
平成  年度  全国高等学校定時制 通信制体育大会

No 種　　　目 区　　　分 校名（団体名）又は氏名 対　戦　相　手 県　名 結　　果 備　　　考

バスケットボ－ル

男　　子 宮崎東高校通信制

２回戦 松本筑摩定時制 長野県 ７５－５９ ２回戦勝利

1 （第２６回） ３回戦 横浜翠嵐定時制 神奈川県 ４５－８６ ３回戦敗退

女   子 宮崎東高校定時制夜間部 １回戦 宇都宮商業高校定時制 栃木県 ５４－５８ １回戦敗退

2

バレーボール

男   子 都城泉 丘高校定時制

予選リーグ 前橋清陵高校定時制 群馬県 １－２ 初戦負け

（第４３回） 敗者復活戦 新川みどり野高校定時制 富山県 ２－０ 決勝トーナメント進出

決勝トーナメント 佐賀北高校定時制 佐賀県 １－２ １回戦敗退

卓　球
（４９回）

男　子 団　体 宮崎東高校通信制

１回戦 クラーク記念国際通信制 鳥取県 ３－０ １回戦勝利

3

２回戦 佐賀工業高校定時制 佐賀県 ３－０ ２回戦勝利

３回戦 天理高校定時制 奈良県 ２－３ ３回戦敗退

女　子 団　体 延岡青朋高校通信制

２回戦 中芸高校定時制 高知県 ３－２ ２回戦勝利

３回戦 静岡中央高校定時制 静岡県 ２－３ ３回戦敗退

男　子 個　人

鶴崎　優斗 宮崎東高校通信制 ２回戦 科学技術学園 岡野　俊己 東京都 ３－２ ２回戦勝利

鶴崎　優斗 宮崎東高校通信制 ３回戦 浦和高校 中野　拓馬 埼玉県 ３－０ ３回戦勝利

鶴崎　優斗 宮崎東高校通信制 ４回戦 広島西高校 木村　成輝 広島県 ３－０ ４回戦勝利

鶴崎　優斗 宮崎東高校通信制 ５回戦 長尾谷高校 森﨑　将 大阪府 ０－３ ５回戦敗退

三原　智哉 延岡青朋高校通信制 １回戦 旭川工業 小池 北海道 ３－２ １回戦勝利

三原　智哉 延岡青朋高校通信制 ２回戦 岩国商業 吉村 山口県 ３－１ ２回戦勝利

三原　智哉 延岡青朋高校通信制 ３回戦 日本航空目黒 岩佐 東京都 ０－３ ３回戦敗退

杉村　拓弥 宮崎工業高校定時制 １回戦 クラーク記念国際柏 畑　哲也 千葉県 １－３ １回戦敗退

金澤　大地 宮崎東高校通信制 １回戦 神代高校 柏原　大樹 東京都 ０－３ １回戦敗退

女子 個　人

山元　歩美 宮崎東高校定時制昼間部 １回戦 米子東 杉谷　つかさ 鳥取県 １－３ １回戦敗退

川並　満莉奈 延岡青朋高校通信制 １回戦 中芸高校 藤戸 高知県 ２－３ １回戦敗退

小村　みなみ 延岡青朋高校通信制 ２回戦 私立明鏡 坪谷 新潟県 １－３ ２回戦敗退

矢野　こすも 延岡青朋高校通信制 ２回戦 クラーク記念国際仙台 渡辺 宮城県 １－３ ２回戦敗退

4

バドミントン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（第１８回）

男　子 団　体 宮崎東高校通信制 １回戦 クラーク記念国際仙台通信制 宮城県 １－２ １回戦敗退

女　子 団　体 宮崎東高校定時制昼間部 ２回戦 青森県選抜 青森県 １－２ ２回戦敗退

男　子 個　人

藤嶌　優太 宮崎東高校通信制 １回戦 清凌 宮部　滉大 岐阜県 １－２ １回戦敗退

三輪　拓 宮崎東高校通信制 ２回戦 伊勢まなび 丹川　翔平 三重県 １－２ ２回戦（初戦）敗退

女　子 個　人

志田　沙樹 宮崎東高校通信制

２回戦 霞城学園 ｱﾄﾞｳﾞｨﾝｸﾗ ｼｬﾒﾝ 山形県 ２－０ ２回戦勝利

３回戦 市立札幌大通 岩野　麻美 北海道 ０－２ ３回戦敗退

黒木　恵利佳 延岡青朋高校定時制 １回戦 天理高校 林　かなえ 奈良県 １－２ １回戦敗退



平成  年度  全国高等学校定時制 通信制体育大会

No 種　　　目 区　　　分 校名（団体名）又は氏名 対　戦　相　手 県　名 結　　果 備　　　考

5 柔  道（４７回）

男　子 団　体

宮崎県 １回戦 茨城県 茨城県 ②－２ 代表戦勝ち

宮崎県 ２回戦 静岡県 静岡県 １－４ ２回戦敗退

女　子 団　体 宮崎県 １回戦 東京都Ａ 東京都 ０－３ １回戦敗退

男　子 個　人

牧野　春斗（延岡青朋高校通信制） ２回戦 齊藤　椋平 栃木県 ○－× ２回戦勝利

牧野　春斗（延岡青朋高校通信制） ３回戦 加川　渓太 秋田県 ○－× ３回戦勝利

牧野　春斗（延岡青朋高校通信制） 準々決勝 島村　光城 東京都Ａ ×－○ ベスト８進出

津田　卓正（延岡青朋高校定時制） １回戦 栗飯原　翔太 埼玉県 ×－○ １回戦敗退

日高　将大（延岡青朋高校定時制）　 １回戦 関口　琉維 福島県 ×－○ １回戦敗退

女　子 個　人

河野　明菜（宮崎東高校通信制） １回戦 山下　真葉 福井県 ○－× １回戦勝利

河野　明菜（宮崎東高校通信制） 準々決勝 三井　舞 山梨県 ×－○ ベスト８進出

牧野　菜々（延岡青朋高校通信制） １回戦 長田　亜美 富山県 ○－× １回戦勝利

牧野　菜々（延岡青朋高校通信制） 準々決勝 長畑　眞帆 奈良県 ×－○ ベスト８進出

6 剣　道（４７回）

宮崎県 リーグ戦 茨城県 茨城県 ２－３ 敗退

男　子 団　体 宮崎県 リーグ戦 埼玉県 埼玉県 ２－３ 敗退

宮崎県 リーグ戦 広島県 広島県 ２－２ ０勝３敗　予選敗退

男　子 個　人 藤丸　彰哲（宮崎東定時制昼間部） １回戦 山下　空大 愛知県 ２－０ １回戦勝利

藤丸　彰哲（宮崎東定時制昼間部） ２回戦 澁江　光喜 茨城県 ２－０ ２回戦勝利

藤丸　彰哲（宮崎東定時制昼間部） ３回戦 神原　大人 大阪府 ２－０ ３回戦勝利

藤丸　彰哲（宮崎東定時制昼間部） ４回戦 武井　元 神奈川県 ０－２ ４回戦敗退

中岡　美津雄（宮崎工業定時制） １回戦 野中　翔太 栃木県 ０－２ １回戦敗退

野間口　展裕（延岡青朋通信制） １回戦 茅野　劍斗 長野県 ０－１ １回戦敗退

第  全国高等学校定時制通信制軟式野球大会
No 種　　　目 区　　　分 校名（団体名）又は氏名 対　戦　相　手 県　名 結　　果 備　　　考

7 軟式野球（６３回） 団　体 宮崎東高等学校通信制 ２回戦 市川工業高校定時制 千葉県 ０－１０ ２回戦（初戦）敗退


