル（225kg）…2位 ２位

15 レスリング大分 6/25～26

男

５０ｋｇ級
椎葉　桂己 (宮崎農業) フォール勝　高木(鹿児島：樟南） フォール勝　古賀(佐賀：鳥栖工） フォール勝　濵本(長崎：島原工） 判定負　桜井(熊本：玉名工） ２位

津曲　秀星 (日向学院) Tフォール負　鈴木(大分：日本文理)

５５ｋｇ級
日髙兼士 (宮崎日大) Tフォール勝　後藤(大分：日本文理) Tフォール負　金子(長崎：島原)

長友涼馬 (宮崎農業) フォール負　荒木(熊本：玉名工)

６０ｋｇ級
吉谷　洸希 (宮崎日大)

吉村　興貴 (宮崎日大) Tフォール負　小柴(佐賀：鳥栖工)

６６ｋｇ級
長﨑俊太 (宮崎農業) Tフォール負　西(大分：日本文理)

長谷川健士朗 (宮崎第一) Tフォール勝　津山(長崎：島原工) Tフォール負　上田(熊本：玉名工)

７４ｋｇ級
矢野省吾 (宮崎工業) Tフォール勝　加倉(大分：日本文理) 判定負　早川(鹿児島：樟南）

菊川磨宏 (日南振徳) Tフォール負　掛川(鹿児島：鹿屋中央)

８４ｋｇ級
荒殿竜一 (宮崎工業) 判定勝　中村(佐賀：鳥栖工） 判定勝　高瀬(大分：日本文理大付） Tフォール負　大津(長崎：島原) ３位

松浦　大樹 (宮崎日大) 判定負　島田(熊本：玉名工）

９６ｋｇ級
池田　昴世 (宮崎日大) Tフォール負　竹内(長﨑：島原)

本田　瑛之 (宮崎第一) Tフォール勝　藤岡(熊本：玉名工) フォール勝　菅(長崎：島原工) Tフォール勝　渡邊(大分：日本文理大付) １位

１２０ｋｇ級
岩本　眞 (宮崎農業) Tフォール勝　片岡(大分：津久見) 判定負　矢神(鹿児島：樟南）

兒玉大輔 (宮崎工業) Tフォール負　柳(鹿児島：鹿屋中央)

女
４９ｋｇ級 松下　翔子 (日南振徳) フォール負　篠原(福岡：三井)

７０ｋｇ級 倉中　衿奈 (日南振徳) Tフォール負　高橋(大分：日本文理大学付) ２位



平成２８年度　全九州高校総体　結果一覧（個人）

NO 競技名 開催県 期日 性種目 選手名 (学校) 予選 １回戦 ２回戦 ３回戦 準々決勝 準決勝 決勝 成績

16 柔道 沖縄 6/18

男

６０ｋｇ級
加藤　竜也 (延岡学園) 優勢勝　池福(熊本：鎮西) 優勢勝　豊島(佐賀：佐賀商) 優勢勝　友田(福岡：若松) １本負　小西(福岡：大牟田) 2位

佐野　海人 (延岡学園) 優勢勝　大垣(大分：柳ヶ浦) １本負　小西(福岡：大牟田)

６６ｋｇ級
清水　颯汰 (延岡学園) 優勢負　大石(大分：高田)

河野　唯斗 (宮崎日大) 優勢勝　川添(佐賀：佐賀商) 優勢負　平井(沖縄：沖縄尚学)

７３ｋｇ級
増田　陽太 (延岡学園) 優勢勝　田中(鹿児島：鹿児島情報) 1本勝　相良(佐賀：小城) 優勢負　矢野(福岡：嘉穂) 3位

小原　悠 (宮崎日大) １本負　幸田(鹿児島：明桜館)

８１ｋｇ級
福元　大樹 (小林西) 優勢勝　福崎(鹿児島：鹿児島実) １本負　浦(福岡：沖学園)

野田　雄斗 (延岡学園) 優勢負　徳光(熊本：秀岳館)

９０ｋｇ級
吉野　弘人 (延岡学園) １本勝　清崎(熊本：鎮西) 優勢勝　大石(福岡：福岡大大濠) １本負　山口(長崎：長崎日大) ３位

赤嶺　泰一 (宮崎日大) １本負　宮崎(熊本：鎮西)

１００ｋｇ級
佐藤　秀明 (宮崎日大) １本負　桂(長崎：長崎日大)

佐藤　智仁 (宮崎日大) １本負　黒田(熊本：鎮西)

１００ｋｇ超級
齋藤　彪雅 (延岡学園) 優勢負　永田(長崎：長崎日大)

羽田野竜輝 (延岡学園) １本勝　工藤(大分：大分豊府) １本勝　當山(沖縄：沖縄尚学) １本負　西田(福岡：大牟田) 3位

女

４８ｋｇ級
古川　舞 (小林西) 優勢勝　夏秋(佐賀：小城) １本勝　手柴(大分：柳ヶ浦) 優勢負　新城(沖縄：豊見城南) ３位

白石　夏海 (宮崎日大) １本負　藤田(鹿児島：国分中央)

５２ｋｇ級
徳益　有香 (小林西) １本負　上田(熊本：九州学院)

小野　亜寿華 (宮崎日大) 優勢勝　森(鹿児島：鹿児島南) 優勢負　白石(熊本：熊本西)

５７ｋｇ級
木村　至歩 (小林西) １本勝　宮里(沖縄：沖縄尚学) １本負　吉時(鹿児島：鹿児島南)

土田　早紀 (日章学園) １本負　長谷川(鹿児島：鹿児島情報)

６３ｋｇ級
芝元　瑛美里 (鵬翔) 優勢負　小柳(福岡：敬愛)

清水　咲翔 (鵬翔) １本負　座波(沖縄：那覇西)

７０ｋｇ級
岩本　紗夏 (宮崎日大) １本勝　大野(鹿児島：鹿児島情報) １本負　新森(福岡：敬愛)

児玉　愛莉 (富島) １本負　満岡(佐賀：佐賀農)

７８ｋｇ級
湯浅　妃花梨 (日章学園) 優勢勝　玉城(沖縄：那覇西) １本負　安藤(福岡：敬愛)

白坂　美奈代 (鵬翔) １本負　豊永(鹿児島：国分中央)

７８ｋｇ超級
坪根　亜耶 (宮崎日大) １本勝　安河内(大分：藤蔭) １本勝　宮城(沖縄：豊見城南) １本負　素根(福岡：南筑) ３位

横山　陽華 (日章学園) １本負　児玉(福岡：敬愛)

17 剣道 長崎 7/9～10

男

個人

山下　祐左 (鵬翔) 1-0勝　原田(熊本：鹿本) 1-0勝　中山(福岡：折尾愛真) 0-1負　梶原(大分：大分)

髙橋風雅 (鵬翔) 0-1負　松竹(長崎：諌早)

平川汰尉聖 (都城東) 0-1負　永山(鹿児島：樟南)

春山涼太 (都城東) 0-2負　星子(熊本：九州学院)

多田　敬祐 (高千穂) 1-0勝　野口(福岡：八女工) 0-1負　向坂(熊本：球磨工)

野中　貴斗 (宮崎日大) 0-1負　佐藤(大分：大分舞鶴)

齊藤優樹 (宮崎日大) 0-1負　梶谷(熊本：九州学院)

長友　大雅 (日章学園) 1-0勝　永井(沖縄：小禄) 0-1負　野中(福岡：福岡大大濠)

女

熊田原　晶 (鵬翔) 2-1勝　坂本(熊本：熊本) 0-1負　村田(福岡：中村学園女)

秋好　真湖 (高千穂) 0-1負　呉屋(沖縄：小禄)

圖師香菜子 (高鍋) 0-1負　下田代(鹿児島：鳳凰)

深田晶 (高鍋) 1-0勝　石井(大分：日田) 0-1負　川﨑(熊本：開心)

那須　澪佳 (宮崎日大) 0-1負　山口(佐賀：唐津東)

尾前萌々花 (宮崎日大) 0-2負　小川(福岡：筑紫台)

尾崎友惟 (宮崎日大) 1-0勝　與世田(沖縄：小禄) 0-1負　嶋(長崎：西陵)

西原　好実 (日章学園) 0-1負　本田(福岡：八幡南)

18 弓道 大分 7/9～10

男

個人

長友貴史 (都城西) 12射9中：落選

小河海空 (妻) 12射9中：落選

髙木崇大 (延岡工業) 12射9中：落選

黒木銀二 (宮崎農業) 12射7中：落選

松山義康 (都城) 12射10中：6位決勝進出 決勝　射詰め・13人　　2位 2位

女

白石もも (延岡学園) 12射8中：落選

齋藤愛理生 (宮崎商業) 12射5中：落選

甲斐万央 (富島) 12射3中：落選

下村美咲 (都城商業) 12射6中：落選

坂本真理子 (妻) 12射10中：6位決勝進出 決勝　射詰め・11人　　順位なし

19 相撲 鹿児島 7/3 男

80kg未満

甲斐建次 (高千穂) 上手出し投げ勝　橘(熊本農：熊本) 上手投げ負　武田(樟南：鹿児島)

興梠功一 (高千穂) 上手投げ勝　川口(諌早農：長崎) 寄り切り負　有瀬(希望が丘：福岡)

丸山清志郎 (高千穂) 上手出し投げ負　星本(楊志館：大分)

甲斐正泰 (高千穂) 押し出し負　原田(文徳：熊本)

80㎏～100㎏
未満

甲斐泉 (高千穂) 寄り切り負　菊谷(唐津青翔：佐賀)

松本拓也 (鵬翔) 下手投げ負　吉永(北松農：長崎)

田岡憲成 (鵬翔) 突き出し負　大庭(文徳：熊本)

100kg以上 渡邉　弘晃 (鵬翔) 押し出し負　喜島(鹿児島商：鹿児島)

無差別級

田岡憲成 (鵬翔) 寄り倒し負　田中(日田林工)

松本拓也 (鵬翔) 突き出し負　榮(鹿児島商：鹿児島)

甲斐泉 (高千穂) 上手投げ負　吉田(唐津青翔：佐賀)

丸山清志郎 (高千穂) 突き出し負　松園(猶興館：長崎)



平成２８年度　全九州高校総体　結果一覧（個人）

NO 競技名 開催県 期日 性種目 選手名 (学校) 予選 １回戦 ２回戦 ３回戦 準々決勝 準決勝 決勝 成績

20 バドミントン鹿児島 6/18～20

男

シングル

細山田真也 (日章学園) 2-1勝　鳥本(福岡：九州国際大学付属) 2-０勝　古賀(佐賀：武雄) 0-2負　山元(熊本：八代東)

長峰　善 (日章学園) 2-0勝　平岡(鹿児島：鹿児島商業) 1-2負　平川(熊本：八代東)

小川翔悟 (日章学園) 1-2負　田中(熊本：八代東)

岩切樹 (日章学園) 2-0勝　葛城(福岡：自由ヶ丘) 0-2負　小本(熊本：八代東)

女

肥田木あかり (聖心ウルスラ) 2-0勝　大城(沖縄：コザ) 0-2負　岡(熊本：玉名女子)

奥　瑞稀 (聖心ウルスラ) 0-2負　小西(福岡：九州国際大学付属)

本部美優 (聖心ウルスラ) １-2負　志波(佐賀：佐賀女子)

外山莉子 (聖心ウルスラ) 0-2負　野田(福岡：福岡常葉)

男

ダブルス

細山田・長峰 (日章学園) 2-0勝　梶原・藤原(大分：別府鶴見丘) 0-2負　田中・森田(熊本：八代東)

小川・樋口 (日章学園) 2-0勝　日野・高木(大分：別府鶴見丘) 0-2負　小元・福嶋(熊本：八代東)

岩切・三浦 (日章学園) 0-2負　山本・砂坂(福岡：山門)

東原・西 (宮崎工業) 0-2負　松林・芦遂(長崎：瓊浦)

女

肥田木・外山 (聖心ウルスラ) 2-0勝　野田・中島(福岡：福岡常葉) 2-0勝　秋庭・中島(長崎：諫早商業) 2-１勝　甲斐・中橋(熊本：玉名女子) 0-2負　松山・縄田(福岡：九州国際大学付属) 3位

奥・下石 (聖心ウルスラ) 2-0勝　新垣・島袋(沖縄：糸満) 0-2負　成富・大林(長崎：諫早商業)

本部・吉田 (聖心ウルスラ) 0-2負　柳瀬・宮崎(熊本：玉名女子)

中村・徳永 (日章学園) 0-2負　幸田・安楽(鹿児島：鹿児島女子)

22 空手道 宮崎 7/9～10

男

個人組手

鴨川晃次朗 (宮崎第一) 8-0勝　山浦(大分：柳ヶ浦） 2-0勝　當山(沖縄：浦添) 2-0勝　上野(福岡：東福岡) 4-1勝　橋口(宮崎：日章学園) 2-0勝　山口(長崎：瓊浦) 2-1勝　釜(熊本：芦北) 優勝

川野稜平 (日章学園) 3-0勝　伊藤(大分：柳ヶ浦) 2-2判定勝　井上(福岡：東福岡) 1-4負　久保(長崎：長崎日大)

和田雄樹 (宮崎第一) 2-2判定負　山田(長崎：佐世保北)

中島郷 (宮崎第一) 5-0勝　湧田(沖縄：コザ) 4-0勝　明吉(福岡：東福岡) 3-0勝　上野(熊本：九州学院) 0-0判定負　山口(長崎：瓊浦)

吉良竜星 (宮崎第一) 3-2負　廣崎(福岡：九産大付)

松尾一誠 (小林秀峰) 2-2判定負　大田黒(熊本：開心)

橋口　夕輝 (日章学園) 8-0勝　田中(佐賀：佐賀北） 4-2勝　福本(熊本：文徳) 0-0判定勝　三重野(大分：高田) 1-4負　鴨川(宮崎：宮崎第一)

村上　玲大 (宮崎海洋) 0-0判定勝　谷口(鹿児島：鹿児島第一) 1-0勝　金城(沖縄：前原） 0-4負　山口(長崎：瓊浦)

個人形

井﨑斗環 (宮崎西) 5-0勝　古賀(佐賀：佐賀西) 0-5負　高良(沖縄：浦添)

宮元大雅 (日南学園) 1-4負　角田(福岡：九産大付)

八頭司恭仁 (宮崎第一) 4-1勝　樺山(鹿児島：徳之島) 1-4負　平良(沖縄：沖縄尚学)

西田一馬 (富　島) 1-4負　福田(熊本：開新)

女

個人組手

八頭司明 (宮崎第一) 8-0勝　明神(佐賀：佐賀女） ７-０勝　白野(長崎：長崎日大） 1-0勝 原田(福岡：博多) 1-2負　有内(熊本：九州学院)

瀬戸口文香 (宮崎第一) 8-0勝　田中(佐賀：佐賀北） 2-0勝 泉(鹿児島：大島) ０-０判定勝　寺川(熊本：九州学院) 4-1勝　松崎(宮崎：宮崎第一) 3-0勝　入江(福岡：九産大付) 0-5負　古賀(宮崎：宮崎第一) 2位

荒木美空 (日章学園) 2-0勝 瀬崎(長崎：佐世保北) 4-0勝 岩木(佐賀：佐賀北) 3-2勝　松本(福岡：九産大) ２-２判定負　入江(福岡：九産大付)

古賀翔子 (宮崎第一) 8-0勝　釜(熊本：芦北） 4-0勝 那賀(大分：大分南) 1-0勝 竹森(長崎：純心女) 5-4勝　山内(長崎：長崎日大) ２-２判定勝 　有内(熊本：九州学院) 5-0勝　瀬戸口(宮崎：宮崎第一) 優勝

甲斐美優 (延岡商業) 0-2負　安達(大分：大分南)

松崎凜 (宮崎第一) 2-0勝 奥平(鹿児島：明桜館) 6-1勝 運天(沖縄：沖縄尚学) 2-0勝 原(福岡：博多) 1-4負　瀬戸口(宮崎：宮崎第一)

阿部裕梨奈 (日章学園) 4-1勝 三枝(沖縄：名護) ０-０判定負　有内(熊本：九州学院)

佐々木凜 (佐土原) 0-6負　平野(福岡：真颯館)

個人形

宜保ありさ (宮崎第一) 5-0勝　田尻(熊本：ルーテル学院) 5-0勝　川副(長崎：佐世保北) 5-0勝　照屋(沖縄：首里) 5-0勝　細田(沖縄：開邦) 4-1勝　當間(沖縄：浦添) 優勝

桐明三緒 (宮崎第一) 2-3負 東江(沖縄：前原)

鬼束真衣 (日南学園) 0-5負　米澤　(大分：東九州龍谷)

石元志朋 (日南学園) 4-1勝　村井(佐賀：鹿島実業) 2-3負 濱(熊本：開新)

23 ボート 福岡 6/18～19

男

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ
藤岡駿平 (高鍋) １次予選４位：敗者復活戦へ 敗者復活戦３位：準決勝へ → → →

尾崎翔也 (宮崎商業) １次予選４位：敗者復活戦へ 敗者復活戦４位：落選

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ
坂田・松田 (高鍋) １次予選５位：敗者復活戦へ 敗者復活戦１位：準決勝へ → → →

吉野・山下 (妻) １次予選３位：敗者復活戦へ 敗者復活戦３位：準決勝へ

かじ付フォア 岩切・松生・阿部・山崎・松田 (高鍋) １次予選３位：準決勝へ → → →

女

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ
進つばさ (高鍋) １次予選２位：準決勝へ → → →

中山裕香 (妻) １次予選４位：準決勝へ → → →

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ
山中・日高 (妻) １次予選３位：準決勝へ → → →

藤元・桂 (高鍋) １次予選２位：準決勝へ → → → ３位(予選タイムで判断)

かじ付フォア
（黒木・石三・長谷川・木下・金丸） (宮崎商業) １次予選３位：準決勝へ → → →

（内田・黒木・北村・島埜内・長友） (高鍋) １次予選５位：敗者復活戦へ 敗者復活戦４位：落選 → → →

24 フェンシング福岡 7/9～10

男

フルーレ

廣嶋智也 (宮崎南) 23位：落選

廣嶋走也 (宮崎南) 31位：落選

田中優太 (本庄) 32位：落選

井ノ下祐 (宮崎南) 30位：落選

エペ
廣嶋智也 (宮崎南) 13位：落選

田中優太 (本庄) 15位：落選

女

フルーレ

橋口　華奈 (宮崎西) 29位：落選

三舩　理紗 (本庄) 15位：決勝トーナメント進出 3-15負　伊藤(大分豊府)

川越加奈子 (宮崎南) 27位：落選

江間史佳 (宮崎南) 29位：落選

エペ
川越加奈子 (宮崎南) 8位：決勝トーナメント進出 8-15負　金氣(鹿児島)

橋口　華奈 (宮崎西) 15位：落選

サーブル 三舩　理紗 (本庄) 8位：決勝トーナメント進出 5-15負　有富(鹿児島南)



平成２８年度　全九州高校総体　結果一覧（個人）

NO 競技名 開催県 期日 性種目 選手名 (学校) 予選 １回戦 ２回戦 ３回戦 準々決勝 準決勝 決勝 成績

25 ヨット 鹿児島 6/10～12

男

４２０級

山下・松野 (宮崎海洋Ｃ) ６位 ６位

田川・田中 (宮崎海洋Ａ) ８位

宮本・中村 (日南振徳Ｂ) ５位 ５位

中武・宮田 (日南振徳Ａ) 15位

FJ級ソロ
深江・中村 (日南振徳Ａ) ５位 ５位

坂本・石川 (宮崎海洋Ａ) ４位 ４位

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級スモールリグ
黒木昌将 (宮崎海洋B) 10位

速見龍斗 (宮崎海洋A) ７位

女

FJ級ソロ

井戸・長尾 (宮崎海洋Ａ) １位 １位

大嶋・山下 (日南振徳Ａ) ６位

４２０級 鈴木・門川 (日南振徳Ａ) １位 １位

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級スモールリグ 山岸仁美 (宮崎海洋Ａ) ６位

26 自転車

福岡
6/1７
～1９

男

吉川尚希 (都城工業) 決勝３７位

前畠佑介 (都城工業) 決勝２１位

出ッ所明乃丞 (延岡学園) 決勝３３位

松田都人 (延岡学園) 決勝４２位

清家由宇 (延岡工業) 決勝１８位

スプリント

枝村　弘樹 (都城工業) 予選１４位　　→　　１／８決勝　２組　２位　　落選

中村俊介 (都城工業) 予選３４位

谷川侑汰 (都城工業) 予選２８位

出ッ所明乃丞 (延岡学園) 予選３０位

村上幸生 (延岡学園) 予選３５位

金子英介 (延岡学園) 予選３７位

4kmチーム・パーシュート 都城工業（桑畑・吉元・岩永・谷川・中島） 決勝１０位

チームスプリント 都城工業（山下・中村・石川・枝村・中島） 決勝６位

3kmインディ
ヴィデュアル
パーシュート

前畠佑介 (都城工業) 決勝６位

石川航大 (都城工業) 決勝９位

岩永　渓 (都城工業) 決勝１８位

清家由宇 (延岡工業) 決勝１０位

ケイリン

吉元亜輝 (都城工業) 予選７位

桑畑智倖 (都城工業) 予選７位

谷川侑汰 (都城工業) 予選８位

スクラッチ

吉武　慶太 (延岡学園) 予選１２位

桑畑智倖 (都城工業) 予選１６位

山下　一輝 (都城工業) 決勝６位

4km速度競走

山下　一輝 (都城工業) 予選６位

中島大瑚 (都城工業) 棄権

枝村　弘樹 (都城工業) 決勝４位 ４位

ポイントレース

吉武　慶太 (延岡学園) 決勝５位

石川航大 (都城工業) 決勝１２位

吉川尚希 (都城工業) 予選棄権

岩永　渓 (都城工業) 予選棄権

熊本 6/20 個人ロード

山下　一輝 (都城工業) 決勝棄権

吉元　亜輝 (都城工業) 決勝棄権

桑畑智倖 (都城工業) 予選３２位

前畠佑介 (都城工業) 決勝８位

石川航大 (都城工業) 決勝棄権

枝村　弘樹 (都城工業) 決勝棄権

吉元亜輝 (都城工業) 予選２９位

岩永　渓 (都城工業) 予選３５位

吉川尚希 (都城工業) 予選棄権

清家　由宇 (延岡工業) 決勝９位

出ッ所明乃丞 (延岡学園) 予選２９位

松田都人 (延岡学園) 予選４１位

金子英介 (延岡学園) 予選４３



平成２８年度　全九州高校総体　結果一覧（個人）

NO 競技名 開催県 期日 性種目 選手名 (学校) 予選 １回戦 ２回戦 ３回戦 準々決勝 準決勝 決勝 成績

27 ボクシング沖縄 6/17～19

Ａ
パー

ト

ピン級 倉持悠人 (日章学園) TKO負　重岡（熊本：開新） 判定勝　安樂(鹿児島：鹿児島工業) IH出場獲得

ライトフライ級 濱村悠太郎 (日章学園) 判定勝　安達(長崎：　　) 判定負　川谷(福岡：豊国学園) ３位

フライ級 中垣龍汰郎 (日章学園) TKO勝　新垣(鹿児島：鹿屋工) 判定勝　藤波(福岡　糸島農業) 判定勝　松田(沖縄　嘉手納) 優勝

バンタム級 井上彪 (日章学園) TKO勝　岡留(鹿児島：鹿児島城西) 判定勝　大湾(沖縄　美来工科) 判定勝　関(佐賀　佐賀学園) 優勝

ライト級 齋藤　麗王 (日章学園) TKO勝　小齊(鹿児島：鹿児島商) 判定勝　小濱(熊本　東海大学付属熊本星翔) 判定勝　橋﨑(福岡　東福岡) 優勝

ライトウエルター級 湯場　海樹 (日章学園) TKO勝　深田(大分：宇佐産) 判定勝　成富(佐賀　杵島商業) 判定勝　岡田(熊本　九州学院) 優勝

ウエルター級 兒玉　麗司 (日章学園) TKO勝　森本(長崎：長崎東) 判定負　平田(沖縄：沖縄水産) ３位

ミドル級 吉野　健吾 (日章学園) 判定勝　上田(熊本：城北　　) 判定勝　吉野(福岡　朝倉東) 判定負　豊田(佐賀　弘学館) ２位

Ｂ
パー

ト

ピン級 下野園響 (日章学園) 判定勝　吉川(佐賀：鳥栖商業) 判定負　福浦(福岡：東福岡) ３位

ライトフライ級 西山翔敦 (日章学園)

フライ級 堤龍之介 (日章学園)

バンタム級 小川竜也 (日章学園) TKO勝　片岡(大分：鶴崎工) 判定負　山口(沖縄：沖縄水産) ３位

ライト級 中馬　力 (日章学園) 判定負　茂岡(熊本：東海大星翔)

ライトウエルター級 黒木大樹 (日章学園) TKO勝　城戸(佐賀：鳥栖商) 判定勝　原田(福岡：東福岡) TKO勝　谷口(鹿児島：鹿児島工) 優勝

ウエルター級 時吉樹 (日章学園) 判定勝　増村(沖縄：浦添) 判定負　上村(熊本：開新) ３位

28

馬術

29 なぎなた 宮崎 6/19 女

個人試合

三浦純菜 (聖心ウルスラ) ５敗…落選

籾木那奈美 (宮崎南) ２勝２敗…落選

石神潤奈 (宮崎工業) ４敗…落選

個人演技
稲本・籾木 (宮崎南) 0-5負　牧田・諸見里(沖縄：沖縄尚学)

野口・河野 (鵬翔) 0-5負　石井・徳(鹿児島・甲南)

30 少林寺拳法鹿児島 6/18～19

男

組演武(自由)
脇屋・池田 (都城工業) ２位(５２９点) ２位

竹松・福永 (都城工業) ４位(５２１点)５位？ ４位

単独演武(自由)
多田翔一郎 (都城工業) ４位(２５８点) ４位

徳留壮一郎 (都城工業) ６位(２５４点) ６位

組演武(自由)
甲斐・甲斐 (延岡工業) ５位(４９７点) ５位

甲斐・日高 (延岡工業) ６位(４９２点) ６位

単独演武（規定）
松田萌愛 (延岡工業) １位(２５４点) １位

銀島朱李 (延岡工業) ２位(２４９点) ２位

単独演武(自由) 海老原紫月 (都城) ７位(２４９点)

31 カヌー 宮崎 6/18～19

男

カヤック
シングル

黒木　亮 (宮崎商業) １位…準決勝へ １位…決勝へ ２位

岡原直輝 (宮崎大宮) ３位…準決勝へ ６位

安藤代那 (宮崎大宮) ５位…落選

谷口　太一 (宮崎大宮) ７位…落選

カヤックペア

黒木・小玉 (宮崎商業) １位…決勝へ 決勝 ２位

大野・安藤 (宮崎大宮) ２位…準決勝へ ２位…決勝へ ４位

伊藤・藤巻 (宮崎大宮) ５位…準決勝へ ７位

カヤックフォア
宮崎大宮（谷口・増田・安藤・岡原） ２位…決勝へ 決勝 ４位

宮崎商業（逢坂・児玉・小玉・黒木） ４位…準決勝へ １位…決勝へ ７位

カﾅディアン
シングル

横山　瑞紀 (宮崎商業) １位…準決勝へ １位…決勝へ ３位

石川　義活 (宮崎大宮) １位…準決勝へ ２位…決勝へ ２位

溝口　昴平 (宮崎大宮) １位…準決勝へ ３位…決勝へ ４位

津田祐太朗 (宮崎工業) ６位

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ

石川・溝口 (宮崎大宮) １位…決勝へ 決勝 １位

矢括・阪元 (宮崎大宮) １位…決勝へ 決勝 ６位

田所・黒木 (宮崎大宮) ５位…準決勝へ ３位…落選

カナディアンフォア
宮崎工業（津田・山田・藤本・山内） ２位…決勝へ 決勝 ８位

宮崎大宮（中武・石川・阪元・溝口） ２位…決勝へ 決勝 １位

女

カヤック
シングル

籾木　優里 (宮崎商業) １位…準決勝へ １位…決勝へ １位

松井玖瑠実 (宮崎商業) １位…準決勝へ １位…決勝へ ２位

御手洗花穂 (宮崎商業) １位…準決勝へ ３位…決勝へ

佐々木春佳 (宮崎商業) １位…準決勝へ ２位…決勝へ ４位

カヤック
ペア

御手洗・籾木 (宮崎商業) １位…決勝へ 決勝 ２位

佐々木・松井 (宮崎商業) １位…決勝へ 決勝 １位

津曲・藤崎 (宮崎商業) １位…決勝へ 決勝 ５位

カヤックフォ
ア

宮崎商業（御手洗・籾木・松井・佐々木） １位…決勝へ 決勝 １位

宮崎商業（吉田・梅崎・藤崎・籾木） １位…決勝へ 決勝 ２位


