
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

川﨑　天馬 (延岡商業) ２５位

前野　祐摩 (延岡商業) ３３位

内野　諒大 (宮崎西) ４３位

濱田　紗希 (宮崎日大) １２位

赤木　友紀 (延岡商業) １９位

赤木　光瑠 (延岡) ３５位

佐藤　希海 (延岡商業) ４６位

今村　優菜 (延岡商業) ４７位

福富　愛香 (延岡商業) ４８位

長友　快成 (小林秀峰) ５位

大塚　慎太郎 (小林秀峰) ７位

杉田　桃 (鵬翔)

河原　明日香 (宮崎南)

１００ｍ自由形 矢野　鉄平 (宮崎日大) ９位（52.90）

２００ｍ自由形 矢野　鉄平 (宮崎日大) ８位(1:57.46) ８位

１００ｍ平泳ぎ 吉田　拓斗 (都城農業) ２位（1:03.64) ２位

２００ｍ平泳ぎ 吉田　拓斗 (都城農業) ２位(2:16.27) ２位

４００ｍ個人メドレー 黒木　駿 (宮崎日大) ６位(4:32.61) ６位

５０ｍ自由形 時松　桃花 (宮崎商業) ５位(27.23) ５位

１００ｍ自由形 時松　桃花 (宮崎商業) ５位(59.55) ５位

刘　念 (日南学園) ３－０勝　荒井（希望が丘：福岡） ３－１勝　田原（明豊：大分） ３－０勝　中村（明豊：大分） 優勝

喜多　涼一 (日南学園) ３－１勝　泊（希望が丘：福岡） ０－３負　中村（明豊：大分）

片平　康太 (都城商業) １－３負　大城（慶誠：熊本）

立本　歩夢 (宮崎商業) ０－３負　三谷（敬徳：佐賀）

山下　莉念 (都城商業) ３－２勝　牧山（壇浦：長崎） ０－３負　杉本（希望が丘：福岡）

山口　結愛 (日南学園) ３－０勝　山本（敬徳：佐賀） ３－１勝　江上（開新：熊本） ０－３負　榎谷（鹿児島西：鹿児島） ベスト８

羽田　彩乃 (日南学園) ３－１勝　當銘（那覇：沖縄） ０－３負　新野（明豊：大分）

邵　真容 (日南学園) ０－３負　藤森（希望が丘：福岡）

花木　愛理 (日南学園) ３－０勝　橋口（鹿児島女子：鹿児島） ０－３負　稲吉（希望が丘：福岡）

小野田　萌菜 (都城商業) ３－０勝　篠田（明豊：大分） ３－０勝　知花（普天間：沖縄） ０－３負　安田（鹿児島城西：鹿児島）

刘　念・喜多 (日南学園) ３－０勝　濱田・早尻（慶誠：熊本） ０－３負　宮本・前田（希望が丘：福岡）

片平・藤井 (都城商業) ３－０勝　知念・野原（南風原：沖縄） １－３負　阿部・杉本（希望が丘：福岡）

立本・細川 (宮崎商業) ３－０勝　井前・細川（鹿児島工業：鹿児島） ２－３負　兼島・砂川〈宮古：沖縄）

黒木・岩切 (延岡学園) ３－１勝　川原・五島（鎮西学院：長崎） １－３負　泊・米倉（希望が丘：福岡）

山口・花木 (日南学園) ３－０勝　知花・知花（普天間：沖縄） ３－１勝　権藤・宮田（明豊：大分）　 １－３負　稲吉・田中（希望が丘：福岡）

寺坂・羽田 (日南学園) ０－３負　篠田・渡邉（明豊：大分）

倉本・甲斐 (宮崎商業) １－３負　中村・田中（壇浦：長崎）

図師・山田 (宮崎商業) ０－３負　吉村・原田（慶誠：熊本）

内田・海田 (都城商業) 勝　小橋川・池宮城（木部：沖縄） 負　小池・川原（鹿島：佐賀）

西岡・下原 (都城商業) 勝　金子・原山（熊本工：熊本） 勝　折田・西牟田（吹上：鹿児島） 勝　山本・安川（東福岡：福岡） 負　田中・大山（都城商業：宮崎） ベスト４

平山・五十嵐 (延岡学園) 勝　小野・板屋（大分商業：大分） 勝　橋野・前川（塩工・嬉野新：佐賀） 負　谷・井上（西陵：福岡）

坂本・下村 (延岡学園) 勝　立花・矢川（鶴崎工業：大分） 勝　仲山・村木（玉名工業：熊本） 勝　仲村・森山（南風原：沖縄） 負　山口・浦山（鹿児島商業：鹿児島） ベスト８

西本・知名 (都城商業) 勝　國吉・浦崎（名護：沖縄） 勝　江頭・大西（佐賀工業：佐賀） 負　山口・浦山（鹿児島商業：鹿児島）

藤江・津曲 (宮﨑南) 負　一法師・田邊（大分商業：大分）

新名・児玉 (宮﨑大宮) 負　押川・長野（文徳：熊本）

田中・大山 (都城商業) 勝　濱村・安達（鶴崎工業：大分） 勝　山口・海陸（鹿児島：鹿児島） 勝　田浦・前田（島原：長崎） 勝　谷・井上（西陵：長崎） 負　奥村・東（大牟田：福岡） 準優勝

山下・岩浦 (宮﨑商業) 勝　吉田・大平（島原農業：長崎） 勝　丸目・安藤（中村学園女子：福岡） 負　原・能見（佐賀清和：佐賀）

川﨑・安田 (宮﨑商業) 勝　加那原・仲本（八重山：沖縄） 勝　南原・東垂水（指宿商業：鹿児島） 負　岩倉・古田（明豊：大分）

惣島・小橋 (延岡学園) 勝　榊原・千代田（長崎商業：長崎） 負　宮原・山田（佐賀清和：佐賀）

松尾・一倉 (延岡学園) 勝　平田・山田（那覇西：沖縄） 負　高濱・佐藤（熊本中央：熊本）

坂田・栗山 (宮﨑商業) 勝　運天・山川（知念：沖縄） 負　松山・永戸（佐賀清和：佐賀）

石川・大脇 (都城商業) 負　嵩原・知念（那覇西：沖縄）

上原・富山 (日南学園) 負　福田・本村（大村：長崎）

長岡・柚木 (都城商業) 負　橋本・鹿田（誠修：福岡）

女

3

男

ダブルス

女

7 ソフトテニス 福岡 7/6～7

男

個人

6 卓球 熊本 6/22～23

男

シングルス

女

鹿児島 7/13～15

男

女

個人総合

５位(26.800点）

７位(25.250点）

１３位(22.950点)

１６位(18.450点)

個人総合6/21～6/3

男

女

女

新体操 長崎 6/14～16

男

令和元年度　全九州高校総体　結果一覧（個人） 

競泳
(決勝進出者)

2

体操 長崎



本田　嵩稀 (佐土原) ８－１勝　新垣（沖縄：沖縄尚学） １－８負　山口（鹿児島：鳳凰）

高妻　虎太郎 (日向学院) ８－１勝　蔵原（熊本：熊本工業） ２－８負　小川（福岡：柳川）

荒武　葉生 (佐土原) ９－４勝　長野（佐賀：敬徳） ４－８負　堤野（福岡：柳川）

稲田　颯太郎 (佐土原) ４－８負　奥村（沖縄：沖縄尚学）

歌津　穂乃香 (宮崎商業) ４－８負　浅谷（鹿児島：鹿児島純心）

済陽　笑美花 (宮崎商業) ９－７勝　糸山（佐賀：佐賀学園） ９－７勝　西村（熊本：熊本学園附属） ２－８負　空久保（鹿児島：鳳凰） ベスト８

渡辺　栞凪 (宮崎商業) ２－８負　内田（大分：福徳学園）

長友　愛 (宮崎商業) ８－６勝　吉野（熊本：八代白百合） ６－８負　空久保（鹿児島：鳳凰）

重信・日髙 (佐土原) ３－８負　菊池・相原（佐賀：早稲田佐賀）

本田・歌津 (佐土原) ８－６勝　井﨑・姉川（長崎：海星） ８－９負　本嶋・宮田（福岡：筑陽学園）

染矢・大河内 佐土原 ８－２勝　長野・前田（佐賀：敬愛） ２－８負　小川・七尾（福岡：柳川）

歌津・西 (宮崎商業) ８－２勝　河野・武藤（大分：福徳学院） ５－８負　松本・山本（沖縄：沖縄尚学）

渡辺・済陽 (宮崎商業) ８－６勝　吉村・西（福岡：柳川） ３－８負　元山・中村（鹿児島：鳳凰）

新地・出水 都城泉ヶ丘 ２－８負　空久保・佐藤（鹿児島：鳳凰）

５５ｋｇ級 新久保　光 (小林)

中馬　海智也 (佐土原)

大濵　大和 (小林)

德永　真大 (小林) ３位

久留木　匠 (小林秀峰) ８位

平野　空 (小林)

黒木　岳士 (佐土原)

河野　陽太 (小林) ７位

７３ｋｇ級 藺牟田　宵響 (小林秀峰) ２位

大川内　理貴 (小林秀峰)

二日市　心星 (小林) ５位

８９ｋｇ級 森岡　拓未 (小林秀峰)

９６ｋｇ級 池島　旺我 (小林秀峰) １位

中石　皓大 (都城西) VSU１０－０勝　鐘ヶ江（鳥栖工業：佐賀） VSU１０－０勝　黒田（日本文理附：大分） VSU１２－２勝　内田（玉名工業：熊本）VSU０－１１負　荒木（鳥栖工業：佐賀） 準優勝

佐藤　章 (宮崎日大) VFO負　喜多（島原：長崎） VPO９－６勝　松尾（小倉商業：福岡） VSU4-15負　中﨑（樟南：鹿児島）

河野　偉舜 (都城西) VFA２－０勝

安藤　太世 (宮崎工業) VPO８－１１負　大場（島原工業：長崎）

良知　弥津矢 (宮崎工業) VFA０－９負　松田（樟南：鹿児島）

河野　竜寛 (宮崎日大) VSU0-10負　大城（北部農林：沖縄）

吉田　叶也 (福島) VPO５－０勝　西田（樟南：鹿児島） VSU0-10負　須田（鳥栖工業：佐賀）

上原　郷平 (宮崎日大) VFO勝　工藤（鹿屋中央：鹿児島） VSU0-10負　森崎（島原：長崎）

宮田　昂季 (宮崎日大) VIN負

川﨑　隆弥 (福島) VSU0-10負　濱﨑（島原：長崎）

前田　真那弥 (宮崎工業) VSU１０－０勝　三浦（小川工業：熊本） VSU１１－０勝　熊谷（築上西：福岡） VFA６－０勝　中村（樟南：鹿児島） VSU１１－０勝　北村（鹿実・新鹿島：佐賀） 優勝

湯田　優介 (宮崎日大) VSU４－１４負　大槻（玉名工業：熊本）

飯沼　啓将 (日向学院) VSU１０－０勝　大光（三井：福岡） VPO７－５勝　下地（浦添工業：沖縄） VPO０－２負　芹川（鹿実・新鹿島：佐賀） ３位

畑中　世界 (宮崎工業) VPO０－２負　喜多（島原：長崎） VPO０－２負　喜多（島原：長崎）

内藤　絢太 (宮崎日大) VPO６－１２負　坂田（鹿屋中央：鹿児島）

渡邉　荘陽 (日向学院) VPO２－０勝　重松（鹿屋中央：鹿児島） VSU１０－０勝　佐野（苅田工業：沖縄） VPO６－８負　田中〔玉名工業：熊本） ３位

河野　愛琳 (都城西) VPO７－２勝　松田（樟南：鹿児島） VFA０－４負　平川（三井：福岡） VPO0-8負　髙木（樟南：鹿児島） ３位決定戦　VPO５－２勝　甲斐（島原：長崎） ３位

田原　優花 (宮崎農業) VPO8-12負　甲斐（島原：長崎） VFA4-0勝　平戸（三井：福岡）

岩村　凜音 (福島) VFA8-0勝　吉村（苅田工業：福岡） VPO１０－１勝　今川（苅田工業：福岡） VFA4-6負　貴島（日向学院：宮崎） VSU4-3勝　浜崎〔樟南：鹿児島） 左記：決勝リーグによる 優勝

貴島　李伽 (日向学院) VSU０－１０負　浜崎〔樟南：鹿児島） VSU０－１０負　吉村（苅田工業：福岡） VFA0-4負　今川（苅田工業：福岡） VFA6-4勝　岩村（福島：宮崎） 左記：決勝リーグによる ４位

黒木　美帆 (日向学院) VFA０－２勝　村上（島原工業：長崎） VSU0-10負　大野（北稜：熊本） ３位決定戦　VSU０－１１負　栗野〔宮崎日大：宮崎） ４位

栗野　聖 (宮崎日大) VFA12-2勝　豊田（樟南：鹿児島） VSU0-10負　大城（北部農林：沖縄） ３位決定戦　VSU１１－０勝　黒木〔日向学院：宮崎） ３位

石山　美羽 (宮崎日大) VPO３－１０負　森田（鹿実・新鹿島：佐賀）

成合　優 (宮崎農業) VFA4-0勝　田代（苅田工業：福岡） VFA１－６負　山路（樟南：鹿児島） ３位決定戦　VFA５－２勝　森田〔鹿実・新鹿島：佐賀） ３位

６２ｋｇ級 多田　まどか (福島) VFO勝　田篭（三井：福岡） VSU０－１０負　橋本（日本文大附：大分） ２位

７４ｋｇ級 後藤　彩乃 (日向学院) VSU10-0勝　古賀〔島原：長崎） VFA0-4負　中堀（築上西：福岡） ２位

スナッチ７８ｋｇ　ジャーク９７ｋｇ　トータル１７５ｋｇ　１２位

スナッチ７７ｋｇ　ジャーク１００ｋｇ　トータル１７７ｋｇ　７位

スナッチ７１ｋｇ　ジャーク８６ｋｇ　トータル１５７ｋｇ　１１位

スナッチ５５ｋｇ　ジャーク７５ｋｇ　トータル１３０ｋｇ・・・１０位

スナッチ４５ｋｇ　ジャーク４５ｋｇ　トータル９０ｋｇ　９位

スナッチ５５ｋｇ　ジャーク記録なし　順位なし

スナッチ９３ｋｇ　ジャーク１０５ｋｇ　トータル１９８ｋｇ　３位

スナッチ８０ｋｇ　ジャーク９１ｋｇ　トータル１７１ｋｇ　８位

棄権

スナッチ１０５ｋｇ　ジャーク１３１ｋｇ　トータル２３６ｋｇ　２位

スナッチ７５ｋｇ　ジャーク９０ｋｇ　トータル１６５ｋｇ　１０位

スナッチ９２ｋｇ　ジャーク１１０ｋｇ　トータル２０２ｋｇ　５位

スナッチ１０３ｋｇ　ジャーク１３０ｋｇ　トータル２３３ｋｇ　１位

女

４７ｋｇ級

５０ｋｇ級

５３ｋｇ級

５７ｋｇ級

６０ｋｇ級

６５ｋｇ級

７１ｋｇ級

８０ｋｇ級

９２ｋｇ級

１２５ｋｇ級

６１ｋｇ級

６７ｋｇ級

８１ｋｇ級

15 レスリング 熊本 6/15～16

男

５１ｋｇ級

５５ｋｇ級

シングルス

女

男

ダブルス

女

13 ウエイトリフティン
グ

鹿児島 6/15～16 男

8 テニス 宮崎 6/15～17

男



佐藤　貴博 (宮崎日大) 巴投げ負　大城（沖縄：沖縄尚学）

松永　昴士 (宮崎日大) 優勢負　糸数（沖縄：沖縄尚学）

大久保　竜之介 (延岡学園) 優勢勝　江上（佐賀：佐賀工業） 優勢負　幸田（鹿児島：明桜館）

花岡　晴琉 (延岡学園) 内股勝　大城（沖縄：沖縄尚学） 袖釣込負　田中（佐賀：佐賀商業）

吉野　天成 (延岡学園) 僅差勝　内田（熊本：九州学院） 僅差負　岩瀬（佐賀：佐賀商業）

染矢　兼玖 (宮崎日大) 浮落　小仲（大分：国東） 肩車勝　中川（熊本：鎮西） 合せ技勝　香月（福岡：若松） 内股負　田中（福岡：大牟田） ２位

小川　剛生 (延岡学園) 優勢負　西垣（長崎：長崎南山）

久保田　大樹 (延岡学園) 僅差負　竹市（福岡：大牟田）

戸髙　淳之介 (延岡学園) 棄権勝　栗野（鹿児島：鹿児島情報） 僅差勝　山里（沖縄：沖縄尚学） 払巻込勝　前田（熊本：九州学院） 優勢勝　中村（宮崎：宮崎日大） １位

中村　洸晟 (宮崎日大) 優勢勝　中村（福岡：沖学園） 一本背負投　田中（鹿児島：鹿児島情報） 合せ技勝　寺戸（佐賀：佐賀商業） 優勢負　戸髙（宮崎：延岡学園） ２位

中西　隆翔 (延岡学園) 送襟絞負　中村（福岡：東福岡）

河野　兼斗 (宮崎日大) 僅差負　岩坪（鹿児島：鹿児島情報）

北島　凌 (宮崎日大) 僅差勝　吉田（長崎：長崎日大） 優勢勝　大島（佐賀：佐賀工業） 払腰負　屋田（沖縄：沖縄尚学） ３位

清野　拳太 (延岡学園) 優勢負　清野（福岡：大牟田）

平本　奈々 (小林西) 合せ技勝　光武（佐賀：小城） 僅差負　宮城（沖縄：沖縄尚学）

鳥居　歩 (鵬翔) 合せ技負　白石（熊本：熊本西）

白石　雪乃 (宮崎日大) 優勢勝　新村（鹿児島：鹿児島南） 優勢負　山本（佐賀：小城）

酒井　怜奈 (鵬翔) 合せ技勝　福川（熊本：熊本中央） 内股巻込勝　多田（福岡：敬愛） 優勢負　大石（佐賀：佐賀工業） ３位

猿渡　かおる (宮崎日大) 内股勝　大野（大分：柳ヶ浦） 袈裟固負　床野（佐賀：佐賀工業）

小野　亜莉紗 (宮崎日大) 合せ技負　宮里（沖縄：沖縄尚学）

甲斐　月子 (宮崎日大) 合せ技勝　上野（鹿児島：鹿児島南） 反則負　山口（福岡：大牟田）

油谷　京華 (小林西) 合せ技負　鹿（佐賀：佐賀商業）

阪本　和香奈 (宮崎日大) 大内刈勝　岡本（沖縄：那覇西） 内股負　辻野（福岡：敬愛）

深瀬　莉乃 (小林西) 合せ技負　古賀（佐賀：佐賀商業）

大塚　基加 (宮崎日大) 合せ技負　江口（佐賀：小城） 上四方固負　森（福岡：大牟田）

野邉　美月 (小林西) 合せ技負　金城（沖縄：沖縄尚学）

大寺　歓奈 (鵬翔) 僅差負　原口（大分：東九州龍谷）

高橋　美鈴 (小林西) 払腰負　田中（熊本：熊本西）

早川　仁 (日章学園) 負　岩田（明豊：大分）

河野　隼佑 (宮崎日大) 勝　松田（海星：長崎） 勝　民永（鎮西：熊本） 負　板井（明豊：大分）

西田　佑馬 (日章学園) 負　宮良（興南：沖縄）

谷村　嘉哉 (都城東) 負　白武（龍谷：大分）

甲斐　大翔 (宮崎日大) 負　相馬〔九州学院：熊本）

南　信人 (高千穂) 負　橋本（西陵：福岡）

木村　駿太 (高千穂) 勝　大田（伊集院：鹿児島） 負　城戸（嘉穂：福岡）

武田　晃佑 (高鍋) 負　竹本（東福岡：福岡）

菊池　真奈 (高千穂) 負　立花（三養基：佐賀）

野田　あゆか (鵬翔) 勝　神﨑（佐伯鶴城：大分） 勝　福地（昭和薬科大附：沖縄） 勝　北原（三養基：佐賀） 勝　竹下（興南：沖縄） 勝　井石（佐賀学園：佐賀） 負　岩本（島原：長崎） 準優勝

寺田　瑞希 (鵬翔) 勝　小宇都（鳳凰：鹿児島） 勝　松下（西陵：福岡） 勝　堤（八女：福岡） 負　山田（佐伯鶴城：大分） ベスト８

清家　野々花 (高千穂) 負　小田〈八代白百合：熊本）

松下　ハルヒ (日章学園) 負　宮城（興南：沖縄）

川﨑　みなみ (日章学園) 勝　栗山（大分国際情報：大分） 負　岩本（島原：長崎）

比良元　梨央 (日章学園) 勝　水本（八女：福岡） 勝　古川（三養基：佐賀） 勝　上野（菊池女子：熊本） 負　井石（佐賀学園：佐賀） ベスト８

谷口　涼佳 (高鍋) 勝　下田（長崎北：長崎） 負　前田〈尚絅：熊本）

松井　翔太朗 (日南振徳) １２射５中　予選敗退

野﨑　友耀 (都城工業) １２射６中　予選敗退

塩盛　真太郎 (宮崎大宮) １２射５中　予選敗退

山﨑　翔 (都城商業) １２射８中　予選敗退

廣澤　利輝哉 (日章学園) １２射５中　予選敗退

吉行　由佳 (都城西) １２射８中　予選敗退

外山　怜奈 (宮崎商業) １２射９中　予選通過 ７位

佐々木　恋伽 (妻) １２射７中　予選敗退

杉尾　友香 (宮崎商業) １２射７中　予選敗退

佐藤　美海 (日向) １２射２中　予選敗退

甲斐　巧 (高千穂) 負　中畑（中津東：大分）

甲斐　雄貴 (高千穂) 勝　國松（北松農業：長崎） 負　高橋（楊志館：大分）

興梠　博翔 (高千穂) 負　村上（熊本農業：熊本）

100kg以上級 深津　龍斗 (鵬翔) 勝　木下〔長崎鶴洋：長崎） 負　二宮（中津東：大分）

深津　龍斗 (鵬翔) 負　豊田（樟南：鹿児島）

甲斐　巧 (高千穂) 負　行（樟南：鹿児島）

甲斐　雄貴 (高千穂) 負　佐藤（諫早農業：長崎）

興梠　博翔 (高千穂) 負　ミャンガンバヤル（希望が丘：福岡）

19 相撲 鹿児島 7/7 男

無差別級

80kg級

弓道18

女

７位　遠近法

佐賀 7/6～7

男

個人

17 剣道 沖縄 7/6～7

男

個人

女

１００ｋｇ超級

女

４８ｋｇ級

５２ｋｇ級

５７ｋｇ級

６３ｋｇ級

７０ｋｇ級

７８ｋｇ級

７８ｋｇ超級

６０ｋｇ級

６６ｋｇ級

７３ｋｇ級

８１ｋｇ級

９０ｋｇ級

１００ｋｇ級

16 柔道 佐賀 6/15～16

男



小川　航汰 (日章学園) ０－２負　花田（八代東：熊本）

樋口　稜馬 (日章学園) ２－０勝　濱川（糸満：沖縄） ０－２負　池端（熊本学園大附：熊本）

實藤　圭亮 (日章学園) ２－０勝　三浦（別府鶴見丘：大分） ２－０勝　島（南風原：沖縄） ０－２負　町（壇浦：長崎） ベスト８

池田　大将 (日章学園) ０－２負　野田（八代東：熊本）

宮崎　愛弓 (宮崎商業) ２－０勝　橋野（鶴丸：鹿児島） ０－２負　池田（唐津南：佐賀）

白木　心翔 (聖心ウルスラ) ０－２負　柴田（諫早商業：長崎）

奥山　楓月 (日章学園) ０－２負　飯田（昭和学園：大分）

三嶋　菜桜 (聖心ウルスラ) ２－０勝　山田（鹿児島女子：鹿児島）

小川・樋口 (日章学園) ２－０勝　高井・永留（鹿児島工業：鹿児島） ０－２負　町田・永渕（壇浦：長崎）

池田・實藤 (日章学園) ２－０勝　藤本・田中（別府鶴見丘：大分） ２－１勝　直崎・有川（鹿児島商業：鹿児島） ２－０勝　町・山下（瓊浦：長崎） ０－２負　中島・杉本（瓊浦：長崎） ベスト４

淡野・佐々木 (聖心ウルスラ) ０－２負　新城・山城（沖縄水産：沖縄）

松谷・濱田 (聖心ウルスラ) ０－２負　中島・杉本（瓊浦：長崎）

宮崎・一ノ瀬 (宮崎商業) ２－１勝　金城・新垣（沖縄：沖縄水産） １－２負　八色・金丸〈九州国際大附属：福岡）

清水・東保 (聖心ウルスラ) ２－０勝　前田・知念（南風原：沖縄） ０－２負　飯田・草野（昭和学園：大分）

長友・田原 (宮崎商業) １－２負　高崎・岡（宮崎商業：宮崎）

横山・東原 (日章学園) ０－２負　甲斐・赤星〔熊本中央：熊本）

江島　暖人 (宮崎第一) ４－１勝　神宮〔柳ヶ浦：大分） ２－５負　弓削（芦北：熊本）

橋口　怜太 (宮崎第一) ４－３勝　竹中（柳ヶ浦：大分） ３－５負　丸石（開新：熊本）

小部　翼 (宮崎第一) ２－０勝　神田（甲南：鹿児島） ８－５勝　上谷（芦北：熊本） ８－３勝　丸石（開新：熊本） ３－５負　村上（大分南：大分） ２位

外山　玲 (宮崎第一) ２－１勝　周防（佐賀東：佐賀） １－２負　村上（大分南：大分）

我那覇　龍之介 (宮崎海洋) １－４負　砂川（美里工：沖縄）

土方　渉 (日章学園) ０－２負　中松（開新：熊本）

三輪　和生 (日章学園) １－５負　池田（新颯館：福岡）

橋口　翔 (日章学園) ２－１勝　草場（瓊浦：長崎） ２－１勝　島子（芦北：熊本） ３－４負　丸石（開新：熊本）

宮元　勇伍 (日南学園) ０－５負　長岡（佐世保北：長崎）

岩堀　勝樹 (宮崎北) ０－５負　新城（コザ：沖縄）

奥田　開斗 (宮崎第一) ０－５負　神田（甲南：鹿児島）

岡園　陽向 (宮崎第一) １－４負　吉田（九州学院：熊本）

天本　菜月 (宮崎第一) ５－０勝　林（沖縄尚学：沖縄） ５－０勝　松本（鹿児島城西：鹿児島） ３－２勝　明吉（筑紫女学園：福岡） ０－８負　園田（開新：熊本）

多田　奈央 (宮崎第一) ５－４勝　栗林（真颯館：福岡） ２－４負　末吉（鹿児島城西：鹿児島）

橋口　妃真莉 (宮崎第一) ０－１負　池部（九州学院：熊本）

椎原　夢翔 (延岡商業) ０－６負　尾崎（佐世保北：長崎）

新名　紅葉 (宮崎第一) ９－１勝　首藤（大分南：大分） １－２負　森田（真颯館：福岡）

甲斐　萌々巴 (富島) １－４負　村田（鹿児島城西：鹿児島）

椎原　歩夢 (延岡商業) ０－１負　栁（三養基：佐賀）

山本　南 (延岡) ４－１勝　和智（佐賀女：佐賀） ０－５負　佐和田（浦添：沖縄）

龍野　みどり (宮崎第一) ０－５負　四元（鹿児島南）

佐藤　美空 (都城泉ヶ丘) ４－１勝　近藤（熊本マリスト：熊本） ５－０勝　山浦（佐世保北：長崎） ０－５負　宇都宮（博多：福岡）

木屋尾　奈菜美 (宮崎第一) ０－５負　矢津田（東龍谷：大分）

橋口　拓未 (宮崎商業) 一次予選１位　準決勝へ 準決勝１位　決勝へ 決勝２位 ２位

友草　海太 (高鍋) 一次予選３位　敗者復活戦へ 敗者復活戦２位　準決勝へ 準決勝３位

金子・伊福 (妻) 一次予選２位　準決勝へ 準決勝４位

河野・川崎 (高鍋)

佐村・小野・中武・橋口・黒木 (妻) 一次予選３位　敗者復活戦へ 敗者復活戦２位　準決勝へ 準決勝４位

河辺・後藤・長友・塩谷・今井 (高鍋) 一次予選４位　敗者復活戦へ

沼口　明日香 (宮崎北) 一次予選２位　準決勝へ 準決勝４位

今井　桃子 (宮崎商業) 一次予選２位　準決勝へ 準決勝４位

橋口・久木田 (妻) 一次予選２位　準決勝へ 準決勝２位　決勝へ 決勝３位 ３位

徳山・岩切 (高鍋) 一次予選４位　敗者復活戦へ 敗者復活戦３位

坂本・田嶋・齋藤・濵砂・杉田 (妻) 一次予選４位　敗者復活戦へ 敗者復活戦２位

渡邊・稲井・米丸・杉尾・井上 (高鍋) 一次予選４位　敗者復活戦へ 敗者復活戦３位

稲倉　宗暉 (宮崎南) ４－１５負　平山（豊府：大分）

寺原　綾佑 (本庄) ８－１５負　光永（翔陽：熊本）

竹之内　太一 (宮崎南) 予選敗退

稲倉　宗暉 (宮崎南) 予選敗退

寺原　綾佑 (本庄) 予選敗退

杉野　照瑛 (宮崎南) １５－１０勝　竹之内（宮崎南：宮崎） １０－１５負　高山（鶴丸：鹿児島） ３位決定戦１４－１５負　平田（福岡魁誠：福岡） ４位

竹之内　太一 (宮崎南) １０－１５負　杉野（宮崎南：宮崎）

太田　朱音 (宮崎南) 予選敗退

濱上　宥佳 (宮崎南) 予選敗退

河野　七葵咲 (本庄) 予選敗退

田島　莉子 (本庄) 予選敗退

石三　彩香 (宮崎南) １０－１５負　山口（鹿児島：鹿児島）

濱上　宥佳 (宮崎南) 予選敗退

田島　莉子 (本庄) ２－１５負　下村（玄界：福岡）

河野　七葵咲 (本庄) 予選敗退

中村・深江・齋藤 (日南振徳) ４位

田畑・吉野・大須賀 (日南振徳) ９位（５３．０点）

山下　和希 (日南振徳) ４位（３０．０点） ４位

上野　慧悟 (日南振徳) ５位（３３．０点） ５位

田中　大貴 (宮崎海洋) ２０位（１１３．０点）

盛田　黛司 (日南振徳) ２４位（１３１．０点）

女シングルハンダー級 平山　穂花 (日南振徳) ８位（４７．０点） ８位

25 ヨット 福岡 6/14～16
男

４２０級

シングルハンダー級

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

かじ付フォア

24 フェンシング 大分 7/6～7

男
エペ

サーブル

女

23 ボート 長崎 6/14～16

男

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

かじ付フォア

女

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

22 空手道 福岡 6/29～30

男

個人組手

個人形

女

個人組手

個人形

20 バドミントン 福岡 6/15～17

男

シングル

女

男

ダブルス

女

フルーレ

エペ

サーブル

４位（２２．０点）

フルーレ



加藤　凱也 (都城工業) ３位

竹内　流星 (都城工業) 決勝１３位

今村　城 (宮崎農業) １／８決勝　２位

渡邉　悠晴 (都城工業) １／８決勝　２位

島村　飛来 (延岡学園)

永野　才雅 (都城工業) 予選２１位

山本　壮太 (宮崎農業) 予選２８位

金子　翼 (延岡学園) 予選３３位

チーム・パーシュート 決勝４位 ４位

決勝８位 ８位

決勝９位

決勝１０位

橋口　翔真 (都城工業) 決勝６位 ６位

畑中　世界 (都城工業) 決勝８位 ８位

今村　翔 (宮崎農業) 予選３位 敗者復活３位

橋口　翔真 (都城工業) 予選２位 敗者復活４位

島村　飛来 (延岡学園) 予選４位 敗者復活１位 グループ５位 順位決定戦７位 ７位

上米良　輝琉 (宮崎農業) 予選５位 敗者復活３位

渡邉　悠晴 (都城工業) 予選２位 敗者復活２位

畑中　世界 (都城工業) 予選３位　決勝へ 決勝１１位

郡　俊介 (宮崎農業) 予選１１位

高佐　龍太郎 (都城工業) 予選４位　決勝へ 決勝５位 ５位

牧野　泰河 (延岡学園) 予選１３位

堀北　大和 (都城工業) 予選８位

金子　翼 (延岡学園) DNF

竹内　流星 (都城工業) 予選４位 決勝５位 ５位

郡　俊介 (宮崎農業) 予選６位

牧野　泰河 (延岡学園) 予選７位

加藤　凱也 (都城工業) 決勝３位 ３位

前畠　怜哉 (都城工業) 決勝１２位

上米良　輝琉 (宮崎農業) DNF

高佐　龍太郎 (都城工業) 予選４位　決勝へ 決勝１４位

加藤　凱也 (都城工業) 予選１０位　決勝へ 決勝６位 ６位

牧野　泰河 (延岡学園) 予選２５位　決勝へ DNF

橋口　翔真 (都城工業) 予選２６位

今城　翔 (宮崎農業) 予選３３位

畑中　世界 (都城工業) 予選３５位

山本　壮太 (宮崎農業) DNF

金子　翼 (延岡学園) DNF

前畠　怜哉 (都城工業) 予選１１位　決勝へ 決勝２３位

堀北　大和 (都城工業) 予選２０位　決勝へ DNF

竹内　流星 (都城工業) 予選２３位　決勝へ DNF

渡邉　悠晴 (都城工業) 予選２６位

郡　俊介 (宮崎農業) 予選２９位

上米良　輝琉 (宮崎農業) DNF

島村　飛来 (延岡学園) DNF

岩元　美佳 (都城工業) 決勝５位 ５位

平部　莉彩 (都城工業) 決勝７位 ７位

松下　沙也香 (宮崎農業) 決勝１１位

國分　咲来 (都城工業) 決勝１２位

年見　穂風 (都城工業) 決勝１３位

谷口　法子 (都城工業) 決勝１７位

谷口　法子 (都城工業) 決勝１０位

國分　咲来 (都城工業) 決勝１３位

平部　莉彩 (都城工業) 決勝７位 ７位

岩元　美佳 (都城工業) 決勝８位 ８位

年見　穂風 (都城工業) 決勝１７位

松下　彩也香 (宮崎農業) 決勝２０位

平部　莉彩 (都城工業) 予選２位 決勝２位 準優勝

松下　彩也香 (宮崎農業) 予選４位 決勝８位 ８位

年見　穂風 (都城工業) 予選３位 決勝６位 ６位

岩元　美佳 (都城工業) 決勝４位 ４位

谷口　法子 (都城工業) 決勝５位 ５位

國分　咲来 (都城工業) 決勝７位 ７位

平部　莉彩 (都城工業) 決勝４位 ４位

國分　咲来 (都城工業) 決勝１０位

谷口　法子 (都城工業) DNF

年見　穂風 (都城工業) DNF

岩元　美佳 (都城工業) DNS

チームスプリント ４位　1'01''426 ４位

女

５００Mタイムトライアル

スクラッチ

個人ロード

平部・岩元（都城工業）

ケイリン

スクラッチ

2kmインディヴィ
デュアルパーシュー
ト

26 自転車 大分 6/15～17

男

1ｋｍタイムトライ
アル

チームスプリント

4km速度競走

ポイントレース

個人ロードレース

加藤・畑中・竹内・渡邉（都城工業）

前畠・橋口・堀北（都城工業）

今城・郡・山本（宮崎農業）

牧野・島村・金子（延岡学園）

決勝３位

スプリント

予選１２位

予選１４位

予選１７位

3kmインディヴィ
デュアルパーシュー
ト

ケイリン



ピン級 田端　佑元 (日章学園) WP5-0勝 WP4-0勝 WP0-5負 ２位

フライ級 川野　蓮斗 (日章学園) WP5-0勝 WP3-2勝 WP5-0勝 １位

バンタム級 山川　健太 (日章学園) RSC 1R 1:36勝 WP5-0勝 WP0-5負 ２位

ライトウエルター級 脇田　夢斗 (日章学園) WP5-0勝 RSC 2R 1:16勝 WP5-0勝 １位

ウエルター級 永野　友己 (日章学園) WO 勝 WP5-0勝 WP5-0勝 １位

ミドル級 松野　晃汰 (日章学園) RSC 2R 1:26 勝 WP5-0勝 WP5-0勝 １位

ピン級 金谷　成留 (日章学園) WP4-1 勝 RSC 1R 1:09 勝 WP4-1勝 １位

ライトフライ級 三浦　正也 (日章学園) WP5-0勝 KO 3R 0:53勝 WP4-1勝 １位

フライ級 君嶋　健斗 (日章学園) RSC 2R 0:42勝 WP2-3負

バンタム級 高下　魁星 (日章学園) WP5-0勝 WP0-5負

ライト級 近藤　虎仁 (日章学園) WP4-1 勝 RSC 2R 1:09勝 RSC 1R 1:37 勝 １位

ライトウェルター級 出口　文弥 (日章学園) WP2-3負

ウエルター級 安藤　武蔵 (日章学園) ABD 2R 1:00勝 RSC 1R 0:38 勝 WP3-2勝 １位

ピン級 堀　宝水 (日章学園) WP2-3負

ライトフライ級 金澤　あかり (日章学園) WP3-2勝 RSC 3R 1:22勝 １位

ライト級 三輪　帆乃花 (日向) WP0-5負

団体 総減点91・127 予選リーグ敗退

長友　希夢 (本庄) 総減点4 全国大会出場

田代　直央 (宮崎大宮) 総減点0 ２回戦パート敗退

女 新井田　美咲 (宮崎大宮) 総減点 8 １回戦敗退

鳥越　沙莉 (宮崎南) １勝　予選敗退

川越　音羽 (日向) ０勝　予選敗退

横山　芽生 (鵬翔) ０勝　予選敗退

福重・鳥越 (宮崎南) ０－５負　貝江・橋田（香住丘：福岡）

冨田・横山 (鵬翔) ０－５負　森・荒川〔鹿島・鹿島実業：佐賀）

村社・馬籠 (都城工業) 準優勝

渋田・前田 (都城) ３位

大戸・藤島 (延岡工業) ４位

瀬戸口・藤本 (都城工業) ５位

川崎　空人 (都城) 準優勝

桝田　朔哉 (延岡工業) ８位

久保田　健治 (都城工業)

組演武(自由・規定) 後藤・山本 (延岡工業) 準優勝

立元　日香里 (都城西) ３位

尾谷　未來 (都城) ６位

姫田　真花 (延岡工業) ８位
カヤック
シングル

齋藤　洋太 (宮崎商業) ９位

カヤックペア 齋藤・松浦 (宮崎商業) ８位 ８位

７位 ７位

８位 ８位

原田　雅弘 (宮崎商業) ３位 ３位

藤澤　龍介 (宮崎工業) ６位 ６位

藤澤・後藤 (宮崎工業) １位 １位

内之倉・福岡 (宮崎大宮) ５位 ５位

原田・長友 (宮崎商業) ９位

カナディアンフォア ２位 ２位
カヤック
シングル

西條　花菜 (宮崎大宮) ２位 ２位

西條・矢野 (宮崎大宮) １位 １位

村田・圖師 (宮崎商業) ３位 ３位

長友・大木 (宮崎商業) ６位 ６位

カヤックフォア １位 １位

カヤック
ペア

村田・圖師・長友・大木（宮崎商業）

岩田・柳田・山田・日髙（宮崎大宮）

齋藤・松浦・濱田・安藤（宮崎商業）

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ

藤澤・後藤・髙﨑・小磯（宮崎工業）

単独演武(自由)

個人演技

31 カヌー 鹿児島 6/15～16

男

カヤックフォア

女

カﾅディアン
シングル

個人試合

30 少林寺拳法 大分 6/15～16

男

単独演武(自由)

6/14～16

29 なぎなた 長崎 6/16 女

Ａ

パ
ー

ト

女

Ｂ

パ
ー

ト

男
28 馬術

宮崎大宮

個人

27 ボクシング 宮崎

８位(253.5)

組演武(自由・規定)

２位　519.0(競技１：258.0　　競技２：261.0)

３位　517.5(競技１：257.5　　競技２：260.0)　

４位　517.0（競技１：257.0　　競技２：260.0)

３位(257.0)

６位（255.5)

２位　516.0（競技１：260.0    競技２：256.0)

２位（257.5)

８位(253.5)

５位　513.5（競技１：256.5　　競技２：257.0)

１２位(251.0)

6/16～17熊本


