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No 種　　　目 県　名 結　　果 備　　　考

１回戦 栃木県 ８４－７８ １回戦勝利

２回戦 山梨県 ７８－７７ ２回戦勝利

３回戦 東京都 ３０－９２ ３回戦敗退

１回戦 富山県 ５１－５２ １回戦敗退

予選グループ戦 鳥取県 ２－０ 予選グループ戦勝利

決勝トーナメント 大阪府 １－２ 決勝トーナメント１回戦敗退

２回戦 福島県 ３－１ ２回戦（初戦）勝利

３回戦 栃木県 ３－０ ３回戦勝利

４回戦 兵庫県 ２－３ ４回戦敗退（ベスト８）

１回戦 北海道 ３－１ １回戦勝利

２回戦 静岡県 １－３ ２回戦敗退

矢野　遼河 宮崎東高校通信制 ２回戦 黒田　大樹 刈谷東（通） 愛知県 ３－２ ２回戦勝利

矢野　遼河 宮崎東高校通信制 ３回戦 齋藤　優介 飾磨工業（定） 兵庫県 ０－３ ３回戦敗退

清水　晟斗　 宮崎東高校通信制 １回戦 山口　駿太郎 綾部・東（定） 京都府 ０－３ １回戦敗退

鶴﨑　優斗　 宮崎東高校通信制 １回戦 平野　聖 堀之内（定） 新潟県 ３－１ １回戦勝利

鶴﨑　優斗　 宮崎東高校通信制 ２回戦 菅野　紀史 尚志（通） 福島県 ０－３ ２回戦敗退

安藤　美裕 宮崎東高校通信制 １回戦 松田　孝大 徳風（通） 三重県 ３－０ １回戦勝利

安藤　美裕 宮崎東高校通信制 ２回戦 竹内　光浩 鳴滝（定） 長崎県 ２－３ ２回戦敗退

税田　夏瑠海 宮崎東高校通信制 １回戦 是石　明實 博多青松（定） 福岡県 ３－２ １回戦勝利

税田　夏瑠海 宮崎東高校通信制 ２回戦 井上　裕紀子 山梨中央（定） 山梨県 ３－０ ２回戦勝利

税田　夏瑠海 宮崎東高校通信制 ３回戦 古橋　佳純 向陽台・生蘭学園（通） 神奈川県 ３－１ ３回戦勝利

税田　夏瑠海 宮崎東高校通信制 ４回戦 濱田　優美 世田谷泉（定） 東京都 ２－３ ４回戦敗退

嘉藤　桃子 宮崎東高校通信制 ２回戦 内山　理紗 荻窪（定） 東京都 ３－２ ２回戦勝利

嘉藤　桃子 宮崎東高校通信制 ３回戦 松尾　美佳 姫路北（定） 兵庫県 １－３ ３回戦敗退

髙橋　真利亜 宮崎東高校通信制 １回戦 小山　有希乃 川﨑市立橘（定） 神奈川県 １－３ １回戦敗退

矢野　こすも 延岡青朋高校通信制 １回戦 小野　紗邪華 ひびき（定） 福岡県 １－３ １回戦敗退

男　子 団　体 １回戦 鳥取県 １－２ １回戦敗退

女　子 団　体 １回戦 静岡県 ０－３ １回戦敗退

吉元　勝彦 都城泉ヶ丘高校定時制 １回戦 竹田　成貴 秀英（定） 神奈川県 ０－２ １回戦敗退

１回戦 佐藤　拓夢 尚志（定） 茨城県 ２－０ ２回戦（初戦）勝利

２回戦 馬場　宏樹 岱志（定） 熊本県 ０－２ ３回戦敗退

１回戦 北川　明香里 平農初声（定） 神奈川県 ２－０ １回戦勝利

２回戦 二宮　理栄 天理（定） 奈良県 ０－２ ２回戦敗退

井上　芽依 宮崎東高校通信制 １回戦 前川　ひかり 金沢中央（定） 石川県 ０－２ １回戦敗退

男　子 団　体 １回戦 東京都 ０－④ １回戦敗退

女　子 団　体 １回戦 富山県 ０－③ １回戦敗退

１回戦 愛知県 ×－○ １回戦敗退

１回戦 新潟県 ×－○ １回戦敗退

１回戦 東京都Ｂ ×－○ １回戦敗退

１回戦 香川県 ×－○ １回戦敗退

１回戦 東京都Ｂ ×－○ １回戦敗退

男　子 個　人

男　子 個　人

女　子 個　人
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２回戦 沖縄県 ４－３ ２回戦（初戦）勝利

３回戦 大阪府 ３－５ ３回戦敗退

鳥取県

延岡青朋高校通信制

宮崎県（宮崎東通信制・延岡青朋定時制）

小湊　優希

中田　美智子

玉澤　文太

深井　ひろか

静岡県

静岡中央高校定時制

宮崎東高校通信制

2

6

那覇工業高校定時制

第６４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

野間口　展裕（延岡青朋高校通信制）

重黒木　玲那（延岡青朋高校通信制）

7 軟式野球（６４回）

男　子 個　人

札幌大通高校定時制

中央高校昼夜間単位制高校

阪神昆陽高校定時制

尚志高校通信制

男　　　子

宮崎東高校通信制 学悠館高校定時制

米子東高校定時制

都城泉ヶ丘高校定時制

平成２９年度　　全国高等学校定時制・通信制体育大会

山梨中央高校定時制

校名（団体名）又は氏名 対　戦　相　手

学悠館高校定時制

区　　　分

男　　子 宮崎東高校通信制

荻窪高校定時制

バスケットボ－ル1

女　　　子 延岡青朋高校定時制 雄峰高校定時制

5 柔道（４８回）

青木　武士（宮崎工業高校定時制）

片山　涼太（宮崎工業高校定時制）

前畑　槙之介（宮崎工業高校定時制）　

後藤　瑞稀（延岡青朋高校通信制）

宮崎県（宮崎東通信制・延岡青朋通信制）

男　子 個　人

河野　明菜（宮崎東高校通信制）

女　子 個　人

剣道（４８回）

宮崎県（延岡青朋定時制）

宮崎県（宮崎工業高校定時制）

西　紀咲 都城泉ヶ丘高校定時制

4

バドミントン
（第１９回）

団　体男　子

卓　球
（５０回）

女子 個　人

3

女　子 団　体

バレーボール

団　体

桃山高校通信制

男　子 個　人

川﨑　慎太郎 延岡青朋高校定時制

女　子 個　人

中野　晴希（延岡青朋高校通信制）

航空機欠航のため棄権

航空機欠航のため棄権

航空機欠航のため棄権

東京都Ｂ

富山県

角田　公平


