
No 種　　　目 県　名 結　　果 備　　　考

1 バスケットボ－ル 二回戦 滋賀県 59－70 ２回戦敗退

予選 北海道 ２－０ 決勝トーナメントへ

二回戦 神奈川県 ２－０ ２回戦勝利

準々決勝 兵庫県 ０－２ ベスト８

予選 新潟県 ０－２ 敗者復活戦へ

敗者復活 山梨県 ２－０ 決勝トーナメントへ

一回戦 北海道 ０－２ １回戦敗退

一回戦 長崎県 勝ち １回戦勝利

二回戦 島根県 負け ２回戦敗退

一回戦 鹿児島県 勝ち １回戦勝利

二回戦 千葉県 勝ち ２回戦勝利

三回戦 茨城県 勝ち ３回戦勝利

準々決勝 愛知県 負け ベスト８

一回戦 寺田 道守高校 福井県 勝ち １回戦勝利

二回戦 衛守 近畿情報高校 大阪府 負け ２回戦敗退

矢野　竜聖 宮崎工業高校定時制 一回戦 小林 可部高校 広島県 負け １回戦敗退

一回戦 山口 名西高校 徳島県 勝ち １回戦勝利

二回戦 稲見 三島長陵 静岡県 負け ２回戦敗退

一回戦 岸 学遊館 栃木県 勝ち １回戦勝利

二回戦 北村 鳥栖工業高校 佐賀県 勝ち ２回戦勝利

三回戦 西条 徳島中央高校 徳島県 勝ち ３回戦勝利

四回戦 池田 開陽高校通信制 鹿児島県 負け ４回戦敗退

男　子 団　体 一回戦 徳島県 ０－３ １回戦敗退

女　子 団　体 二回戦 岡山県 ０－３ ２回戦敗退

松田　慎太郎 延岡青朋高校通信制 二回戦 伊藤 新宿山吹高校 東京都 ０－２ ２回戦敗退

山中　翔太 延岡青朋高校通信制 一回戦 高野 角館高校 秋田県 ０－２ １回戦敗退

中塚　華凜 延岡青朋高校通信制 棄権

一回戦 清水 南紀高校 和歌山県 ２－０ １回戦勝利

二回戦 萩原 駿台甲府高校 山梨県 不戦勝 ２回戦勝利

三回戦 岡島 琴ノ浦高校 兵庫県 ２－１ ３回戦勝利

四回戦 藤原 星槎国際高校 神奈川県 ０－２ 四回戦敗退

男　子 団　体 一回戦 宮城県 ０－５ １回戦敗退

一回戦 大分県 ２－１ １回戦勝利

二回戦 富山県 １－１ ２回戦敗退

片山　涼太 宮崎工業高校定時制 一回戦 森 中央国際高校 千葉県 ×－○ １回戦敗退

一回戦 市川 桃山高校 京都府 ○－× １回戦勝利

二回戦 飯村 晃陽学園 茨城県 ×－○ ２回戦敗退

前畑　槙之介 宮崎工業高校定時制 一回戦 舞永 志成館高校 熊本県 ×－○ １回戦敗退

河野　明菜 宮崎東高校通信制 一回戦 大久保 ＹМＣＡ学院 大阪府 ×－○ １回戦敗退

一回戦 塩尻　 烏城高校 岡山県 ○－× １回戦勝利

二回戦 石川 前橋清陵高校 群馬県 ×－○ ２回戦敗退

男　子 団体 予選 ３敗 予選リーグ敗退

一回戦 松本 東日本大附属昌平 福島県 １－０ １回戦勝利

二回戦 一ノ瀬 科学技術学園高校日野 東京都 ０－２ ２回戦敗退

中野　晴希 延岡青朋高校通信制 一回戦 堀部 東濃フロンティア高校 岐阜県 ０－１ １回戦敗退

千手　隆 宮崎東高校通信制 二回戦 澁谷 戸田翔陽高校 埼玉県 ０－１ １回戦敗退

黒江　兼章 宮崎東高校通信制 一回戦 佐藤 横手高校通信制 秋田県 ０－１ １回戦敗退

一回戦 有冨 誠英高校 山口県 ２－０ １回戦勝利

二回戦 坂本 横浜明朋高校 神奈川県 ０－２ ２回戦敗退
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7 軟式野球（６５回） 一回戦 静岡 ６－１６ １回戦敗退

男子 個　人

野間口　展裕 延岡青朋高校通信制

宮崎県

税田　夏瑠海 宮崎東高校通信制

女　子 個　人 重黒木　玲那 延岡青朋高校通信制

女　子 団　体 宮崎県

松本　拓真 宮崎工業高校定時制

松葉　奈緒美

佐倉東高校

翔洋学園通信制

清水　晟斗 宮崎東高校通信制

髙橋　真利亜 宮崎東高校通信制

徳島県

延岡青朋高校定時制・通信制

宮崎県（畑中・有馬・吉元・渡部）

岡山県

茨城県・静岡県・兵庫県

大分県

安城生活福祉高校通信制

宮崎東高校通信制

2

6

キラリ高校通信制

第６５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

男　子 個　人

開陽高校通信制

北海道ニセコ高校

男　　　子 都城泉ヶ丘高校定時制

神崎工業高校

女　　　子 都城泉ヶ丘高校定時制

相模向陽館高校

長岡明徳高校

中央高校

飛鳥未来高校

宍道高校通信制

鳴滝高校通信制

宮崎東高校通信制

平成３０年度　　全国高等学校定時制・通信制体育大会
校名（団体名）又は氏名 対　戦　相　手

綾羽高校

区　　　分

男　　子 宮崎東高校通信制

宮崎県

古川　玲花 延岡青朋高校通信制

5 柔道（４９回） 男　子 個　人

女　子 個　人

富島高校定時制

4

バドミントン
（第２０回）

団　体男　子

卓　球
（５１回）

女子 個　人

3

女　子 団　体

バレーボール

団　体

男　子 個　人

女　子 個　人

宮城県

富山県

剣道（４９回）

宮崎県（玉田・髙見・古川・黒木）


