
平成２９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

藤井　涼平 (延岡商業) ９位　　決勝進出 総合8位　つり輪1位　跳馬3位

小林　茶介 (延岡商業) ２９位　決勝進出

黒田　直樹 (宮崎大宮) ５０位　落選

甲斐天 (延岡商業) ５１位　落選

児玉　優由 (宮崎日大) ３８位　決勝進出

吉田　真彩 (宮崎日大) ３８位　決勝進出

山口　紗羅 (宮崎日大) ５５位　落選

光行　唯菜 (宮崎学園) ３４位　決勝進出

中別府　真由 (宮崎学園) ４１位　決勝進出

宮田　愛菜 (宮崎学園) ５４位　落選

松本　真貴 (延岡商業) ５６位　落選

甲佐　衣桜里 (延岡) ４９位　落選

宮路涼慎 (小林秀峰) ５位

大塚慎太郎 (小林秀峰) ６位

幸島七海 (宮崎南)

木幡未奈美 (都城西)

100m自由形 菊池　玲希 (宮崎西) 53.84　　　８位

200m平泳ぎ 吉田　拓斗 (都城農業) 2:17.06　　３位 ３位

100mバタフライ 菊池　玲希 (宮崎西) 55.56      ３位 ３位

100m平泳ぎ 吉田　拓斗 (都城農業) 1:04.42　　５位

200m個人メドレー 川崎　廉生 (宮崎工業) 2:13.41　　８位

400m個人メドレー 川崎　廉生 (宮崎工業) 4:42.35    ８位

200m平泳ぎ 立山　　峻 (佐土原) 2:21.03　　８位

400m個人メドレー 待鳥　早紀 (宮崎日大) 5:04.69　　４位 ４位

200m個人メドレー 待鳥　早紀 (宮崎日大) 2:28.30　　８位

熊本　竜己 (日南学園) １－３負　吉田(福岡・希望が丘)

刘　　　念 (日南学園) ３－０勝　馬渡(長崎・鎮西学院) ２－３負　中川(熊本・慶誠)

松下　幸也 (宮崎商業) ３－０勝　上原(沖縄・前原) １－３負　阿部(福岡・希望が丘)

徳村　優汰 (宮崎商業) ３－１勝　鳥巣(佐賀商) １－３負　伊佐(沖縄・前原)

梅田　真己 (宮崎商業)

楊　双　旭 (日南学園) １－３負　稲吉(福岡・希望が丘)

多武　玲帆 (日南学園) ２－３負　髙橋(大分・明豊)

花木　愛理 (日南学園) ３－１勝　山口(佐賀商) ０－３負　小島(大分・明豊)

池田　三紗 (日南学園) ２－３負　冨田(長崎・鎮西学院)

山口　乃愛 (日南学園)

松下・徳村 (宮崎商業) ３－１勝　稲嶺・川上(沖縄・コザ) ３－２勝　福田・吉田(福岡・希望が丘) １－３負　近藤・渡辺(大分・明豊)

熊本・浦口耕 (日南学園) ３－０勝　丸山・石川(熊本・慶誠) １－３負　平原・福山(鹿児島・れいめい)

深野・浦口健 (日南学園) ３－０勝　田口・増山(長崎・鎮西学院) ３－０勝　中川・西(熊本・慶誠) １－３負　永田・吉田(福岡・希望が丘)

木村・刘 (日南学園) ０－３負　伊佐・前原(沖縄・前原)

花木・山口 (日南学園) ３－０勝　照喜納・上地(沖縄・那覇) ３－１勝　岩下・山本(佐賀・敬徳) ３－１勝　松岡・植田(熊本・慶誠) ０－３負　岩越・柴田(福岡・希望が丘) ３位

池田・多武 (日南学園) ０－３負　安藤・榎谷(鹿児島城西)

永尾・山口 (日南学園) １－３負　永道・藤森(福岡・希望が丘)

中村・邵 (日南学園) ０－３負　野田・西川(長崎女商)

川崎・森田 (都城商業) ４－２勝　川上・仲原（沖縄：名護） ４－２勝　永橋・田中（長崎：精道三川台） ４－０勝　堀添・今吉（大分：中津東） ４－１勝　浅尾・苗代澤（東福岡） ４－２勝　垣本・川内（長崎南山） ４－０勝　永井・渡辺（宮崎：延岡学園） 優勝

永井・渡辺 (延岡学園) ４－３勝　井上・平川（熊本：熊本工） ４－２勝　松元・永尾（鹿児島工） ４－２勝　高嶺・南風野（沖縄・八重山） ４－３勝　坂本・田口（長崎工） ４－１勝　小林・山外（長崎：島原） ０－４負　川﨑・森田（都城商） ２位

坂本・下村 (延岡学園) ３－４負　嵩原・安座間（沖縄：名護）

林・片伯部 (都城商業) １－４負　小林・山外（長崎：島原）

瀬戸内・重信 (都城商業) ４－３勝　富田・金城（沖縄：南風原） １－４負　垣本・川内（長崎：南山）

西本・海田 (都城商業) ４－３勝　富松・山口（福岡：東福岡） ４－１勝　山口・新留（鹿児島商） ０－４負　山本・垣迫（大分商）

田中・矢野 (都城商業) １－４負　森・上野（熊本：文徳）

桝田・鴇 (都城商業) ３－４負　稲福・山田（沖縄：那覇西）

末吉・佐藤 (宮崎商業) ４－０勝　池田・日高（沖縄：那覇商） ４－１勝　青山・榎田（長崎商） ３－４負　谷水・隅元（福岡：中村学園女）

平川・片平 (日南学園) ４－２勝　中村・池田（佐賀：嬉野） ２－４負　小野・神（大分：明豊）

木下・安田 (延岡学園) ４－３勝　鍬本・田中（佐賀清和） ０－４負　谷川・坂田（長崎：大村）

松尾・一倉 (延岡学園) ０－４負　大森・古田（大分：明豊）

惣島・岩佐 (延岡学園) ２－４負　友利・金城（沖縄・名護）

甲斐・河野 (宮崎商業) ４－３勝　万野・江口（佐賀清和） １－４負　上田・柴（熊本：尚絅）

川﨑・安田 (宮崎商業) ２－４負　廣末・河野（大分商）

大根田・黑木 (宮崎商業) ０－４負　伊藤・大塚（大分：明豊）
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個人総合８位　74.450点　（床運動11.850点　　あん馬11.500点　つり輪14.000点　跳馬14.050点　平行棒11.900点　鉄棒11.150点）　種目別　つり輪1位　跳馬3位

個人総合41位  63.000点　（床運動11.550点　　あん馬10.300点　つり輪10.550点　跳馬12.650点　平行棒9.900点　鉄棒8.050点）　
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個人総合44位 36.050点　（跳馬10.200点　段違い平行棒7.700点　平均台9.250点　床運動8.900点）　

６位(２５．３５０点)

個人総合28位 41.800点　（跳馬11.400点　段違い平行棒9.150点　平均台9.950点　床運動11.300点）　

個人総合33位 40.900点　（跳馬11.400点　段違い平行棒8.900点　平均台10.050点　床運動10.550点）　

個人総合24位 43.100点　（跳馬11.900点　段違い平行棒9.400点　平均台9.950点　床運動12.500点）　
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男
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女

男

女
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末吉　鼓太朗 (宮崎日大) ８-２勝　藤浪(長崎・海星) ５-８負　井上(大分・大分舞鶴)

徳丸　凌大 (宮崎大宮) ６-８負　池間(沖縄・沖縄尚学)

本田　嵩稀 (佐土原) ２-８負　藪田(福岡・柳川)

平岡　孝崇 (都城泉ヶ丘) ３-８ 負　宮本(熊本・熊本マリスト)

坂本　陽菜 (宮崎日大) ４-８ 負　大渡(鹿児島・鹿児島中央)

荒武　芽菜 (宮崎商業) ８-４　勝　足立(沖縄・沖縄尚学) ４-８ 負　宮原(福岡・柳川)

井本　海月 (宮崎商業) ２-８ 負 川畑(鹿児島・鳳凰)

渡辺　栞凪 (宮崎商業) ７-９負　平林(沖縄・沖縄尚学)

日髙・有田 (佐土原) ４-８負　石橋・木口屋(鹿児島・鳳凰)

末吉・外山 (宮崎日大) 8ー5勝　許田・石川(沖縄・沖縄尚学) 5-8負　相馬・黒木(福岡：柳川)

井本・荒武 (宮崎商業) ８-４勝　稲手・比嘉(沖縄・沖縄尚学) 6-8負　宮原・松本(福岡：柳川)

髙松・末吉 (宮崎商業) ０-８　負　前田・我那覇(沖縄・沖縄尚学)

５３ｋｇ級 中武　涼 (小林) スナッチ７５㎏・ジャーク９０㎏ トータル（165kg）…４位 ４位

寺嶋　遥輝 (佐土原) スナッチ７５㎏・ジャーク９５㎏ トータル（170kg）…5位

徳永真大 (小林) スナッチ５５㎏・ジャーク７２㎏ トータル（127kg）…15位

小原　拓美 (小林秀峰) スナッチ５８㎏・ジャーク７５㎏ トータル（133kg）…13位

宮原翔角 (小林) スナッチ100㎏・ジャーク120㎏ トータル（220kg）…１位 １位

河野陽太 (小林) スナッチ50㎏・ジャーク58㎏ トータル（108kg）…19位

黒木岳土 (佐土原) スナッチ50㎏・ジャーク60㎏ トータル（110kg）…18位

田畑圭祐 (小林秀峰) スナッチ88㎏・ジャーク105㎏ トータル（193kg）…8位

後藤聖生 (佐土原) スナッチ75㎏・ジャーク95㎏ トータル（170kg）…14位

大下誠也 (小林) スナッチ85㎏・ジャーク105㎏ トータル（190kg）…7位

藺牟田宵響 (小林秀峰) スナッチ70㎏・ジャーク80㎏ トータル（150kg）…15位

東昂平 (佐土原) スナッチ70㎏・ジャーク90㎏ トータル（160kg）…12位

二日市紫音 (小林) スナッチ85㎏・ジャーク106㎏ トータル（191kg）…9位

萱嶋斉悟 (高鍋農業) スナッチ88㎏・ジャーク111㎏ トータル（217kg）…15位

８５ｋｇ級 内野雄一郎 (小林) スナッチ85㎏・ジャーク100㎏ トータル（185kg）…11位

瀬ノ口　巧 (福島) フォール勝　清家(大分：佐伯豊南） フォール勝　谷口(佐賀：鹿島実） フォール勝　川口(福岡：三井） 判定勝　與那嶺(沖縄：北部農林） 優勝

中石　皓大 (都城西) Tフォール負　中尾(熊本：玉名工)

横田　青矢 (宮崎日大) 判定勝　北原(福岡：満井) Tフォール負　上田(熊本：玉名工)

萩原　健太 (宮崎工業) 判定勝　髙松(福岡：築上西) Tフォール負　北村(佐賀：鹿島工)

中村　真広 (福島) 判定負　伊禮(沖縄：北部農業)

吉村　興貴 (宮崎日大) Tフォール勝　寺田(長崎：島原工) Tフォール負　橋本(大分：日本文理大付)

坂元　怜太 (宮崎工業) Tフォール勝　山田(大分：日本文理) Tフォール勝　渡邉(長崎：島原工) Tフォール負　大野(熊本：玉名工) ３位

山中　大門 (宮崎日大) Tフォール負　宮城(沖縄：北部農業)

結城　隆登 (福島) 判定負　青木(佐賀：鹿島実)

矢野　寛太 (宮崎農業) Tフォール負　松枝(佐賀：鳥栖工)

分田　豪 (日南振徳) 判定負　梶野(大分：津久見）

山元　優征 (宮崎日大) Tフォール負　宮田(福岡：築上西)

宮下　涼太 (宮崎日大) Tフォール勝　竹村(長﨑：島大村工) Tフォール負　下地(沖縄：浦添工)

味坂　亮典 (宮崎第一) フォール負　河野(大分：津久見)

中島　誠 (宮崎日大) フォール勝　入口(長崎：大村工) フォール負　福田(鹿児島：鹿屋中央）

境　晟道 (宮崎工業) フォール勝　松尾(長崎：島原翔南) Tフォール勝　牟田(佐賀：鳥栖工) Tフォール負　武藤(大分：日本文理大学付) ３位

椎葉　祐己 (佐土原) フォール勝　田中(福岡：三井) Tフォール負　亀川(沖縄：南風原)

田原　優花 (宮崎農業) フォール負　平田(福岡：三井)

柚木﨑　美加 (宮崎農業) フォール負　髙木(鹿児島：樟南)

井料田　朱那 (日向学院) Tフォール負　真栄田(沖縄：北部農林)

５２ｋｇ級 松永　茉彩 (日南振徳) フォール負　村上(長崎：島原工)

５６ｋｇ級 松下　翔子 (日南振徳) フォール勝　沖田(熊本：小川工) フォール負　永井(鹿児島：樟南)

６０ｋｇ級 倉中　衿奈 (日南振徳) フォール負　川崎(鹿児島：樟南)

佐野　海人 (延岡学園) 優勢勝　松尾(熊本：秀岳館) １本勝　呉屋(沖縄：沖縄尚学) 優勢負　山口(福岡：西日本短大付) ３位

長友　海也 (宮崎日大) 優勢負　村上(大分：柳ヶ浦)

下城　直生 (宮崎日大) 優勢勝　松田(大分：高田) 優勢勝　伊禮(沖縄：沖縄尚学) 反則負　近藤(佐賀：佐賀工業) ３位

馬場　柔剛 (宮崎日大) １本負　本松(大分：柳ヶ浦)

荒川　正宗 (宮崎日大) １本勝　坂上(長崎：長崎南山) 1本勝　松見(熊本：東海大星翔) １本負　橋口(福岡：西日本短大付属) 3位

吉元　力耶 (延岡学園) １本勝　山田(佐賀：北陵) 優勢勝　當間(沖縄：沖縄尚学) １本負　松山(大分：柳ヶ浦) 3位

荒川　正太朗 (都農) 優勢勝　三浦(沖縄：沖縄尚学) 反則負　山口(大分：柳ヶ浦) ベスト８

丸山　海舟 (都城商業) 優勢負　田中(福岡：大牟田)

吉野　弘人 (延岡学園) １本勝　三浦(長崎：長崎日大) 反則負　安部(福岡：西日本短大付属) ベスト８

猪熊　友海 (延岡学園) １本負　和泉川(大分：国東)

棚橋　慎之介 (延岡学園) 優勢負　嶌田(大分：国東)

佐藤　智仁 (宮崎日大) 優勢負　今浪(福岡：小倉)

羽田野竜輝 (延岡学園) 反則勝　永田(長崎：長崎日大) 優勢勝　土谷(大分：柳ヶ浦) １本勝　永田(長崎：長崎日大) １本勝　中島(大分：国東) 優勝

小島孝太 (延岡学園) 優勢負　酒井(熊本：九州学院)

古川　舞 (小林西) 優勢勝　久冨木(大分：柳ヶ浦) １本勝　田中(佐賀：佐賀商) 一本負　古賀(福岡：南筑) ３位

井上　眞希 (日章学園) 優勢負　渡部(大分：柳ヶ浦)

東　玲奈 (宮崎日大) １本勝　満岡(佐賀：佐賀商業) 反則勝　大島(長崎：長崎明誠) １本負　坪根(福岡：沖学園) ３位

児嶋　亜美 (宮崎日大) 反則負　小川(鹿児島：鹿児島南)

谷川　真理 (鵬翔) １本負　西尾(福岡：敬愛)

木村　至歩 (小林西) １本勝　島袋(沖縄：豊見) １本負　森(佐賀：佐賀商) ベスト８

清水　咲翔 (鵬翔) １本負　小仲(大分：国東)

西塚　加奈恵 (日章学園) １本負　照屋(沖縄：沖縄尚学)

岩本　紗夏 (宮崎日大) １本勝　都留(大分：大分西) １本勝　植原(熊本：秀岳館) １本負　多田(福岡：敬愛) ３位

阪元　和香奈 (宮崎日大) １本負　松本(熊本：熊本西)

湯浅　妃花梨 (日章学園) １本勝　河野(長崎：長崎明誠) 優勢負　西橋(鹿児島：鹿児島南) ベスト８

黒木　希香奈 (宮崎日大) １本負　山本(長崎：長崎明誠)

横山　陽華 (日章学園) １本勝　森(大分：国東) １本負　中原(福岡：敬愛) ベスト８

大寺　歓奈 (鵬翔) １本勝　一木(佐賀：北陵) １本勝　﨑田(福岡：博多) 優勢負　米原(熊本：宇土) ３位

５７ｋｇ級

６３ｋｇ級

１００ｋｇ級

４８ｋｇ級

男８１ｋｇ級

９０ｋｇ級

５２ｋｇ級

４６ｋｇ級

４９ｋｇ級

６０ｋｇ級

６６ｋｇ級

７３ｋｇ級

７０ｋｇ級

５０ｋｇ級

女

１００ｋｇ超級

8 テニス 鹿児島 6/17～19

男

シングルス

女

男

ダブルス

女

13 ウエイトリフティング 佐賀 6/17～18 男

６２ｋｇ級

６９ｋｇ級

５６ｋｇ級

７７ｋｇ級

男

５５ｋｇ級

６０ｋｇ級

６６ｋｇ級

７４ｋｇ級

８４ｋｇ級

１２０ｋｇ級

９６ｋｇ級

16 柔道

15 レスリング 宮崎 6/17～18

6/17～18大分

７８ｋｇ級

７８ｋｇ超級

女



林拓郎 (高千穂) １－０勝　宮国(沖縄：興南) ２－１勝　中尾(大分：明豊) １－０勝　西原(福岡：福岡舞鶴) １－２負　林田(長崎：島原) ベスト８

清家羅偉 (高千穂) １－０勝　村上(福岡：福大大濠) １－０勝　白石(長崎南山) １－０勝　原田(佐賀：白石) ０－１負　志築(長崎：島原) ベスト８

甲斐慈玄 (高千穂) １－０勝　田村(福岡：自由ヶ丘) １－０勝　佐藤(大分：大分舞鶴)　 １－２負　黒川(長崎：島原)

石本大来 (高千穂) ０－１負　野中(佐賀：白石)

山下悠渡 (都城東) １－０勝　山形(鹿児島：錦江湾) １－０勝　宮嵜(長崎：西陵) １－０勝　釘宮(大分：明豊) ０－１負　百田(福岡：筑紫台) ベスト８

甲斐憲紀 (宮崎日大) ０－２負　白玉(沖縄：興南)

山下侑輝 (宮崎日大) １－０勝　山形(鹿児島：錦江湾) ０－１負　藤田(佐賀：龍谷)

三浦航大 (宮崎北) ０－２負　林田(長崎：島原)

那須澪佳 (宮崎日大) ０－１負　松島(熊本：芦北)

五十嵐優子 (高鍋) １－０勝　馬渡(佐賀：龍谷) ２－１勝　江口(熊本：尚絧) ０－１負　椎井(福岡：中村学園女)

上山薫 (都城) ０－２負　ペリー(沖縄：興南)

深田晶 (高鍋) ０－１負　溝上(佐賀：佐賀学園)

尾前七海 (都城) ０－１負　梅津(熊本：阿蘇中央)

奈須香子 (宮崎日大) ０－１負　矢野(大分：杵筑)

尾前萌々花 (宮崎日大) ０－１負　松田(長崎：島原)

池田仁美 (日章学園) ２－１勝　徳丸(鹿児島：鳳凰) ０－１負　小川(福岡：筑紫台)

黒木大輔 (延岡学園) ４中　予選３６位　落選

小河海空 (妻) １２射中１０中　４位決勝進出

河野龍大 (宮崎南) １２射中１０中　４位決勝進出

宇都宮健瑠 (妻) ６中　予選２４位　落選

萩元翔汰 (日南振徳) ６中　予選２４位　落選

井上鈴彩 (日南) ７中　予選１３位　落選

川野　梓 (福島) ４中　予選３２位　落選

中城　有莉乃 (都城泉ヶ丘) １２射中　９中　７位決勝進出

轟木遥菜 (都城商業) ６中　予選１８位　落選

那須愛加 (宮崎西) １２射中１２中　１位決勝進出

甲斐建次 (高千穂) はたき込み負　平島（福岡：博多）

興梠功一 (高千穂) 寄り切り勝　満石（福岡：東筑） 上手投げ負　外尾（佐賀清和）

甲斐雄貴 (高千穂) 寄り切り勝　権藤（福岡魁誠） はたき込み負　村上（熊本農）

有馬総太郎 (鵬翔) 押し出し負　里（鹿児島商）

丸山清志郎 (高千穂) 押し出し勝　翁長（沖縄：名護商工） 寄り切り負　石田（大分：楊志館）

田岡憲成 (鵬翔) 突き落とし勝　中野町（大分：中津東） 押し倒し負　藤村（福岡：希望が丘）

松本拓也 (鵬翔) 寄り切り勝　山口（長崎鶴洋） 下手投げ負　大森（大分：中津東）

木谷聖光 (高千穂) 押し出し勝　玉城（沖縄：名護商工） 押し出し負　川副（熊本：文徳）

100kg以上 上村孝太 (鵬翔) 押し出し負　橋本（熊本：文徳）

田岡憲成 (鵬翔) 寄り切り勝　友永（佐賀：小城） 寄り倒し負　古庄（長崎：諌早農）

松本拓也 (鵬翔) 引き落とし負　宮澤（福岡：博多）

丸山清志郎 (高千穂) 寄り切り負　城間（沖縄：中部農林）

木下　正行 (聖心ウルスラ) 2-1勝　石橋(福岡：九州国際大学付属) 0-2負　村本(長崎：瓊浦)

長峰　善 (日章学園) 2-0勝　吉松(福岡：九州国際大学付属) 2-0勝　滝口(長崎：瓊浦) 1-2負　田中(熊本：八代東)

小川　翔悟 (日章学園) 2-0勝　荒谷(佐賀：唐津南) 0-2負　平岡(鹿児島：鹿児島商業)

岩切　樹 (日章学園) 2-1勝　濱川(沖縄：糸満) 1-2負　森田(熊本：八代東)

谷川　綾 (聖心ウルスラ) 2-0勝　池田(佐賀：唐津南) 0-2負　倉成(福岡：福岡常葉)

黒木　彩加 (聖心ウルスラ) 0-2負　後藤(鹿児島：鹿児島女子)

本部　美優 (聖心ウルスラ) 2-0勝　山田(鹿児島：鹿児島女子) 0-2負　谷本(熊本：八代白百合学園)

徳永　弥夕 (日章学園) 0-2負　中島(福岡：福岡常葉)

岩切・長峰 (日章学園) 2-0勝　中村・渡邉(佐賀：唐津南) 1-2負　貞方・滝口(長崎：瓊浦)

小川翔・樋口太 (日章学園) 2-0勝　棚原・棚原(沖縄：那覇) 0-2負　村本・辻(長崎：瓊浦)

小川航・樋口稜 (日章学園) 0-2負　伊藤・石橋(福岡：九州国際大学付属)

三浦・甲斐 (日章学園) 0-2負　小本・福嶋(熊本：八代東)

谷川・山﨑 (聖心ウルスラ) 2-0勝　伊元・玉城(沖縄：糸満) 0-2負　黒岩・井上(佐賀：佐賀女子) 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

黒木・新名 (聖心ウルスラ) 0-2負　後藤・池元(鹿児島：鹿児島女子)

本部・下石 (聖心ウルスラ) 2-0勝　大城・新里(沖縄：コザ) 2-0勝　松井 ・田中(福岡：東海大学付属福岡) 0-2負　中島・小方(長崎：諫早商業)

中村・徳永 (日章学園) 0-2負　堀内・江藤(熊本：熊本中央)

個人17 剣道 宮崎 7/8～9

男

女

弓道 長崎 7/8～9

男

個人

決勝　射詰め・９人　　順位なし

女 決勝　射詰め・９人　　順位なし

18

相撲19

無差別級

決勝　射詰め・９人　　６位

決勝　射詰め・９人　　４位

熊本

20 バドミントン 宮崎 6/17～19

男

シングル

女

男

ダブルス

女

7/9 男

80kg未満

80㎏～100㎏未満



浜砂昭仁 (宮崎第一) ０－３負　阿部(福岡：真楓館)

小部拳斗 (宮崎第一) ２－１勝　井上(福岡：小倉) ４－０勝　鑄塲崎(大分：柳ヶ浦) ３－０勝　田村(沖縄：前原) ２－２分(内容勝)　芳賀(大分：柳ヶ浦) ０－１負　鬼塚(熊本：芦屋) ２位

吉良竜星 (宮崎第一) ０－２負　山下(長崎：佐世保北)

川野稜平 (日章学園) ０－１負　中松(熊本：文徳)

長野龍渡 (宮崎海洋) １－２負　杠(佐賀：佐賀東)

小林翔太 (日章学園) ０－１負　芳賀(大分：柳ヶ浦)

野中龍之介 (宮崎商業) ０－３負　萩尾(鹿児島城西)

日髙一成 (小林秀峰) ０－１負　當山(沖縄：浦添)

西田一馬 (富島) ５－０勝　井上(佐賀：鳥栖) ５－０勝　井上(佐賀：鳥栖) ５－０勝　土肥(長崎：佐世保北) ３－２勝　福田(熊本：開新) ０－５負　新城(沖縄：コザ) ３位

井﨑斗環 (宮崎西) ５－０勝　阿部(大分：大分南) ５－０勝　阿部(大分：大分南) ３－２勝　堀江(福岡：久留米商) ０－５負　渡慶次(沖縄：与勝) ベスト８

八頭司恭仁 (宮崎第一) ０－５負　眞喜志(沖縄：前原) ０－５負　眞喜志(沖縄：前原)

関谷彩介 (宮崎第一) ０－５負　冨迫(鹿児島：鹿児島工業) ０－５負　冨迫(鹿児島：鹿児島工業)

瀬戸口文音 (宮崎第一) ５－０勝　奥平(鹿児島：明桜館) ３－１勝　林(沖縄：沖縄尚学) ４－１勝　原(福岡：博多) ３－０勝　岡田(沖縄：浦添) ６－０勝　安達(大分南) １－３負　有内(熊本：九州学院) ２位

髙以耒友美 (宮崎第一) ２－０勝　秋葉(鹿児島第一) ０－０内容勝　合志(熊本：九州学院) ２－３負　松本(福岡：九産大九州)

立川亜美 (宮崎第一) ３－０勝　當間(沖縄：浦添) ５－０勝　中(鹿児島：大島) ０－３負　有内(熊本：九州学院)

柴田夢奈 (宮崎第一) ２－０勝　橋口(長崎：瓊浦) ０－２負　安達(大分：大分南)

綾部百香 (日章学園) ０－３負　片岡(福岡：博多)

幾田美佑 (延岡商業) ３－０勝　安藤(大分：高田) ０－３負　松形(鹿児島第一)

河野巴美 (日章学園) １－６負　池部(熊本：九州学院)

椎原夢翔 (延岡商業) ０－２負　中島(佐賀：佐賀西)

中村　友香 (宮崎第一) ５－０勝　新村(鹿児島：甲南) １－４負　渡嘉敷(沖縄：美里工)

桐明　三緒 (宮崎第一) ５－０勝　森(佐賀：佐賀東) ２－３負　矢野(大分：情報科学)

佐藤　美空 (都城泉ヶ丘) ０－５負　米耒(長崎：佐世保北)

田中　瑞李 (日章学園) １－４負　本田(熊本)

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 松田大和 (高鍋) １次予選３位：敗者復活戦へ 敗者復活戦２位：準決勝へ → → → ３位：Ｂ組決勝へ Ｂ組２位

吉田・山﨑 (高鍋) １次予選１位：準決勝へへ → → → ２位：Ｂ組決勝へ Ｂ組２位

末吉・神谷 (妻) １次予選３位：敗者復活戦へ 敗者復活戦４位：落選

三隅・西山・十河・濱本・西方 (高鍋) １次予選４位：敗者復活戦へ 敗者復活戦２位：準決勝へ ３位：落選

井上・吉野・大島・壱岐・山下 (妻) １次予選２位：準決勝へ → → → ２位：Ｂ組決勝へ Ｂ組２位

沼口明日香 (宮崎北) １次予選２位：準決勝へ → → → １位…決勝へ Ａ組３位

黒木柚花 (高鍋) １次予選４位：準決勝へ → → → ３位：Ｂ組決勝へ Ｂ組２位

山中・日高 (妻) １次予選１位：準決勝へ → → → １位…決勝へ Ａ組２位

長谷川・石三 (宮崎商業) １次予選２位：準決勝へ → → → ２位：決勝へ Ａ組４位

（坂本・中山・高橋・齋藤・田嶋） (妻) １次予選４位：敗者復活戦へ 敗者復活戦４位：落選 → → →

（竹内・北村・島埜内・甲斐・小牟田） (高鍋) １次予選４位：敗者復活戦へ 敗者復活戦２位：準決勝へ → → → ３位：Ｂ組決勝へ Ｂ組１位

稲倉宗暉 (宮崎南) 予選２７位　落選

廣嶋智也 (宮崎南) 予選１４位　決勝トーナメント進出 ４－１５負　福山(鹿児島南)

廣嶋走也 (宮崎南) 予選３０位　落選

永野正太郎 (本庄) 予選２９位　落選

稲倉宗暉 (宮崎南) 予選１５位　落選

廣嶋智也 (宮崎南) 予選１２位　落選

廣嶋走也 (宮崎南) 予選１１位　落選

杉野照瑛 (宮崎南) 予選１０位　落選

橋口　華奈 (宮崎西) 予選２３位　落選

三舩　理紗 (本庄) 予選２６位　落選

緒方優姫 (宮崎南) 予選２４位　落選

江間史佳 (宮崎南) 予選３１位　落選

江間史佳 (宮崎南) 予選１３位　落選

緒方優姫 (宮崎南) 予選７位　決勝トーナメント進出 １３－１５負　松本(熊本：開新)

三舩　理紗 (本庄) 予選１２位　落選

高屋　萌 (宮崎南) 棄権

22 空手道 鹿児島 7/8～9

男

個人組手

個人形

女

個人組手

個人形

23 ボート 大分 6/17～18

男

女

フェンシング 佐賀 7/8～9

男

フルーレ

エペ

エペ

サーブル

フルーレ

女

24

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

かじ付フォア

サーブル

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

かじ付フォア



山下・中山 (宮崎海洋Ａ)

宮本・中村 (日南振徳Ａ) ２位 ２位

黑木・折田 (日南振徳Ｂ)

深江・中村 (日南振徳Ａ) １位 １位

中嶋・石川 (宮崎海洋Ａ) ３位 ３位

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級スモールリグ 宮田　大地 (日南振徳Ａ) １位 １位

FJ級ソロ 大山・長尾 (宮崎海洋Ａ) １位 １位

４２０級 門川・鈴木 (日南振徳Ａ) ４位 ４位

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級スモールリグ 山岸仁美 (宮崎海洋Ａ) ９位

枝村弘樹 (都城工業) ＩＨ出場

加藤凱也 (都城工業) 決勝１９位

田中大翔 (宮崎農業) 決勝２４位

郡　俊介 (宮崎農業) 決勝２６位

加藤凱也 (都城工業)

谷川侑汰 (都城工業) 予選２３位　予選敗退

出ッ所明乃丞 (延岡学園)

村上幸生 (延岡学園) 予選２５位　予選敗退

今城翔 (宮崎農業) 予選２９位　予選敗退

田中大翔 (宮崎農業) 予選２８位　予選敗退

4kmチーム・パーシュート 決勝３位 ＩＨ出場　３位

決勝１０位

決勝１４位

決勝１１位

前畠佑介 (都城工業) 決勝４位

岩永　渓 (都城工業) 決勝７位

吉元亜輝 (都城工業) 予選３位　　敗者復活戦へ 敗者復活戦　２位　敗退

中村俊介 (都城工業) 予選４位　　敗者復活戦へ 敗者復活戦　４位　敗退

村上幸生 (延岡学園) 予選６位　　敗者復活戦へ 敗者復活戦　６位　敗退

金子英介 (延岡学園) 予選７位　　敗者復活戦へ 敗者復活戦　５位　敗退

今城翔 (宮崎農業) 予選６位　　敗者復活戦へ 敗者復活戦　５位　敗退

石川航大 (都城工業) 決勝３位 ＩＨ出場　３位

吉元亜輝 (都城工業) 決勝９位

吉武慶太 (延岡学園) 決勝１１位

松田郁人 (延岡学園) 予選１２位　敗退

伊藤　吉平 (宮崎農業) 予選１４位　敗退

枝村　弘樹 (都城工業) 決勝１１位

岩永　渓 (都城工業) 決勝９位

出ッ所明乃丞 (延岡学園) 予選敗退

金子英介 (延岡学園) 予選敗退

郡　俊介 (宮崎農業) 予選敗退

伊藤　吉平 (宮崎農業) 決勝４位 ４位

前畠佑介 (都城工業) 決勝４位 ＩＨ出場　４位

石川航大 (都城工業) 決勝５位

吉武慶太 (延岡学園) 決勝１２位

松田郁人 (延岡学園) ＤＮＦ

加藤　凱也 (都城工業) 予選敗退

中島　大瑚 (都城工業) 予選敗退

前畠佑介 (都城工業) 決勝２７位

石川航大 (都城工業) 決勝２９位

枝村　弘樹 (都城工業) 決勝ＤＮＦ

吉元亜輝 (都城工業) 予選敗退

岩永　渓 (都城工業) 予選敗退

吉川尚希 (都城工業) 予選敗退

吉武慶太 (延岡学園) 決勝ＤＮＦ

出ッ所明乃丞 (延岡学園) 予選敗退

金子英介 (延岡学園) 予選敗退

松田郁人 (延岡学園) 予選敗退

村上幸生 (延岡学園) 予選敗退

郡　俊介 (宮崎農業) 予選敗退

伊藤　吉平 (宮崎農業) 予選敗退

田中大翔 (宮崎農業) 予選敗退

今城翔 (宮崎農業) 予選敗退

石村紗和子 (都城工業) 決勝２位 ＩＨ出場　２位

松井香菜乃 (都城工業) 決勝９位

岩元杏奈 (都城工業) 決勝１０位

石村紗和子 (都城工業) 決勝９位 ＩＨ出場

松井香菜乃 (都城工業) 決勝１５位

岩元杏奈 (都城工業) 決勝６位

石村紗和子 (都城工業) 決勝８位

松井香菜乃 (都城工業) 決勝１２位

岩元杏奈 (都城工業) 決勝３位 ３位

石村紗和子 (都城工業) 決勝８位

松井香菜乃 (都城工業) ＤＮＦ

岩元杏奈 (都城工業) 決勝３位 ３位

チームスプリント 決勝３位 ３位

女

都城工業（石村・松井・岩元）

決勝５位

スプリント

都城工業（枝村・前畠・石川・吉元・岩永・畑中）

都城工業（中村・谷川・加藤・今岡・竹内・前畠）

3kmインディヴィ
デュアルパー
シュート

ケイリン

予選２０位　予選敗退

1ｋｍタイムトライ
アル

26

男

１２位

１４位

FJ級ソロ

女

4km速度競走

延岡学園（吉武・出ッ所・村上・松田・金子）

宮崎農業（伊藤・今城・田中・郡）

予選７位　　→　　１／８決勝　２組　２位　　落選

チームスプリント

25 ヨット 沖縄

４２０級

２KM
インディヴィデュアルパーシュー
ト

スクラッチ

個人ロード

個人ロードレース

スクラッチ

ポイントレース

自転車 佐賀 6/16～19

５００Mタイムトライアル

6/16～18

男



ピン級 清水　翔真 (日章学園) RSC勝　森岡(長崎：長崎鶴洋) 不戦勝　田中(福岡：博多) ＲＳＣ負　重岡(熊本：開新) ２位

ライトフライ級 濱村悠太郎 (日章学園) 判定勝　高橋(大分：鶴崎工業) 判定負　香月(佐賀：高志館)

フライ級 中垣龍汰郎 (日章学園) RSC勝　山城(沖縄：美来工科) 判定勝　福浦(福岡：東福岡) 判定勝　野上(佐賀　杵島商) 優勝

バンタム級 中馬力 (日章学園) 判定勝　松尾(福岡：東福岡) ＲＳＣ　内村(鹿児島：鹿屋工)

ライト級 堤　龍之介 (日章学園) RSC勝　福留(鹿児島：鹿児島商) 判定勝　木村(佐賀　高志館) 判定負　原田(福岡　東福岡) ２位

ライトウエルター級 兒玉麗司 (日章学園) 判定勝　豊田(福岡：豊国学園) 判定勝　屋嘉部(沖縄　沖縄水産) 判定負　村上(熊本　秀岳館) ２位

ウエルター級 橋口　慎平 (日章学園) 判定勝　石川(大分：鶴崎工) ＡＢＣ　野上(長崎：鹿町工)

ミドル級 吉野健吾 (日章学園) ABD勝　知念(沖縄：沖縄工) 判定勝　船脇(熊本：開新) 判定勝　土屋(鹿児島　鹿屋工) 優勝

ピン級 野口　京太朗 (日章学園) 判定勝　原田(福岡：東福岡) ＲＳＣ　豊永(熊本：開新)

ライトフライ級 冨永　巧 (日章学園) RSC勝　冨永(長崎：長崎鶴洋) ＲＳＣ　大窪(熊本：東海大学付熊本星翔)

フライ級 大谷　謄麿 (日章学園) 判定負　小林(熊本：熊本星翔)

バンタム級 西山　潮音 (日章学園) 判定勝　倉光(福岡：東福岡) 判定負　竹見(熊本：東海大学付熊本星翔)

ライト級 脇田　夢叶 (日章学園) 判定負　上原(沖縄：沖縄水産)

ライトウエルター級 松野　晃汰 (日章学園) 判定負　大庭(佐賀：杵島商)

ウエルター級 時吉　樹 (日章学園) 判定勝　塚本(熊本：熊本工業) ＲＳＣ勝　松永(福岡：東福岡) 判定負　大崎(大分：大分工) ２位　Ｂパート

フライ級 奈須　菜摘 (日章学園) 判定勝　増村(沖縄：浦添) 判定負　古賀(佐賀：高志館)

ライトフライ級 奈須　海咲 (日章学園) RSC勝　永松(長崎：長崎鶴洋) ＲＳＣ勝　坂本(熊本：菊池)

バンタム級 米村　千代 (日章学園) 判定勝　片峰(佐賀：唐津西) 判定負　西村(熊本：秀岳館)

鳥越瑠華 (宮崎南) ４敗…落選

安田詩菜 (富島)

石神潤奈 (宮崎工業) ４敗…落選

久家・内田 (宮崎南) ２－３負　曽我・熊谷(大分：玖珠美山)

横山・湯地 (鵬翔) 0-5負　吉松・生田(鹿児島・国分中央)

組演武(規定) 廣底・瀬戸口 (都城工業) １位(２５５点) ２位

単独演武(規定) 木宮隆聡 (延岡工業) ２位(２４５点)

単独演武(自由) 村社光翼 (都城工業) ５位(２５６点) ４位

組演武(自由) 中武健・中武康 (延岡工業) ４位(５２５点) ５位

吹上・財部 (都城工業) ２位(５２７点) ６位

単独演武（規定） 山本裕子 (延岡工業) ２位(２４７点) １位

銀島・永田 (延岡工業) ７位(５０９点)

海老原・川崎 (都城) ４位(５１２点)

組演武(規定) 徳重・長谷場 (都城工業)

立元日香里 (都城西) 予選８位(２５５点)落選

甲斐鈴華 (延岡工業) ４位(２５８点)

大岩根瑞記 (宮崎商業) 予選２位　　準決勝へ ４位　決勝へ ６位 ６位

藤巻力 (宮崎大宮) 予選３位　　準決勝へ ８位　落選

田村勇太 (宮崎商業) 予選５位　　落選

前川昌之 (宮崎商業) 予選５位　　落選

前川・大岩根 (宮崎商業) 予選３位　　準決勝へ １位　決勝へ ５位 ５位

藤巻・吉山 (宮崎大宮) 予選６位　　落選へ ４位　落選

田村・田中 (宮崎商業) 予選６位　　落選へ

予選５位　　準決勝へ

予選３位　　準決勝へ ５位　落選 ５位

山田　大地 (宮崎工業) 棄権

原口　雅世 (宮崎大宮) 予選３位　　準決勝へ ４位　決勝へ ８位 ８位

小川　健太郎 (宮崎大宮) 予選３位　　準決勝へ ５位　落選

インディゴ・マイケル (宮崎大宮) 予選３位　　準決勝へ ５位　落選

服部・小川 (宮崎大宮) 予選１位　　決勝へ ７位 ７位

鵜川・石川 (宮崎大宮) 予選３位　　準決勝へ ２位　決勝へ ８位 ８位

藤本・山田 (宮崎工業) 棄権

予選２位　　決勝へ ６位 ６位

予選３位　　準決勝へ ２位 ２位

谷脇　知那 (宮崎大宮) 予選１位　　準決勝へ １位　決勝へ １位 １位

樋渡千歩 (宮崎商業) 予選３位　　準決勝へ ４位　決勝へ ７位 ７位

大垣柚月 (宮崎商業) 予選１位　　準決勝へ ５位　落選

杉田祐佳 (宮崎商業) 予選３位　　準決勝へ ６位　落選

梅崎・籾木 (宮崎商業) 予選１位　　決勝へ １位 １位

樋渡・大垣 (宮崎商業) 予選１位　　決勝へ ２位 ２位

岩永・川野 (宮崎商業) 予選２位　　準決勝へ ２位　決勝へ ６位 ６位

予選２位　　決勝へ １位 １位

予選２位　　決勝へ ４位 ４位

Ｂ

パ
ー

ト

女

30 少林寺拳法 熊本

馬術

29

男

ボクシング27 福岡 6/16～18

Ａ

パ
ー

ト

女

単独演武(自由)

なぎなた 佐賀 6/18 女

個人試合

個人演技

28

6/17～18

組演武(自由)

31 カヌー 熊本 6/17～18

男

カヤック
シングル

カヤックフォア

カﾅディアン
シングル

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ

宮崎工業（津田・亀長・藤本・増野）

宮崎大宮（太田・飯牟禮・矢野・大澤）

宮崎商業（前川・大岩根・山下・田村）

女

カヤック
シングル

カヤック
ペア

カヤックフォア
宮崎商業（梅崎・籾木・樋渡・大垣）

カナディアンフォア
宮崎大宮（服部・インディゴ・マイケル・小川・原
口」）

宮崎商業（杉田・長友・川野・渡邊）

カヤックペア


