
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

２００ｍ自由形 山口　汰介 (宮崎南) ８位　１分５７秒０３ ８位

１００ｍ背泳ぎ 長友　琉生 (宮崎大宮) ９位　５９秒６６

２００ｍ背泳ぎ 長友　琉生 (宮崎大宮) ９位　２分１１秒９９

米田　光貴 (宮崎大宮) ７位　４分４４秒２４ ７位

待鳥　堅太郎 (宮﨑日大) ５位　４分３８秒７６ ５位

１００ｍ自由形 吉野　伶望 (宮崎商業) １０位　１分１秒０８

１００ｍ背泳ぎ 児玉　沙穂 (宮﨑日大) ４位　１分６秒１６ ４位

２００ｍ背泳ぎ 児玉　沙穂 (宮﨑日大) ４位　２分２１秒１８ ４位

１００ｍバタフライ 高橋　ハナコ (宮崎日大) ５位　１分１秒９４ 標準突破 ５位

２００ｍバタフライ 高橋　ハナコ (宮崎日大) ３位　２分１３秒９５ 標準突破 ３位

５０ｍ自由形 吉野　伶望 (宮崎商業) ６位　２７秒３３ ６位

800mメドレーリレー 高橋・児玉・坂上・取附 (宮﨑日大) ５位　９分７秒３４ ５位

400mメドレーリレー 児玉・坂上・髙橋・取附 (宮﨑日大) ７位　４分３４秒７１ ７位

富山・吉良 (都城商業) 勝４－１ 負３－４

平山・黒木 (延岡学園) 勝４－３ 勝４－３ 勝４－２ 勝４－２ 負２－４ ３位

上城・屋比 (都城商業) 勝４－１ 勝４－０ 勝４－１ 負２－４

長田・小久保 (都城東) 勝４－０ 勝４－２ 負２－４

隈田原・辻 (都城商業) 勝４－１ 勝４－０ 勝４－３ 勝４－２ 負１－４ ３位

山口・富永 (宮崎南) 負０－４

塚野・安田 (都城東) 負３－４

中岡・西本 (延岡学園) 勝４－３ 負２－４

早田・川野 (延岡学園) 負１－４

髙橋・黒木 (日南学園) 勝４－２ 勝４－２ 負２－４

中馬・小水流 (宮崎商業) 勝４－３ 負３－４

齋藤・長友 (宮崎北) 勝４－３ 負１－４

片伯部・入江 (延岡学園) 勝４－３ 負１－４

岩浦・瀬戸口 (宮崎商業) 勝４－０ 負２－４

上木場・小川 (日南学園) 負０－４

小田・瀬戸口 (宮崎商業) 勝４－２ 負３－４

５５ｋｇ級

７３ｋｇ級

８９ｋｇ級
９６ｋｇ級

開催中止

開催中止

開催中止

開催中止

7/17～19

女

令和３年度　全九州高校総体　結果一覧（個人） 

開催中止

開催中止

４００ｍ個人メドレー

男

ダブルス

女

13 ウエイトリフティン
グ

宮崎 6/19～20 男

６１ｋｇ級

６７ｋｇ級

8 テニス 佐賀 6/19～21

7 ソフトテニス 大分 7/10～11

2

体操 熊本 6/19～6/20

男

個人

6 卓球 長崎 6/19～20

3

男

男

競泳
(決勝進出者)

鹿児島

男

シングルス

女

女

個人総合
女

新体操

女

熊本

女

女

８１ｋｇ級

6月12日

男

個人総合

男

男

ダブルス

シングルス



４７ｋｇ級 河野　愛琳 (都城西) 決勝リーグ２勝 １位

５０ｋｇ級 兒玉　裕美菜 (宮崎日大) 予選リーグ敗退

５３ｋｇ級 水谷　こころ (宮崎日大) 決勝リーグ２敗 ３位

５７ｋｇ級 仙波　仁那 (宮崎日大) 決勝敗退 ２位

６８ｋｇ級 早瀬　和暖 (宮崎農業) 決勝敗退 ２位

７４ｋｇ級 前田　鈴華 (日向学院) 決勝勝利 １位

上米良　侍 (宮崎北) 敗退

伊東　尚人 (高千穂) 勝利　田代（福岡第一） 勝利　川尻（三養基：佐賀） 敗退

田中　圭弥 (日章学園) 勝利　肥後（錦江湾：鹿児島） 敗退

鹿毛　健伸 (高千穂) 敗退

稲葉　泰晟 (鵬翔) 勝利　香川（杵築：大分） 勝利　池田（長崎南山） 勝利　上原（錦江湾：鹿児島） 敗退

荒木　千葵 (日章学園) 勝利　當山（那覇：沖縄） 敗退

川添　陽翔 (都城東) 敗退

髙橋　優一 (高千穂) 勝利　大久保（佐賀学園） 敗退

尾前　和 (高千穂) 敗退

石島　蒼依 (宮崎日大) 勝利　釘宮（明豊：大分） 敗退

森田　千尋 (日章学園) 敗退

河野　ちひろ (宮﨑日大) 勝利　才田（必由館：熊本） 敗退

清家　彩来 (高千穂) 敗退

甲斐　ちさと (宮﨑日大) 敗退

櫻井　有香 (高千穂) 勝利　宮内（鹿児島） 敗退

吉野　一花 (宮崎西) 敗退

開催中止

開催中止

開催中止

女

宮崎 7/3～4

男

個人

17 剣道 鹿児島 7/3～4

男

個人

女

18 弓道

１００ｋｇ級

１００ｋｇ超級

女

４８ｋｇ級

５２ｋｇ級

５７ｋｇ級

６３ｋｇ級

７０ｋｇ級

７８ｋｇ級

７８ｋｇ超級

16 柔道 長崎 6/19～20

男

６０ｋｇ級

６６ｋｇ級

７３ｋｇ級

８１ｋｇ級

９０ｋｇ級

女

15 レスリング 福岡 6/19～20

男

８０ｋｇ級

９２ｋｇ級

１２５ｋｇ級

５１ｋｇ級

６５ｋｇ級

７１ｋｇ級

５５ｋｇ級

６０ｋｇ級



甲斐　巧 (高千穂) 敗退

富永　陸人 (小林西) 勝利　江上（希望ヶ丘：福岡） 敗退

下田　大樹 (小林西) 敗退

下田　航樹 (小林西) 勝利　山口（長崎鶴洋） 敗退

100kg未満級 河野　宏輝 (高千穂) 勝利　中野（鹿児島実業） 敗退

河野　宏輝 (高千穂) 敗退

下田　大樹 (小林西) 敗退

富永　陸人 (小林西) 敗退

下田　航樹 (小林西) 敗退

久保　雅人 (宮崎第一) 勝８－０ 負１－７

森　隼人 (日南振徳) 負０－８

富永　尚暉 (宮崎第一) 勝９－０ 勝１－０ 負　判定

兼光　凱士 (日章学園) 負　判定

高橋　遥音 (宮崎第一) 勝　先取 勝２－１ 負２－３

荒木　慈雄 (日章学園) 勝　判定 勝３－２ 負２－６

三輪　和生 (日章学園) 勝　４－０ 勝８－１ 勝１－０ 勝４－３ 勝３－０ 負　１－２ ２位

林　怜央 (宮崎第一) 勝　１－０ 勝２－１ 負０－２

井﨑　安奏 (宮崎西) 組１位 １・２組３位 １・２組４位

小川　侑馬 (日南学園) 組８位 ３・４組８位

岡園　陽向 (宮崎第一) 組４位

中原　南翔 (宮崎第一) 組５位

海老原　楓果 (妻) 勝２－０ 負０－１

橋口　妃真莉 (宮崎第一) 勝５－０ 勝２－１ 勝５－０ 勝１０－１ 勝４－１ 勝　判定 １位

濵砂　野乃花 (日章学園) 負０－３

橋本　愛梨 (宮崎第一) 勝６－０ 勝５－２ 負２－６

池田　光希 (妻) 負０－４

花車　美空 (宮崎第一) 勝６－２ 勝　判定 勝２－０ 負３－６

木屋尾　春菜 (宮崎第一) 負１－３

浜辺　愛唯 (宮崎海洋) 負０－５

松田　もも (延岡) 組７位

木屋尾　春菜 (宮崎第一) 組６位

池田　光希 (妻) 組６位

岩切　雫 (妻) 組８位

中川　粋 (宮崎学園) 落選

黒木　優 (宮崎南) 落選

中川　粋 (宮崎学園) 落選

黒木　優 (宮崎南) ３勝１敗 敗退

小野原　寛斗 (宮崎南) 落選

青山　剛大 (宮崎南) ４勝 敗退

年見　花星 (宮崎南) 落選

太田　朱音 (宮崎南) ４勝１敗 勝利　工藤（大分豊府） 敗退 ３位決定戦勝利 ３位

南﨑　菜々子 (宮崎南) ５敗

徳地　彩花 (宮崎南) ４敗

徳地　彩花 (宮崎南) 落選

濵上　宥佳 (宮崎南) ３勝 勝利　鷲崎（佐賀商業） 勝利　薮亀（翔陽：熊本） 勝利　小野（魁誠：福岡） １位

熊瀬川　慶 (本庄) ２勝２敗 敗退

杉野　瑚春 (宮崎南) ２勝１敗 敗退

４２０級 山口・中尾 (日南振徳)

シングルハンダー級 鳥飼　琳太郎 (宮崎海洋) １４位　６４点

請関　紗弥 (日南振徳) ３位　１９点 ３位

田川　真美 (宮崎海洋) ７位　３９点 ７位

深江　夏鈴 (日南振徳) ８位　４１点 ８位

開催中止

開催中止

１４位　７３点

シングルハンダー級

25 ヨット 佐賀 7/10～11

男

女

エペ

サーブル

女

フルーレ

エペ

サーブル

女

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

かじ付フォア

24 フェンシング 沖縄 7/3～4

男

フルーレ

個人組手

個人形

23 ボート 福岡 6/19～20

男

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

かじ付フォア

ダブルス
女

22 空手道 大分 7/10～11

男

個人組手

個人形

女

80kg未満級

無差別級

20 バドミントン 長崎 6/19～20

男
シングル

女

男

19 相撲 長崎 7/4 男



学校対抗 ６位 ６位

永野　才雅 (都城工業) ８位 ８位

上米良　輝琉 (宮崎農業) １１位

長友　玄人 (都城工業) １４位

永野　才雅 (都城工業) ２位

屋口　修治 (都城工業)

林　飛碧 (延岡学園)

田中　颯人 (延岡学園) 予選２２位

４位　４分３９秒４４５ ４位

９位　５分１９秒９３０

１０位　１分２７秒０９９

失格

藤村　一磨 (都城工業) ５位　３分３９秒８５１ ５位

有満　翔大 (都城工業) ６位　３分４３秒５８３ ６位

田﨑　斗真 (延岡学園) 予選５位 敗者復活４位

長友　玄人 (都城工業) 予選４位 敗者復活２位

林　飛碧 (延岡学園) 予選６位 敗者復活１位 組５位 決定戦１０位

屋口　修治 (都城工業) 予選４位 敗者復活２位

楠　皓雅 (都城工業) 予選７位 ９位

橋倉　瑠樹吾 (延岡学園) 予選１３位

有満　翔大 (都城工業) 予選９位

金子　翼 (延岡学園) 予選１２位

堀北　大和 (都城工業) 予選４位 ８位 ８位

上米良　輝琉 (宮崎農業) 予選８位

金子　翼 (延岡学園) 予選９位

楠　皓雅 (都城工業) 予選３位 ３位 ３位

藤村　一磨 (都城工業) ２位 ２位

堀北　大和 (都城工業) １１位

藤村　一磨 (都城工業) １位 １位

堀北　大和 (都城工業) ７位 ７位

金子　翼 (延岡学園) １８位

楠　皓雅 (都城工業) ２７位

岩元　美佳 (都城工業) ３位　２分４０秒４４２ ３位

年見　穂風 (都城工業) ９位　２分５０秒３９３

戸髙　美月 (宮崎農業) １５位　３分１秒０１６

猪野　志帆 (宮崎農業) １８位　３分７秒９５１

竹中　海羽 (延岡学園) １９位　３分８秒９１１

栁田　萠心 (延岡学園) ２２位　３分１４秒４７７

大脇　美麗 (宮崎農業) ２５位　３分２２秒６３２

年見　穂風 (都城工業) ２位 決定戦２位 ２位

大脇　美麗 (宮崎農業) ７位

浦山　恵里花 (宮崎農業) ４位 決定戦７位 ７位

竹中　海羽 (延岡学園) ７位

岩元　美佳 (都城工業) ２位 ２位

年見　穂風 (都城工業) ３位 ３位

猪野　志帆 (宮崎農業) ８位 ８位

浦山　恵里花 (宮崎農業) １６位

竹中　海羽 (延岡学園) １９位

戸髙　美月 (宮崎農業) ２１位

栁田　萠心 (延岡学園) ２３位

大脇　美麗 (宮崎農業) ２６位

岩元　美佳 (都城工業) ２位 ２位

戸髙　美月 (宮崎農業) ６位 ６位

栁田　萠心 (延岡学園) ８位 ８位

猪野　志帆 (宮崎農業) ９位

岩元　美佳 (都城工業) ７位 ７位

年見　穂風 (都城工業) １１位

竹中　海羽 (延岡学園) １４位

猪野　志帆 (宮崎農業) １５位

戸髙　美月 (宮崎農業) １７位

大脇　美麗 (宮崎農業) １９位

延岡学園 失格

宮崎農業 ５位　１分５秒２９３ ５位

１位　５８秒５８６ １位

予選１２位

ケイリン

2kmインディヴィ
デュアルパーシュー

ト

26

都城工業

個人ロードレース

個人ロード

チームスプリント

スクラッチ

スプリント

3kmインディヴィ
デュアルパーシュー
ト

ケイリン

スクラッチ

4km速度競走

ポイントレース

予選１８位

予選１９位

５００ｍタイムトラ
イアル

1ｋｍタイムトライ
アル

都城工業

自転車 福岡 6/11～14

都城工業

男

チームスプリント
延岡学園

都城工業

チーム・パーシュート
延岡学園



ピン級 金谷　成留 (日章学園) 判定勝 RSC１回　勝 判定勝 １位

ライトフライ級 奈須　征覇 (日章学園) 判定負 判定負

フライ級 山下　学人 (日章学園) 判定勝 RSC２回　勝 判定勝 １位

バンタム級 謝花　海光 (日章学園) 判定負

ライト級 山川　健太 (日章学園) 判定勝 RSC１回　勝 １位

ライトウエルター級 佐久本　祥吏 (日章学園) 判定勝 RSC１回　勝 KO負 ２位

ウエルター級 内田　貞助 (日章学園) 判定負

ミドル級 瀬井　りゅう一 (日章学園) 判定勝 RSC１回　勝 判定勝 １位

ピン級 村上　一成 (日章学園) RSC３回　勝 判定勝 RSC２回勝 １位（Bパート）

ライトフライ級 高田　泰我 (日章学園) 判定勝 判定負

フライ級 大城　優也 (日章学園) RSC１回　勝 判定勝 判定勝 １位（Bパート）

バンタム級 奈須　海里 (日章学園) RSC２回　勝 判定勝 判定勝 １位（Bパート）

ライト級 吉住　将丈 (日章学園) 判定勝 判定勝 判定勝 １位（Bパート）

ライトウェルター級 椎葉　龍久 (日章学園) RSC１回　勝 判定勝 判定負 ２位（Bパート）

ウエルター級 今村　大地 (日章学園) 判定負

ミドル級 宮本　弘大 (日章学園) RSC１回　勝 判定勝 １位（Bパート）

６位決定戦　３位

本庄 ４・５位決定戦　１位 ４位

根上　翔純真 (宮崎大宮) ２回戦敗退

長友　希夢 (本庄) 最終決定戦１位 ２位

小田　大 (本庄) 最終決定戦２位 ３位

女 奈須　円花 (宮崎大宮) ２回戦敗退

組演武(自由・規定)

カヤック
シングル
カヤックペア

カナディアンフォア
カヤック
シングル

カヤックフォア

開催中止

宮崎大宮

カヤック
ペア

開催中止

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31 カヌー 福岡 6/19～20

男

30

女

単独演武(自由) 出場辞退

個人演技

少林寺拳法 福岡 6/19～20

男

組演武(自由・規定)

単独演武(自由)

個人

団体

男

29 なぎなた 沖縄 6/20 女
個人試合

28 馬術 熊本 6/5～6

27 ボクシング 佐賀 6/25～27

Ａ

パ
ー

ト

Ｂ

パ
ー

ト


