
平成３０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

柳田　慶介 (延岡商業)

永山　遼真 (宮崎西) ４８位（４３．４５０点）落選

日髙　蒼太 (宮崎西) ５２位（３５．１００点）落選

杉田　理聡 (宮崎西) ５４位（３０．５００点）落選

藤田　晴大 (延岡商業) ５６位（２６．９００点）落選

最相　龍紀 (宮崎西) ５７位（２６．０００点）落選

光行　唯菜 (宮崎学園)

赤木　光瑠 (延岡) ３１位（３８．４００点）決勝へ ３３位（３７．０００点）

吉田　真彩 (宮崎日大) ３２位（３７．９００点）決勝へ ４１位（３３．７００点）

中別府　真由 (宮崎学園) ４３位（３２．７５０点）

中別府　莉子 (宮崎学園) ４４位（３１．９５０点）

宮田　愛菜 (宮崎学園)

山口　紗羅 (宮崎日大) ５３位（２７．４５０点）

松本　真貴 (延岡商業) ５４位（２３．１５０点）

森下　真夏 (延岡商業) ５５位（１８．２００点）

長友　快成 (小林秀峰)

中野　辰哉 (小林秀峰)

杉田　桃 (鵬翔)

木幡　未奈美 (都城西)

５０ｍ自由形 福島　彰悟 (宮崎北) ２４．７４　６位

２００ｍ自由形 矢野　鉄平 (宮崎日大) １：５８．２５　８位

１００ｍ平泳ぎ 吉田　拓斗 (都城農業) １：０４．４３　３位 ３位　IH出場

２００ｍ平泳ぎ 吉田　拓斗 (都城農業) ２：１６．１１　２位 ２位　IH出場

２００ｍ平泳ぎ 立山　峻 (佐土原) ２：１９．３０　８位 IH出場

２００ｍ個人メドレー 黒木　駿 (宮崎日大) ２：１３．６０　９位

２００ｍ個人メドレー 川崎　廉生 (宮崎工業) ２：１６．１４　１０位

１００ｍ自由形 時松　桃花 (宮崎商業) １：００．１３　６位

２００ｍ自由形 時松　桃花 (宮崎商業) ２：１０．４８　７位

１００ｍ背泳ぎ 児玉　沙由 (宮崎商業) １：０６．９９　７位

２００ｍ個人メドレー 待鳥　早紀 (宮崎日大) ２：２７．８８　８位

４００ｍ個人メドレー 待鳥　早紀 (宮崎日大) ５：０５．０６　７位 県新記録　IH出場

松下　幸也 (宮崎商業) ３－０勝　寺﨑（佐賀：鳥栖） ０－３負　近藤（大分：明豊）

德村　優汰 (宮崎商業) ３－０勝　伊沢（沖縄：宮古） ３－０勝　西（熊本：慶誠） ３－２勝　中村（大分：明豊） ０－３負　刘　念 ３位

刘　念 (日南学園) ３－０勝　呂（長崎：瓊浦） ３－０勝　川崎（沖縄：コザ） ３－０勝　阿部（福岡：希望が丘） ３－０勝　德村　優汰 ３－１勝　近藤（大分：明豊） １位

喜多　涼一 (日南学園) ０－３負　岩間（大分：明豊）

溝口　健太郎 (日南学園) ３－０勝　近藤（福岡：希望が丘） ３－０勝　下田（熊本：開新） １－３負　北原（長崎：瓊浦）

多武　玲帆 (日南学園) ３－０勝　逆瀬川（福岡：中村学園女子） ２－３負　中園（長崎：長崎女子商）

池田　三紗 (日南学園) ３－１勝　小正（鹿児島：鹿児島城西） ３－２勝　髙橋（大分：明豊） ３－１勝　石崎（熊本：開新） ３－０勝　榎谷（鹿児島：鹿児島城西） ０－３負　永道（福岡：希望が丘） ２位

山口　結愛 (日南学園) ３－１勝　江上（熊本：開新） 2月3日

岩切　蛍 (宮崎商業)

高田　露 (日南学園)

刘・喜多 (日南学園) ３－０勝　井前・緒方（鹿児島：鹿児島工業） ３－０勝　仲宗根・宇久田（沖縄：コザ） ２－３負　吉田・阿部（福岡：希望が丘）

浦口健・浦口耕 (日南学園) 棄権

松下・德村 (宮崎商業) ３－０勝　池田・槇尾（佐賀：敬徳） ３－２勝　芦澤・立麻（大分：明豊） ３－２勝　米倉・泊（福岡：希望が丘） ３－２勝　中村・岩間（大分：明豊） ０－３負　吉田・阿部（福岡：希望が丘） ２位

増田・片平 (都城商業) １－３負　北原・呂（長崎：瓊浦）

多武・池田 (日南学園) ３－０勝　赤木・毎熊（長崎：長崎女子商） ３－２勝　小正・岩崎（鹿児島：鹿児島城西） ０－３負　杉本・山本（福岡：希望が丘）

中村・邵 (日南学園) １－３負　永道・稲吉（福岡：希望が丘）

花木・山口 (日南学園) ３－１勝　江上・平野（熊本・開新） ２－３負　冨田・山本（長崎：鎮西学院）

岩切・百武 (宮崎商業) ３－０勝　髙江洲・泉川（沖縄：コザ） １－３負　浦・山鹿（長崎：長崎女子商）

坂本・下村 (延岡学園) ４－０勝　姫野・秦（大分商業） ４－０勝　冨田・座波（沖縄：那覇西） ３－４負　中村・亀丸（熊本：文徳）

西岡・海田 (都城商業) ４－０勝　一法師・山本（大分商業） ４－３勝　城間・宮城（沖縄：南風原） ２－４負　亀井・佐伯（鹿児島）

桝田・鴇 (都城商業) ４－３勝　森田・甲斐（大分商業） ４－３勝　北島・前川（佐賀：塩工・嬉野） ０－４負　富松・山口（東福岡）

林・下原 (都城商業) ４－２勝　藤野・河野（大分） ４－３勝　西銘・久手堅（沖縄：那覇西） ３－４負　柏・東郷（鹿児島商業）

田中・諌山 (都城商業) ４－０勝　喜屋武・国吉（沖縄：南風原） ４－１勝　境・霍田（熊本工業） ４－２勝　重松・平山（佐賀工業） ４－１勝　安藤・日高（延岡学園） ２－４負　西本・森田（都城商業） ３位

安藤・日高 (延岡学園) ４－３勝　諸見里・宮平（沖縄：知念） ４－２勝　梅村・林田（福岡：大牟田） ４－０勝　古道・砂森（鹿児島） １－４負　田中・諌山（都城商業）

西本・森田 (都城商業) ４－０勝　大城・島袋（沖縄：名護） ４－１勝　中川・川原（佐賀：鹿島） ４－０勝　森本・田上（熊本：ルーテル学院） ４－０勝　山田・稲福（沖縄：那覇西） ４－２勝　田中・諌山（都城商業） ３－４負　亀井・佐伯（鹿児島）　 ２位

松田・坂下 (延岡学園) １－４負　山田・稲富（沖縄：那覇西）

惣島・小橋 (延岡学園) １－４負　大森・渡邉（大分：明豊）

川崎・水野 (宮崎商業) １－４負　廣末・河野（大分商業）

片平・山田 (日南学園) ４－０勝　東・篠浦（熊本工業） ４－１勝　橋本・池上（福岡：誠修） ２－４負　後藤・藤澤（大分商業）

井上・安田 (延岡学園) ０－４負　岩﨑凜・岩﨑琉（熊本：尚絅）

松尾・安田 (宮崎商業) １－４負　岡田・石野（福岡：中村学園女子）

戸田・日高 (延岡学園) ４－３勝　一丸・渡邊（福岡：青豊） ３－４負　森・竹之下（鹿児島女子）

松尾・一倉 (延岡学園) ４－０勝　儀武・仲里（沖縄：名護） １－４負　服部・辻（長崎：大村）

大根田・黒木 (都城東) ２－４負　嵩原・知念（沖縄：那覇西）

競泳
(決勝進出者)

7 ソフトテニス 宮崎 7/14～15

男

女

熊本 7/14～16

男

6 卓球 鹿児島 6/23～24

男

3

女

男

女

2

体操 鹿児島 6/29～7/1 個人総合

女

男

新体操 鹿児島 6/8～10

女

個人

３２位（６２．７５０点）

５位(２９．４２５点)

２２位（４０．８５０点）

４６位（３０．４５０点）

６位(２８．５５０点)

１４位(１４．９００点)

１６位(１１．４５０点)

シングルス

ダブルス

個人総合

男

女



末吉　鼓太朗 (宮崎日大) １－８負　小川（福岡：柳川）

髙妻　虎太郎 (日向学院) ２－８負　片山（福岡：柳川）

有田　奏 (佐土原) ０－８負　辻（鹿児島：鹿児島実業）

森　大輝 (佐土原) ５－８負　八郷（鹿児島：鳳凰）

坂本　陽菜 (宮崎日大) ８－２勝　中村（長崎：九州文化） ８－０勝　松本（熊本：熊本学園大付） ８－１勝　髙岡（沖縄：沖縄尚学） ８－４勝　牛尾（長崎：九州文化） ８－４勝　草野（福岡：柳川） １位

荒武　芽菜 (宮崎商業) ８－５勝　吉村（福岡：柳川） ８－５勝　空久保（鹿児島：鳳凰） ８－４勝　元山（鹿児島：鳳凰） １－８負　草野（福岡：柳川） ３位

済陽　笑美花 (宮崎商業) ５－８負　髙岡（沖縄：沖縄尚学）

矢野　有紗美 (日向学院) ５－８負　元山（鹿児島：鳳凰）

末吉・外山 (宮崎日大) ２－８負　中屋敷・金城（沖縄：沖縄尚学）

本田・有田 (佐土原) ３－８負　梶原・廣島（福岡：折尾愛真）

荒武・渡辺 (宮崎商業) ５－８負　中村・古賀（佐賀：致遠館）

坂本・山根 (宮崎日大) ２－８負　本田・枡富（長崎：九州文化）

５３ｋｇ級 中馬　海智也 (佐土原) スナッチ６２㎏・ジャーク７７㎏ トータル（139kg）…5位

中武　涼 (小林) スナッチ９１㎏・ジャーク１００㎏ トータル（191kg）…１位 １位

小原　拓美 (小林秀峰) スナッチ５８㎏・ジャーク７０㎏ トータル（128kg）…17位

黒木　岳土 (佐土原) スナッチ６７㎏・ジャーク８２㎏ トータル（149kg）…10位

久留木　匠 (小林秀峰) スナッチ６４㎏・ジャーク８１㎏ トータル（145kg）…12位

徳永　真大 (小林) スナッチ７５㎏・ジャーク８６㎏ トータル（161kg）…9位

田畑　圭祐 (小林秀峰) スナッチ９８㎏・ジャーク１１９㎏ トータル（217kg）…4位 ４位

河野　陽太 (小林) スナッチ７０㎏・ジャーク９０㎏ トータル（160kg）…11位

二日市　紫音 (小林) スナッチ１０４㎏・ジャーク１２５㎏ トータル（229kg）…2位 ２位

藺牟田　宵響 (小林秀峰) スナッチ４５㎏・ジャーク４５㎏ トータル（90kg）…14位

８５ｋｇ級 大下　誠也 (小林) スナッチ１００㎏・ジャーク０㎏ トータル（０㎏）

９４ｋｇ級 池島　旺我 (小林秀峰) スナッチ１００㎏・ジャーク１１３㎏ トータル（213kg）…4位 ４位

瀬ノ口　巧 (福島) Ｔフォール勝　盛(鹿児島：樟南） Ｔフォール勝　大塚(福岡：築上西) 判定勝　中尾(熊本：玉名工業） 判定負　鈴木(大分：日本文理大附） ２位

中石　皓大 (都城西) Ｔフォール負　鈴木(大分：日本文理大附)

中村　真広 (福島) Ｔフォール勝　大濱(大分：日本文理大附） Ｔフォール負　内野(長崎：島原)

金谷　大輝 (宮崎工業) 判定負　深水(大分：日本文理大附)

一政　颯兵 (宮崎日大) Ｔフォール勝　椎葉(熊本：玉名工業） 判定負　須田（佐賀：鳥栖工業）

仮谷　宝 (日向学院) フォール負　上田(熊本：玉名工業)

岩元　祥吾 (宮崎日大) Ｔフォール勝　西田(鹿児島：樟南) 判定勝　中村（福岡：三井） Tフォール負　大野(熊本：玉名工) ３位

湯地　慎悟 (宮崎工業) Ｔフォール負　西(鹿児島：鹿屋中央)

川口　英三郎 (日南振徳) 不戦勝 Ｔフォール負　諏訪間（佐賀：鳥栖工業)

川﨑　隆弥 (福島) 判定負　浅香（大分：日本文理大附）

川崎　健聖 (宮崎日大) フォール勝　佐々木（福岡：小倉商業） Ｔフォール負　吉村（鹿児島：鹿屋中央）

熊給　拓人 (福島) フォール負　荒木(熊本：玉名工業)

飯沼　啓将 (日向学院) 判定負　東（鹿児島：鹿児島中央）

畑中　佑斗 (宮崎工業) フォール負　竹村(長崎：大村工業)

川﨑　大輝 (福島) フォール勝　濱﨑(福岡：遠賀) フォール勝　田中(佐賀：鳥栖工業） 判定負　重松（鹿児島：鹿屋中央） ３位

渡邉　荘陽 (日向学院) フォール勝　入口(長崎：大村工業) フォール負　青木(熊本：玉名工業)

田原　優花 (宮崎農業) Ｔフォール負　平川(福岡：三井)

椎葉　祐己 (佐土原) Ｔフォール負　亀川(沖縄：南風原)

柚木﨑　美加 (宮崎農業) フォール負　真栄田(沖縄：北部農林)

井料田　朱那 (日向学院) フォール負　井上(熊本：北稜)

栗野　聖 (宮崎日大) フォール負　櫻井（佐賀：鳥栖工業）

岩村　凜音 (福島) 判定負　瀧川（大分：日本文理大附）

５７ｋｇ級 黒木　美帆 (日向学院) Ｔフォール負　橋本（大分：日本文理大附） Ｔフォール勝　具志堅（沖縄：北部農林） Ｔフォール負　山路（鹿児島：樟南） ３位

６２ｋｇ級 多田　まどか (福島) フォール負　中田（鹿児島：樟南） フォール負　小石（福岡：小倉商業）

５６ｋｇ級

７１ｋｇ級

８０ｋｇ級

１２５ｋｇ級

９２ｋｇ級

５１ｋｇ級

15 レスリング 沖縄 6/16～17

５３ｋｇ級

13 ウエイトリフティン
グ

大分 6/16～17 男

６９ｋｇ級

７７ｋｇ級

６２ｋｇ級

8 テニス 長崎 6/16～18

男

シングルス

女

男

ダブルス

女

男

５５ｋｇ級

６０ｋｇ級

６５ｋｇ級

５０ｋｇ級

４７ｋｇ級

女



橋本陸 (延岡学園) １本負　武田(鹿児島：鹿児島情報)

川村紘功 (小林西) １本負　田中(福岡：東海大福岡)

下城　直生 (宮崎日大) １本負　新川(沖縄：豊見城南)

大久保竜之介 (延岡学園) １本負　吉岡(熊本：鎮西)

馬塲　柔剛 (宮崎日大) 優勢負　岩瀬（佐賀：佐賀商業）

染矢　兼玖 (宮崎日大) １本負　田中（福岡：大牟田）

白波　大喜 (宮崎日大) １本勝　溝口（鹿児島：鹿児島情報） １本負　赤星（熊本：九州学院）

久保田　大樹 (延岡学園) １本負　山本（長崎：五島）

戸高　淳之介 (延岡学園) 優勢勝　岩本（佐賀：佐賀商業） ＧＳ優勢負　三浦（長崎：長崎日大）

中村　洸晟 (宮崎日大) １本負　田中（鹿児島：鹿児島情報）

中西　隆翔 (延岡学園) １本勝　岩本（佐賀：佐賀商業） １本負　中西（福岡：福大大濠）

宮崎　雅大 (宮崎日大) １本負　橋口（佐賀：佐賀工業）

岩佐　哲汰 (延岡学園) １本負　辻（佐賀：佐賀工業）

山内　大輔 (宮崎日大) １本負　久保田（福岡：大牟田）

福田　実子 (宮崎日大) ＧＳ優勢負け　宮本（熊本：専大玉名）

鳥居　歩 (鵬翔) １本負　吉本（佐賀：佐賀工業）

酒井　怜奈 (鵬翔) １本勝　竹中（大分：国東） １本負　佐々（熊本：熊本西）

白石　夏海 (宮崎日大) １本負　村上（大分：柳ヶ浦）

小野　亜莉紗 (宮崎日大) ＧＳ１本勝　山添（沖縄：沖縄尚学） ＧＳ１本負　三﨑（鹿児島南）

猿渡　かおる (宮崎日大) １本勝　高祖（佐賀：佐賀商業） １本負　満重（鹿児島：国分中央）

甲斐　月子 (宮崎日大) １本勝　渕上（佐賀：佐賀西） １本負　岡村（長崎：五島）

川野　柚季 (小林西) １本負　庄野（佐賀：佐賀工業）

阪元　和香奈 (宮崎日大) ＧＳ優勢負　工藤（大分：柳ヶ浦）

油谷　京華 (小林西) １本負　高木（福岡：嘉穂）

宮脇　愛美 (延岡工業) １本負　渡邉（熊本：熊本西）

那須　百合花 (日章学園) １本負　酒井（熊本：九州学院）

横山　陽華 (日章学園) １本負　松澤（福岡：敬愛）

大寺　歓奈 (鵬翔) １本負　野地川（福岡：敬愛）

中島　慎平 (宮崎北) ０－１負　中尾（大分：明豊）

原田　寛弥 (宮崎日大) １－０勝　宮本（熊本：済々黌） ０－１負　内村（福岡第一）

池田　大晃 (宮崎北) ２－１勝　楠本（長崎：西陵） １－０勝　小栁（佐賀：唐津東） ０－１負　上（鹿児島商業）

東　隼希 (高千穂) ０－１負　堤（大分：明豊）

山下　侑輝 (宮崎日大) ０－２負　大島（長崎：佐世保北）

谷口　琢真 (高千穂) ０－１負　木島（福岡：福大大濠）

三浦　航大 (宮崎北) １－０勝　野口（鹿児島：錦江湾） ０－１負　武蔵（大分：明豊）

茂田　陸斗 (鵬翔) ０－１負　中山（福岡：東福岡）

川平　友梨 (高鍋) ０－１負　諸岡（福岡：中村学園女子）

池田　仁美 (日章学園) ０－１負　庄島（佐賀：白石）

甲斐　陽 (鵬翔) ０－１負　仲宗根（沖縄：小禄）

金丸　蘭 (都城) ２－０勝　山中（長崎：海星） １－０勝　福田（佐賀：龍谷） ０－１負　倉ノ下（福岡：八女）

日髙　礼乃 (鵬翔) ０－１負　木下（長崎北）

比良元　梨央 (日章学園) ０－１負　脇田（鹿児島：樟南）

野田　あゆか (鵬翔) １－０勝　師藤（大分舞鶴） ２－０勝　大城（沖縄：興南） ２－１勝　山口（長崎：島原） １－０勝　松岡（福岡：折尾愛真） ０－１負　妹尾（福岡：中村学園女子）

久米田　彩花 (高鍋) ０－１負　松岡（福岡：折尾愛真）

郡　堅二郎 (延岡学園) １２射１０中　５位

知久　佑希 (宮崎南) １２射１０中　５位

中村　麻宏 (妻) １２射　９中　８位

大本　康平 (宮崎工業) １２射　９中　８位

川路　悠喜 (都城農業) １２射　５中　３３位　落選

杉尾　穂乃香 (妻) １２射１０中　１位

柚之原　菜々 (都城工業) １２射　６中　１４位　落選

甲斐　愛理 (延岡商業) １２射　６中　１４位　落選

黒木　花恋 (宮崎北) １２射　５中　２０位　落選

壹岐　美咲 (飯野) １２射　３中　３６位　落選

100kg以上

7/8 男

18

相撲19

無差別級

決勝　射詰め１７人　２位

決勝　射詰め１７人　５位

決勝　射詰め１７人　５位

決勝　射詰め１７人　９位

沖縄

16

17 剣道 大分 7/7～8

男

女

９０ｋｇ級

６０ｋｇ級

６６ｋｇ級

７３ｋｇ級

７０ｋｇ級

柔道

１００ｋｇ超級

6/16～17鹿児島

１００ｋｇ級

個人

女

弓道 沖縄 7/7～8

男

５２ｋｇ級

７８ｋｇ超級

女

80kg未満

80㎏～100㎏未満

５７ｋｇ級

６３ｋｇ級

個人

７８ｋｇ級

決勝　射詰め　８人　４位

４８ｋｇ級

男８１ｋｇ級



小川　翔悟 (日章学園) 2-0勝　坂村（福岡：自由ヶ丘） 2-0勝　永渕（長崎：瓊浦） 1-2負　江藤（熊本：八代東）

樋口　太一 (日章学園) 2-0勝　山野邉（佐賀：唐津南） 2-0勝　金城（沖縄：那覇） 2-0勝　中村（長崎：瓊浦） 0-2負　田中（熊本：八代東） ３位

江藤　拓磨 (日章学園) 2-0勝　東（佐賀：唐津南） 0-2負　滝口（長崎：瓊浦）

甲斐　雅章 (日章学園) 2-1勝　石橋（福岡：九州国際大付） 0-2負　中島（長崎：瓊浦）

谷川　綾 (聖心ウルスラ) 2-0勝　前田（沖縄：南風原） 1-2負　目野（福岡：福岡常葉）

宮崎　愛弓 (宮崎商業) 2-0勝　小川（長崎：諫早商業） 1-2負　小西（福岡：九州国際大付）

山﨑　悠理香 (聖心ウルスラ) 2-0勝　青野（鹿児島：鹿児島女子） 0-2負　芳賀（佐賀：佐賀女子）

三嶋　菜桜 (聖心ウルスラ) 0-2負　小方（長崎：諫早商業）

小川翔・樋口太 (日章学園) 2-0勝　後藤・井上(大分：別府鶴見丘) 2-0勝　阿久根・肥田木(福岡：九州国際大付) 2-1勝　髙木・田中（熊本：八代東） 0-2負　中島・杉本（長崎：瓊浦） ３位

江藤・三浦 (日章学園) 2-0勝　中村・東（佐賀：唐津南） 1-2負　石橋・吉松(福岡：九州国際大付)

小川航・樋口稜 (日章学園) 2-1勝　壇・靏野（福岡：自由ヶ丘） 2-0勝　堀・髙橋（大分：別府鶴見丘） 2-1勝　滝口・山田（長崎：瓊浦） 0-2負　川原・江藤（熊本：八代東） ３位

甲斐・伊東 (日章学園) 1-2負　廣瀬・祢占（鹿児島：鹿児島商業）

谷川・山﨑 (聖心ウルスラ) 2-1勝　青柳・岡（福岡：福岡常葉） 2-1　井上・大津留（佐賀：佐賀女子） 2-0勝　江藤・堀内（熊本：熊本中央） 0-2負　小西・田島（福岡：九州国際大付） ３位

河野・宮崎 (宮崎商業) 1-2負　中島・西岡（長崎：諫早商業）

三嶋・白木 (聖心ウルスラ) 0-2負　久保田・中野（鹿児島：鹿児島女子）

二宮・小玉 (日章学園) 0-2負　後藤・山田（鹿児島：鹿児島女子）

我那覇　龍之介 (宮崎海洋) ０－８負　西（東福岡）

橋口　怜太 (宮崎第一) ４－０勝　大嶋（大分南） ０－０判定勝　池田（福岡：真颯館） １－０勝　竹田（熊本：文徳） ２－５負　西（東福岡）

八頭司　恭仁 (宮崎第一) ８－０勝　文岡（鹿児島：大島） ８－１勝　田﨑（福岡：博多） ７－０勝　田村（熊本：芦北） ２－０勝　當山（沖縄：浦添） １－２負　西（東福岡）

橋口　翔 (日章学園) ０－５負　中島（長崎：瓊浦）

齋藤　航 (宮崎工業) ０－８負　島袋（沖縄：前原）

浜砂　昭仁 (宮崎第一) ９－３勝　角（鹿児島城西） ３－０勝　帯屋（熊本：九州学院） ９－１勝　橋本（福岡：九産大九州） ２－０勝　萩尾（鹿児島城西） ３－３勝選手　上野（東福岡） ０－０判定勝　西（東福岡） １位

宮元　勇伍 (日南学園) ０－４負　杠（佐賀東）

南　瑠海　 (宮崎第一) ２－０勝　中松（熊本：文徳） １－４負　上野（東福岡）

宮元　健斗 (日南学園) ０－５負　太田（東福岡）

八頭寺　恭仁 (宮崎第一) ５－０勝　前田（佐賀東） ２－３負　土肥（長崎：佐世保北）

谷口　大玖 (日南学園) ０－５負　八明（大分：中津南）

天本　菜月 (宮崎第一) １－０勝　白濱（福岡：九産大九州） ５－０勝　白濵（長崎日大） ２－４負　佐藤（熊本：開新）

河野　巴美 (日章学園) ０－８負　黒島（沖縄：首里）

甲斐　麻菜美 (延岡商業) ０－８負　奥平（鹿児島：明桜館）

井上　詩那 (宮崎第一) ５－０勝　杉安（大分：杵築） ５－０勝　角川（福岡：博多） ５－９負　池部（熊本：九州学院）

中田　千夏 (富島) ０－６負　橋口（長崎：瓊浦）

平野　きらら (宮崎第一) ６－０勝　脇田（鹿児島南） １－２負　嘉数（沖縄尚学）

川原　未羽 (宮崎第一) ７－０勝　西山（熊本：九州学院） ８－０勝　明吉（福岡：筑紫女学園） ５－５勝先取　永池（鹿児島城西） ９－１勝　瀬﨑（長崎：佐世保北） １－２負　串間（福岡：博多） ３位

椎原　夢翔 (延岡商業) ４－４勝先取　古賀（佐賀：鳥栖商業） １－３負　鬼塚（熊本：芦北）

桐明　三緒 (宮崎第一) ３－２勝　寺川（熊本：九州学院） ０－５負　盛田（長崎：佐世保東翔）

中村　友香 (宮崎第一) ５－０勝　今村（鹿児島：甲南） ５－０勝　瀬戸口（佐賀：唐津西） ０－５負　當間（沖縄：浦添）

佐藤　美空 (都城泉ヶ丘) ０－５負　盛田（長崎：佐世保東翔）

大島　寿永 (妻) １次予選２位：準決勝へ 荒天中止予選タイムで２位 ２位

橋口　拓未 (宮崎商業) １次予選１位：準決勝へ 荒天中止予選タイムで３位

長友・今井 (高鍋) １次予選３位：敗者復活戦へ 荒天中止予選タイムで１３位

壹岐・金子 (妻) １次予選３位：敗者復活戦へ 荒天中止予選タイムで１１位

小牟田・甲斐・徳山・冠地・長友 １次予選４位：敗者復活戦へ 荒天中止予選タイムで１１位

木脇・田嶋・橋口・杉田・濵砂 １次予選４位：敗者復活戦へ 荒天中止予選タイムで１３位

沼口　明日香 (宮崎北) １次予選１位：準決勝へ 荒天中止予選タイムで１位 １位

黒木　柚花 (高鍋) １次予選１位：準決勝へ 荒天中止予選タイムで２位 ２位

齋藤・坂本 (妻) １次予選２位：準決勝へ 荒天中止予選タイムで８位

北村・島埜内 (高鍋) １次予選３位：敗者復活戦へ 荒天中止予選タイムで６位

木脇・田嶋・橋口・杉田・濵砂 (妻) １次予選３位：敗者復活戦へ 荒天中止予選タイムで９位

小牟田・甲斐・徳山・冠地・長友 (高鍋) １次予選２位：準決勝へ 荒天中止予選タイムで７位

甲斐　智貴 (宮崎南) 予選２１位　敗退

杉野　照瑛 (宮崎南) 予選２６位　敗退

寺原　綾佑 (本庄) 予選３１位　敗退

甲斐智貴 (宮崎南) 予選１１位　敗退

稲倉　宗暉 (宮崎南) 予選１３位　敗退

杉野　照瑛 (宮崎南) 予選　８位　決勝トーナメントへ　 ６－１５負　永田（鹿児島南）

竹之内　太一 (宮崎南) 予選１１位　敗退

緒方　優姫 (宮崎南) 予選１０位　決勝トーナメントへ ５－１５負　佐野（鹿児島南）

田島　莉子 (本庄) 予選２７位　敗退

石三　彩香 (宮崎南) 予選２８位　敗退

河野　七葵咲 (本庄) 予選３１位　敗退

石三　彩香 (宮崎南) 予選７位　決勝トーナメントへ １４－１５負　中村（福岡：玄界）

緒方　優姫 (宮崎南) 予選１１位　敗退

田島　莉子 (本庄) 予選１５位　敗退

米満　海真珠 (本庄) 予選１６位　敗退

黑木・中村・深江・中村 (日南振徳)

中嶋・田中・河野・長友 (宮崎海洋) １２位

山下　和希 (日南振徳) ７位

橋本　幸永 (宮崎海洋) １７位

女シングルハンダー級 鈴木　杏依子 (日南振徳) １位 １位

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

かじ付フォア

25 ヨット 宮崎

４２０級

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

24

6/15～17

８位

シングルハンダー級

フェンシング 福岡 7/7～8

男

フルーレ

エペ

エペ

サーブル

フルーレ

女

23 ボート 宮崎 6/15～17

男

女

22 空手道 沖縄 7/7～8

男

個人組手

個人形

女

個人組手

個人形

20 バドミントン 佐賀 6/16～18

男

シングル

女

男

男

ダブルス

女

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ



高佐龍太郎 (都城工業)

渡邊悠晴 (都城工業) 決勝１９位

郡俊介 (宮崎農業) 決勝１４位

今城翔 (宮崎農業) 決勝１５位

島村飛来 (延岡学園) 決勝１８位

加藤凱也 (都城工業)

谷川侑汰 (都城工業)

出ッ所明乃丞 (延岡学園)

島村飛来 (延岡学園) 予選２１位　予選敗退

郡　俊介 (宮崎農業) 予選２２位　予選敗退

田中大翔 (宮崎農業) 出場なし

チーム・パーシュート 決勝４位 ４位

決勝９位

決勝１０位

決勝１１位

岩永　渓 (都城工業) 決勝５位

前畠怜哉 (都城工業) 決勝１３位

畑中世界 (都城工業) 予選４位　　敗者復活戦へ 敗者復活戦　　敗退

中村俊介 (都城工業) 予選５位　　敗者復活戦へ 敗者復活戦　　敗退

出ッ所明乃丞 (延岡学園) 予選１位　　２回戦戦へ ２回戦３位　決勝へ 決勝　６位

中武大地 (妻) 予選５位　　敗者復活戦へ 敗者復活戦　　敗退

田中大翔 (宮崎農業) ＤＮＳ

中村俊介 (都城工業) 予選１０位　敗退

吉川尚希 (都城工業) 予選８位　　決勝へ 決勝　１５位

松田郁人 (延岡学園) 予選１２位　敗退

金子英介 (延岡学園) 予選１３位　敗退

山本甚太 (宮崎農業) 予選１５位　敗退

加藤凱也 (都城工業) 予選敗退

中島大瑚 (都城工業) 予選敗退

牧野泰河 (延岡学園) 予選敗退

松田郁人 (延岡学園) 予選敗退

今城翔 (宮崎農業) 予選敗退

前畠怜哉 (都城工業) 予選１０位　敗退

岩永渓 (都城工業) 予選５位　　決勝へ 決勝　８位

金子英介 (延岡学園) ＤＮＦ

木下皓介 (延岡学園) ＤＮＦ

山本甚太 (宮崎農業) ＤＮＦ

中武大地 (妻) ＤＮＦ

加藤　凱也 (都城工業) １６位

岩永　渓 (都城工業) ２８位

前畠怜哉 (都城工業) ３３位

吉川尚希 (都城工業) ３９位

高佐龍太郎 (都城工業) ４５位

中島大瑚 (都城工業) ５７位

中村俊介 (都城工業) ＤＮＦ

竹内流星 (都城工業) ＤＮＦ

出ッ所明乃丞 (延岡学園) ＤＮＦ

金子英介 (延岡学園) ＤＮＦ

松田郁人 (延岡学園) ＤＮＦ

牧野泰河 (延岡学園) ＤＮＦ

島村飛来 (延岡学園) ＤＮＦ

木下皓介 (延岡学園) ＤＮＦ

山本甚太 (宮崎農業) ＤＮＦ

今城翔 (宮崎農業) ＤＮＦ

田中大翔 (宮崎農業) ＤＮＳ

中武大地 (妻) ３７位

岩元杏奈 (都城工業) 決勝２位 ２位

平部莉彩 (都城工業) 決勝９位

國分咲来 (都城工業) 決勝１７位

岩元杏奈 (都城工業) 決勝２位 ２位

平部莉彩 (都城工業) 決勝１４位

國分咲来 (都城工業) 決勝１８位

ケイリン 平部莉彩 (都城工業) 予選３位　　決勝へ 決勝　６位

岩元杏奈 (都城工業) 決勝２位 ２位

國分咲来 (都城工業) ＤＮＦ

岩元杏奈 (都城工業) 決勝７位

平部莉彩 (都城工業) ＤＮＦ

國分咲来 (都城工業) ＤＮＦ

チームスプリント 決勝２位 ２位

個人ロード

個人ロードレース

スクラッチ

５００Mタイムトライアル

自転車 福岡 6/15～18

4km速度競走

延岡学園（出ッ所・松田・島村・金子・牧野・木下）

都城工業（中村・谷川・吉川・竹内・渡邊）

予選５位　　→　　１／８決勝　５組　　→　　１／４決勝　　→　５－８位決定戦　６位　

予選１３位　→　　１／８決勝　敗退

26

男

チームスプリント

3kmインディヴィ
デュアルパーシュー
ト

スクラッチ

決勝１３位

スプリント

都城工業（岩永・中島・加藤・前畠・畑中・高佐）

宮崎農業（山本・今城・郡・田中）

3kmインディヴィ
デュアルパーシュー
ト

ケイリン

予選１４位　→　　１／８決勝　敗退　

1ｋｍタイムトライ
アル

ポイントレース

女

都城工業（岩元・平部・國分）



ピン級 田端佑元 (日章学園) 判定勝　南里(大分：鶴崎工) 判定勝　砂川(沖縄：那覇工業) 判定負　荒竹(鹿児島：鹿屋工業) ２位

ライトフライ級 清水翔真 (日章学園) 判定負　河本(福岡：東福岡)

フライ級 川野蓮斗 (日章学園) 判定勝　豊永(熊本：開新) 判定勝　興座(沖縄：豊見城) 判定負　野上(佐賀：杵島商) ２位

バンタム級 西山潮音 (日章学園) RSC勝　豊村(鹿児島：鹿児島工) 判定勝　河邉(福岡：豊国学園) RSC勝　河合(熊本：東海大星翔) １位

ライト級 堤龍之介 (日章学園) 判定勝　宮原(佐賀：高志館) 判定勝　祝(福岡：豊国学園) 判定負　竹見(熊本：東海大星翔) １位

ライトウエルター級 脇田夢叶 (日章学園) RSC勝　川西(長崎：長崎東) 判定勝　内村(鹿児島：鹿屋工業) 判定勝　松本(佐賀：高志館) １位

ウエルター級 橋口慎平 (日章学園) ABD勝　金納(熊本：開新) 判定負　伊藤(鶴崎工業) ３位

ミドル級 時吉樹 (日章学園) ABD勝　蒲池(福岡：糸島農業) RSC負　野上(長崎：鹿町工業) ３位

ピン級 下野園響 (日章学園) 判定勝　脇山(福岡：博多) 判定勝　浦添(沖縄：昭和薬科附属) 判定勝　本田(熊本：東海大星翔)

ライトフライ級 三浦正也 (日章学園) 判定負　上野(熊本：開新)

フライ級 野口京太朗 (日章学園) 判定負　比嘉(沖縄：宜野湾)

ライト級 大谷謄磨 (日章学園) 判定勝　柴下(大分：大分工) 判定勝　宮里(沖縄：未来沖縄) 判定負　佐伯(熊本：城北)

ウエルター級 松野晃汰 (日章学園) 判定負　大﨑(大分：大分工) 判定負　堀内(福岡：東福岡)

ミドル級 木津健吾 (日章学園) ABD勝　山内(沖縄：宮古工) RSC負　松本(熊本：東海大星翔)

ピン級 堀宝水 (日章学園) 判定勝　髙本(長崎：清峰) 判定勝　前田(福岡：筑前) １位

ライトフライ級 奈須海咲 (日章学園) 判定勝　岸本(沖縄：嘉手納) RSC勝　緒方(福岡：大宰府) 判定勝　貞松(佐賀：高志館) １位

フライ級 金澤あかり (日章学園) RSC負　佐藤(熊本：九州学院)

団体 ６位

長谷　春菜 (宮崎大宮) 予選リーグ1位 ２回戦敗退

小野　純平 (宮崎大宮) 予選リーグ1位 ２回戦敗退

岡部理子 (宮崎南) ５敗…落選

安田詩菜 (富島) ４敗…落選

横山芽生 (鵬翔) ４敗…落選

久家・内田 (宮崎南) ０－５負　垣内・小福川（佐賀：佐賀東）

横山・湯地 (鵬翔) ０－５負　山城・安次嶺（沖縄：首里）

組演武(規定) 橋口・村社 (都城工業) ４位(２４６点)

単独演武(規定) 落合　翔 (都城) ６位（２５０点）

川崎　空人 (都城) ７位(２５４点)

多田　一樹 (宮崎海洋) 予選８位（２５２点）落選

組演武(自由) 安藤・村社 (都城工業) ２位(５２４点) ２位

渋田・前田 (都城) ６位(５１３点)

片伯部　ひなた (延岡工業) ２位(２５４点) ２位

深港　麻夢 (都城) ４位（２５１点） ４位

銀島・松田 (延岡工業) １位(５２５点) １位

海老原・川崎 (都城) ４位(５１６点) ４位

立元　日香里 (都城西) ３位(２６０点) ３位

永田　真唯 (延岡工業) ５位(２５６点)

吉山凛 (宮崎大宮) 予選３位　　準決勝へ ２位　決勝へ ６位

飯牟禮誼樹 (宮崎大宮) 予選４位　　準決勝へ ６位　落選

福別府翔 (宮崎大宮) 予選５位　　準決勝へ ７位　落選

大澤健士郎 (宮崎大宮) 予選６位　　準決勝へ ４位　落選

吉山・飯牟禮 (宮崎大宮) 予選１位　　決勝へ ２位 ２位

大澤・福別府 (宮崎大宮) 予選２位　　準決勝へ ２位　決勝へ ５位

矢野・大田 (宮崎大宮) 予選４位　　準決勝へ ６位　落選

予選１位　　決勝へ ２位 ２位

レーンアウト ５位　落選

石川嵩晴 (宮崎大宮) 予選２位　　決勝へ ５位

増野歩哉 (宮崎工業) 予選３位　　決勝へ １位 １位

津田博翔 (宮崎工業) 予選２位　　決勝へ ８位

インディゴ・マイケル (宮崎大宮) 予選６位　　落選

津田・増野 (宮崎工業) 予選１位　　決勝へ ２位 ２位

石川・荒木 (宮崎大宮) 予選３位　　決勝へ ３位 ３位

飯山・小野 (宮崎大宮) 予選５位　　準決勝へ １位　決勝へ ８位

１位 １位

３位 ３位

大垣柚月 (宮崎商業) 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１位　準決勝へ ２位　決勝へ ３位 ３位

黒木香苗 (宮崎商業) 予選３位　準決勝へ １位　決勝へ ７位

西条花菜 (宮崎大宮) 予選４位　準決勝へ ４位　落選

大垣・樋渡 (宮崎商業) 予選１位　　決勝へ １位 １位

黒木・原田 (宮崎商業) 予選２位　　決勝へ ２位 ２位

矢野・西条 (宮崎大宮) 予選３位　　決勝へ ２位　決勝へ ６位

１位 １位

９位

単独演武(自由)

単独演武（規定）

カナディアンフォア

6/16～17

組演武(自由)

31 カヌー

宮崎商業（村田・長友・圖師・満平）

カヤックペア

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ

宮崎工業（津田・増野・亀長・藤澤）

宮崎大宮（吉山・飯牟禮・福別府・大澤）宮崎大宮（吉山・飯牟禮・福別府・大澤）

宮崎商業（齋藤・濱田・松浦・野田）

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（大垣・樋渡・黒木・原田）

宮崎大宮（石川・荒木・マイケル・飯山）

大分 6/16～17

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

6/17 女

個人試合

個人演技

28

女

単独演武(自由)

福岡

男

Ａ

パ
ー

ト

30 少林寺拳法 宮崎

馬術

29

ボクシング27 熊本

なぎなた

6/15～17

個人

宮崎大宮（田代・小野・長谷）

Ｂ

パ
ー

ト

女


