
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

岩切　貴儀 (宮崎工業)

林田　幸己 (宮崎西)

三木　統矢 (宮崎西)

井﨑　彪太 (宮崎西)

小松　巧併 (宮崎西)

黒木　幸星 (宮崎西)

通山　喬介 (宮崎西)

福山　智隆 (宮崎西)

船石　翔天 (宮崎西)

森　美千瑠 (宮崎日大)

岩切　咲良 (宮崎南)

岩切　香里 (宮崎南)

宮田　光 (宮崎南)

増元　心優 (宮崎西)

佐藤　咲姫 (宮崎西)

落合　雛子 (宮崎西)

茶木　陽翔 (小林秀峰) ７位

新谷　悠月 (小林秀峰) ９位

奥野　かりん (宮崎南) ９位

青木　心花 (宮崎南) １２位

２００ｍ自由形 山口　汰介 (宮崎南) ８位 ８位

４００ｍ個人メドレー 待鳥　堅太郎 (宮崎日大) ４位 ４位

４００ｍ個人メドレー 米田　光貴 (宮崎大宮) ９位

１００ｍ背泳ぎ 長友　琉生 (宮崎大宮) ９位

２００ｍ個人メドレー 待鳥　堅太郎 (宮崎日大) ５位 ５位

４００ｍフリーリレー 高橋・坂上・田中・取附 (宮崎日大) ５位 ５位

５０ｍ自由形 吉野　伶望 (宮崎商業) ５位 ５位

５０ｍ自由形 取附　心愛 (宮崎日大) ９位

２００ｍ平泳ぎ 中武　美優 (宮崎学園) ３位 ３位

２００ｍバタフライ 高橋　ハナコ (宮崎日大) ３位 ３位

１００ｍバタフライ 高橋　ハナコ (宮崎日大) ３位 ３位

１００ｍ平泳ぎ 中武　美優 (宮崎学園) ９位

久冨　純聖 (都城商業) 勝　鶴田（佐賀西：佐賀） 勝　久保田（那覇：沖縄） 負　本多（鎮西学院：長崎）

豊田　敦之 (日南学園) 勝　仲村（普天間：沖縄） 勝　峯（敬徳：佐賀） 負　木塚（明豊：大分）

遲　吴文 (日南学園) 勝　辻（壇浦：長崎） 負　石橋（福岡工業：福岡）

宮城　青空 (日南学園) 勝　塚﨑（慶誠：熊本） 負　木谷（佐賀学園：佐賀）

黒木　大誠 (都城商業) 勝　永井（れいめい：鹿児島） 負　嶋田（明豊：大分）

田中　なつみ (日南学園) 負　平塚（希望ヶ丘：福岡）

吉川　ひかる (宮崎商業) 負　渋谷（中津南：大分）

野口　杏奈 (日南学園) 勝　山口（中津南：大分） 負　佐原（鎮西学院：長崎）

宮國　悠乃 (日南学園) 勝　船間（鹿児島城西：鹿児島） 負　中野（慶誠：熊本）

山本　音寧 (日南学園) 勝　吉本（敬徳：佐賀） 勝　舌間（鎮西学院：長崎） 勝　坂﨑（慶誠：熊本） 負　梅木（明豊：大分） ３位

肥田木・黒木 (都城商業) 勝　大野・田端（有明：熊本） 勝　髙橋・坂本（明豊：大分） 負　八色・芝原（鎮西学院：長崎） ３位

宮城・豊田 (日南学園) 勝　靏田・西原（れいめい：鹿児島） 負　緒方・佐藤（慶誠：熊本）

久留・東 (都城商業) 負　木塚・岡田（明豊：大分）

山本・田中 (日南学園) 勝　新嘉喜・宇地泊（那覇：沖縄） 勝　髙村・梅本（敬徳：佐賀） 勝　谷口・田原（希望ヶ丘：福岡） 負　坂﨑・川村（慶誠：熊本） ３位

吉川・中村 (宮崎商業) 勝　牧野・川原（鎮西学院：長崎） 負　喜久山・原國（糸満：沖縄）

清藤・安藤 (都城) 負　梅木・平賀（明豊：大分）

野口・宮國 (日南学園) 負　中野・宮城（慶誠：熊本）

中岡・黒木 (延岡学園) 勝　４－２草場・中村（唐津西：佐賀） 勝　４－１水上・平川（筑紫台：福岡） 負　１－４星・脇田（鹿児島商：鹿児島）

有馬・戸田 (都城商業) 勝　４－２光井・木下（精道三川：長崎） 負　０－４瀬名波・奥原（知念：沖縄）

海野・郡 (延岡学園) 勝　４－２須川・長濵（長崎南：長崎） 勝　４－３林・白木（東福岡：福岡） 負　１－４今村・蘭牟田（鹿児島商：鹿児島）

上城・吉良 (都城商業) 勝　４－０原田・北倉（大村工：長崎） 勝　４－０岡本・一法師（大分） 負　１－４今村・蘭牟田（鹿児島商：鹿児島）

西岡・甲斐 (都城商業) 勝　４－０宮平・新里（知念：沖縄） 勝　４－０田口・池田（島原工：長崎） 勝　４－０吉川・髙嶺（八重山：沖縄） 勝　４－２木下・藤井（嬉野：佐賀） 負　３－４今村・蘭牟田（鹿児島商：鹿児島） ２位

角田・橋口 (延岡学園) 負　３－４中村・中川（熊本工：熊本）

工藤・森 (都城商業) 勝　４－３北坂・西（球磨工：熊本） 負　０-４木下・藤井（嬉野：佐賀）

富山・川﨑 (都城商業) 勝　４－０比嘉・崎濵（名護：沖縄） 勝　４－２平川・三笠（大牟田：福岡） 負　３－４木下・藤井（嬉野：佐賀）

小田・瀬戸口 (宮崎商業) 勝　４－３石塚・宮里（糸満：沖縄） 勝　４－２石井・峯（佐賀聖和：佐賀） 負　０－４吉木・山本（指宿商：鹿児島）

早田・川野 (延岡学園) 負　０－４竹山・坂口（長崎商：長崎）

庄司・倉田 (宮崎商業) 勝　４－１稲嶺・金城（那覇：沖縄） 負　３－４中島・井手（嬉野：佐賀）

上米良・増田 (宮崎商業) 負　３－４山平・山口（指宿商：鹿児島）

猪崎・築島 (日南学園) 負　０－４西村・板橋（誠修：福岡）

中馬・小水流 (宮崎商業) 勝　４－３岩見・廣池（福大若葉：福岡） 負　２－４松本・峰松（佐賀聖和：佐賀）

久吉・吉田 (延岡学園) 負　０－４久吉・吉田（延岡学園：延岡）

岩浦・坂元 (宮崎商業) 負　２－４岡部・池田（福岡女子：福岡）

ソフトテニス 佐賀 7/9～107

５９位

６０位

６１位

男

２５位

シングルス

男

女

個人

女

6 卓球 福岡 6/25～26

男

個人総合
９位

１２位

3 競泳
(決勝進出者)

熊本 7/16～18

男

５６位

令和４年度　全九州高校総体　結果一覧（個人） 

2

７位

９位

女

新体操 沖縄 6/11～12

男

５５位

５６位

５７位

５８位

４８位

５１位

５７位

５８位

個人総合

４０位

ダブルス

５０位

５４位

女

6月19日沖縄体操

女

男

女



浅田　紘輔 (佐土原) 勝　８－０川上（大分舞鶴：大分） 負　４－８森田（柳川：福岡）

宮里　琉星 (佐土原) 勝　８－２坂井（佐賀西：佐賀） 負　３－８髙妻（大分舞鶴：大分）

湯谷　綸久 (佐土原) 負　２－８河野（鳳凰：鹿児島）

前原　唯乃 (宮崎日大) 負　５－８小山（沖縄尚学：沖縄）

飛松　杏奈 (宮崎商業) 勝　８－５畑田（福徳学院：大分） 負　３－８宮原（第一薬科：福岡）

嶺岸　恵 (宮崎日大) 勝　８－６住吉（第一薬科：福岡） 負　０－８新城（沖縄尚学：沖縄）

渡邉　華凜 (宮崎商業) 勝　８－３友寄（沖縄尚学：沖縄） 負　４－８大蔵（折尾愛真：福岡）

男 田村・柴 (宮崎大宮) 負　５－８酒井・善（佐賀西）

渡邉・飛松 (宮崎商業) 負　６－８松岡・毛利（筑陽学園：福岡）

須山・笠原 (宮崎商業) 勝　８－５大蔵・小路（折尾愛真：福岡） 負　６－８片山・前橋（鳳凰：鹿児島）

押領司　海渡 (小林) １位

中村　瑛斗 (宮崎海洋) ２位

井﨑　勇太 (佐土原)

内村　泰志 (小林秀峰) ６位

大濵　聖也 (小林)

垂水　彰吾 (佐土原)

黒木　幸弥 (小林秀峰) ２位

守部　尚真 (佐土原)

石橋　大希 (宮崎海洋) １位

園田　冴王 (小林秀峰)

鎌田　悠椰 (宮崎海洋) ７位

糸田　拓也 (小林秀峰)

塩谷　純一朗 (佐土原) ３位

鶴園　研人 (小林秀峰) ８位

９６ｋｇ級 佐藤　瑛人 (佐土原) ４位

１０２ｋｇ級 森本　慧 (小林) ４位

押領司　弥岬 (小林) ２位

鎌田　夏菜 (宮崎海洋) ６位

小野　舞花 (小林) ２位

栩川　莉美 (小林) ６位

石山　竜成 (都城西) 勝　８－６東大薗（鹿児島中央） 勝　山下（日本文理：大分） 負　１－３小川（島原：長崎） ２位

福田　真央 (宮崎日大) 負　怡土（鳥栖工：佐賀）

東　藍丸 (都城西) 負　本村（島原：長崎）

上村　武蔵 (宮崎工業) 勝　大山（樟南：鹿児島） 負　３－５白川（鳥栖工：佐賀）

後藤　純也 (宮崎工業) 負　金子（日本文理：大分）

前原　晟人 (都城西) 勝　深町（鹿屋中央：鹿児島） 勝　木山（玉名工：熊本） 勝　柴山（小倉商：福岡） 負　須田（鳥栖工：佐賀） ２位

田中　大翔 (宮崎日大) 負　饒波（北部農林：沖縄）

鶴　大和 (都城西) 勝　久永（樟南：鹿児島） 勝　植木（島原工：長崎） 負　松原（鳥栖工：佐賀） ３位

内村　旺雅 (宮崎工業) 負　西川（玉名工：熊本）

福田　徹平 (宮崎日大) 負　山田（日本文理：大分）

田原　凌駕 (宮崎工業) 勝　東江（北部農林：沖縄） 負　田島（日本文理：大分）

谷口　歩夢 (日南振徳) 負傷棄権

山下　泰誠 (日向学院) 勝　高山（北部農林：沖縄） 勝　相手棄権 負　野中（小川工：熊本） ３位

水谷　大翔 (福島) 負　中西（玉名工：熊本）

中篠　伴基 (宮崎工業) 負　渡邉（日本文理：大分）

上原　涼介 (日南振徳) 勝　大江（鳥栖工：佐賀） 負　片岡（島原工：長崎） ３位

４７ｋｇ級 兒玉　裕美菜 (宮崎日大) リーグ３位

５０ｋｇ級 東　瑞希 (宮崎農業) リーグ２位

５３ｋｇ級 松田　彩礼 (宮崎農業) リーグ３位

５７ｋｇ級 水谷　こころ (宮崎日大) リーグ２位

６２ｋｇ級 早瀬　和暖 (宮崎農業) リーグ４位

女

１１位　１３６ｋｇ（スナッチ５６ｋｇ・８０ｋｇ）

７３ｋｇ級
１位　２０８ｋｇ（スナッチ９５ｋｇ・ジャーク１１３ｋｇ）

４９ｋｇ級

１２位　１８１ｋｇ（スナッチ８５ｋｇ・ジャーク９６ｋｇ）

８１ｋｇ級
７位　２０５ｋｇ（スナッチ９０ｋｇ・ジャーク１１５ｋｇ）

１１位　１７４ｋｇ（スナッチ７４ｋｇ・ジャーク１００ｋｇ）

５５ｋｇ級

８０ｋｇ級

９２ｋｇ級

１２５ｋｇ級

女

２位　１２２ｋｇ（スナッチ５６ｋｇ・ジャーク６６ｋｇ）

15 レスリング 長崎 6/18～19

男

５１ｋｇ級

５５ｋｇ級

６０ｋｇ級

６５ｋｇ級

７１ｋｇ級

６位　１１４ｋｇ（スナッチ５０ｋｇ・ジャーク６４ｋｇ）

２位　１２８ｋｇ（スナッチ６１ｋｇ・６７ｋｇ）

６位　１１３ｋｇ（スナッチ５５ｋｇ・ジャーク５８ｋｇ）

１位　１９４ｋｇ（スナッチ８６ｋｇ・ジャーク１０８ｋｇ）

２位　１８０ｋｇ（スナッチ８０ｋｇ・１００ｋｇ）

３位　２２３ｋｇ（スナッチ９５ｋｇ・ジャーク１２８ｋｇ）

８位　１８７ｋｇ（スナッチ８１ｋｇ・ジャーク１０７ｋｇ）

４位　２２３ｋｇ（スナッチ１００ｋｇ・１２３ｋｇ）

６位　１８４ｋｇ（スナッチ８４ｋｇ・ジャーク１００ｋｇ）

１２位　１６７ｋｇ（スナッチ７５ｋｇ・ジャーク９２ｋｇ）

１５位　１３１ｋｇ（スナッチ５８ｋｇ・ジャーク７３ｋｇ）

６７ｋｇ級
２位　１９９ｋｇ（スナッチ９６ｋｇ・ジャーク１０３ｋｇ）

記録なし

５５ｋｇ級

13 ウエイトリフティン
グ

熊本 6/18～19

８９ｋｇ級

男

６１ｋｇ級

8 テニス 沖縄 6/18～20

男

シングルス

女

ダブルス
女

４位　２１８ｋｇ（スナッチ９３ｋｇ・ジャーク１２５ｋｇ）



栗林　智也 (延岡学園) 勝　庵地（鹿児島工：鹿児島） 負　松永（福大大濠：福岡） ５位（ベスト８）

西郷　隆道 (延岡学園) 負　伊波（沖縄尚学：沖縄）

大西　弘也 (宮崎日大) 勝　登川（那覇西：沖縄） 負　末次（沖学園：福岡） ５位（ベスト８）

西川　史悠 (延岡学園) 勝　石原（鹿児島水産：鹿児島） 負　秋山（長崎日大：長崎） ５位（ベスト８）

岡田　一輝 (延岡学園) 負　キタイン（済々鼹：熊本）

宮田　輝 (日章学園) 負　兒玉（鹿児島情報：鹿児島）

甲斐　大詩 (延岡学園) 負　深江（長崎南山：長崎）

斉藤　壮馬 (延岡学園) 負　吉井（佐賀北：佐賀）

山神　純汰 (延岡学園) 負　山田（大牟田：福岡）

池田　孝輔 (延岡学園) 負　佐藤（高田：大分）

井手　翔真 (延岡学園) 勝　井上（大分工業：大分） 勝　浦川（東海大星翔：熊本） 勝　甲木（沖縄尚学：沖縄） 負　山城（西日本短：福岡） ２位

楠見　栞希 (延岡学園) 負　若月（国東：大分） ５位（ベスト８）

猪ヶ倉　波音 (日章学園) 勝　香本（鎮西：熊本） 負　冨沢（国東：大分） ５位（ベスト８）

工藤　悠佑 (延岡学園) 負　牧野（九州学院：熊本）

前田　友紀 (小林西) 勝　田中（与勝：沖縄） 負　上村（熊本西：熊本） ５位（ベスト８）

𠮷村　瑞希 (宮崎日大) 負　城戸（大牟田：福岡）

福永　葉子 (宮崎日大) 勝　中村（柳ヶ浦：大分） 勝　山田（熊本西：熊本） 勝　宇井（佐賀商業：佐賀） 勝　大石（柳ヶ浦：大分） １位

柳田　朱里 (日向) 負　吉永（九州学院：熊本）

渡辺　そら (宮崎日大) 勝　伊東（沖縄尚学：沖縄） 負　中田（鹿児島南：鹿児島） ５位（ベスト８）

松榮　桃々 (日章学園) 勝　泰川（沖縄尚学：沖縄） 勝　木下（鳥栖工業：佐賀） 負　本田（敬愛：福岡） ３位

岩見　志都紀 (宮崎日大) 勝　平（国分中央：鹿児島） 負　平原（熊本西：熊本） ５位（ベスト８）

平野　遥 (小林西) 負　鳥越（鹿児島南：鹿児島）

川口　彩絵 (鵬翔) 勝　永野（柳ヶ浦：大分） 負　岩佐（国分中央：鹿児島） ５位（ベスト８）

太田　歌音 (鵬翔) 負　瀧川（鹿児島南：鹿児島） ５位（ベスト８）

岩永　里穂 (宮崎日大) 勝　和才（国東：大分） 負　大多和（敬愛：福岡） ５位（ベスト８）

平石　海葉 (宮崎日大) 負　中野（佐賀商業：佐賀）

邑山　らぶ (日章学園) 負　山口（長崎明誠：長崎）

吉永　万梨亜 (日章学園) 負　佐藤（敬愛：福岡）

生田　佳次郎 (宮崎日大) 勝　後藤（佐伯鶴城：大分） 負　長崎（島原：長崎）

川添　陽翔 (都城東) 勝　柳詰（西日本短大付：福岡） 負　水口（長崎南山：長崎）

横山　冬馬 (日章学園) 勝　福山（熊本二：熊本） 負　林（福大大濠：福岡）

矢野　好輝 (高千穂) 負　北原（三養基：佐賀）

松田　大輝 (鵬翔) 勝　四宮（鹿児島工：鹿児島） 負　飯田（明豊：大分）

増田　神 (都城東) 負　小栁（島原：長崎）

長友　勇志 (高千穂) 負　中尾（九州学院：熊本）

荒木　千葵 (日章学園) 勝　渡久地（昭和薬大付：沖縄） 勝　佐々木（福岡第一：福岡） 負　０－１有川（鹿児島商：鹿児島）

吉野　一花 (宮崎西) 負　堀（杵築：大分）

岩切　美咲 (本庄) 負　仲西（小禄：沖縄）

星野　愛羽 (宮崎日大) 負　池田（中村学女：福岡）

清家　彩来 (高千穂) 勝　今村（必由館：熊本） 勝　土井（龍谷：佐賀） 勝　田之上（鹿児島女：鹿児島） 負　池田（中村学園女：福岡）

太田　珠乃 (日章学園) 勝　一番ヶ瀬（三養基：佐賀） 負　恒松（菊池女：熊本）

西田　彩華 (宮崎日大) 負　寺川（島原：佐賀）

石島　蒼依 (宮崎日大) 勝　金納（福翔：福岡） 勝　加賀（佐世保北：佐賀） 勝　奥（明豊：大分） 負　鈴木（中村学園女：福岡）

中武　萌生 (高鍋) 負　上野（樟南：鹿児島）

若松　聖高 (延岡学園) 決勝進出 順位なし

押方　瑠星 (宮崎南) 決勝進出 順位なし

本田　晴基 (延岡学園) 落選

庄村　直也 (飯野) 落選

大野　倖奨 (宮崎南) 落選

本山　愛菜 (延岡学園) 決勝進出 ２位 ２位

押川　恵彩 (宮崎商業) 落選

大神　氣那 (延岡学園) 落選

甲斐　奈々花 (宮崎日大) 落選

伊地知　愛結 (都城工業) 落選

富永　陸人 (小林西) 勝　田中（東九州龍谷：大分） 勝　新島（樟南：鹿児島）

古小路　心 (延岡工業) 負　樋口（希望ヶ丘：福岡）

下田　航樹 (小林西) 勝　城迫（熊本農業：熊本） 負　中野（樟南：鹿児島）

原口　大静 (鵬翔) 負　中村（諫早農：長崎）

河野　宏輝 (高千穂) 負　勢村（福岡魁誠：福岡）

下田　大樹 (小林西) 勝　松本（長崎鶴洋：長崎） 負　中野（鹿児島実業）

富永　陸人 (小林西) 負　大手（文徳：熊本）

河野　宏輝 (高千穂) 負　松元（鹿児島商業）

下田　大樹 (小林西) 負　石川（希望ヶ丘：福岡）

80kg級

無差別級

18 弓道 福岡 7/2～3

19 相撲 佐賀 7/3 男

男

個人

17 剣道 福岡 7/2～3

男

個人

女

女

１００ｋｇ級

１００ｋｇ超級

女

４８ｋｇ級

５２ｋｇ級

５７ｋｇ級

６３ｋｇ級

７０ｋｇ級

７８ｋｇ級

７８ｋｇ超級

16 柔道 熊本 6/18～19

男

６０ｋｇ級

６６ｋｇ級

７３ｋｇ級

８１ｋｇ級

９０ｋｇ級

100kg級



阪田　龍星 (日章学園) 勝　２－０中尾（唐津南：佐賀） 負　０－２辻（自由が丘：福岡）

串間　太紀 (日章学園) 勝　２－０松茂（コザ：沖縄） 負　０－２石原（八代東：熊本）

中原　海 (日章学園) 負　０－２南本（壇浦：長崎）

瀬戸山　晟大 (佐土原) 負　０－２谷口（武岡台：鹿児島）

池田　実穂 (日章学園) 勝　２－０（那覇国際：沖縄） 負　０－２工藤（諫早商：長崎）

牧野　美涼 (日章学園) 勝　２－０𠮷村（福岡常葉：福岡） 負　０－２今泉（佐賀女：佐賀）

平原　千裕 (宮崎商業) 勝２－０坂本（熊本中央：熊本） 負　０－２永渕（佐賀女：佐賀）

武末　藍 (日章学園) 負　０－２田中（諫早商業：長崎）

井川・松枝 (日章学園) 負　０－２櫻井・南本（壇浦：長崎）

串間・黒島 (日章学園) 負　０－２西村・森阪（壇浦：長崎）

田中・松浦 (日章学園) 勝　２－０上地・上地（那覇国際：沖縄） 負　奥野・懸（壇浦：長崎）

阪田・中原 (日章学園) 負　０－２野田・山下（八代東：熊本）

武末・牧野 (日章学園) 勝　２－０八田・中村（佐賀女子：佐賀） 負　梶原・𠮷村（福岡第一：福岡）

稲葉・川口 (日章学園) 負　０－２宮平・工藤（諫早商：長崎）

平原・瓦田 (宮崎商業) 負　０－２永渕・下村（佐賀女子）

山内・牧野 (日章学園) 勝　２－０金元・眞栄里（糸満：沖縄） 勝　２－１濵地・城戸（福岡常葉：福岡） 負　０－２立石・藤田（諫早商：長崎）

生島　将人 (宮崎第一) 勝　４－１新垣（浦添：沖縄） 勝　５－０岡（柳ヶ浦：大分） 負　０－３永渕（芦北：熊本）

森　隼人 (日南振徳) 負　０－８岩野（真颯館：福岡）

岡野　雄飛 (日章学園) 負　１－３大村（鹿児島城西：鹿児島）

杉本　大河 (宮崎第一) 勝　３－０比嘉（普天間：沖縄） 勝　１－０藤原（大分南：大分） 負　０－２藤塚（東福岡：福岡）

大窪　稼依斗 (日章学園) 負　６－７村野（壇浦：長崎）

政岡　隆雅 (宮崎第一) 勝　７－２石山（芦北：熊本） 負　０－８山口（瓊浦：長崎）

大西　崚太 (宮崎農業) 負　０－８西村（東福岡：福岡）

井﨑　安奏 (宮崎西) 組１位 組２位 組３位 ３位決定戦　３位 ３位

岡野　雄飛 (日章学園) 組８位

森田　陸斗 (宮崎西) 組７位

進　豊 (日章学園) 組７位

俵崎　舞 (高鍋) 負　０－８東郷（博多：福岡）

岩切　雫 (妻) 負　０－３川原（沖縄尚学：沖縄）

池田　光希 (妻) 勝　６－３平井（開新：熊本） 負　０－８梶原（自由ヶ丘：福岡）

柳田　彩佑 (日章学園) 勝　４－２田中（鳥栖：佐賀） 負　０-８城ヶ﨑（鹿児島城西：鹿児島）

橋本　愛梨 (宮崎第一) 勝　７－１杉山（徳之島：鹿児島） 勝　６－０桒原（高田：大分） 負　１－３盛田（佐世保北：長崎）

𠮷岡　徠 (日章学園) 負　２－５白柿（鹿児島城西：鹿児島）

池田　光希 (妻) 組３位 組８位

岩下　雫 (妻) 組７位

松田　もも (延岡) 組４位 組８位

木屋尾　春菜 (宮崎第一) 組７位

遊亀　生琉 (高鍋) 敗者復活戦　落選

日髙　颯太 (妻) 敗者復活戦　準決勝へ 順位決定戦へ ７位 ７位

勢井・岩下 (高鍋) 準決勝進出 決勝へ ４位 ４位

掘田・黒木・金子・大原・川越 (妻) 敗者復活戦　準決勝へ 決勝へ ２位 ２位

鳥原・永田・守田・井上・川路 (高鍋) 準決勝進出 順位決定戦へ ６位 ６位

本部　七海 (高鍋) 準決勝進出 決勝へ １位 １位

髙穂　美月 (日章学園) 敗者復活戦　落選

圖師・清 (妻) 敗者復活戦　準決勝へ 決勝へ ２位 ２位

高畠・小並 (高鍋) 敗者復活戦　準決勝へ 順位決定戦へ ６位 ６位

椎葉・平瀬・稲井・柄本・川田 (高鍋) 敗者復活戦　準決勝へ 順位決定戦へ ８位 ８位

釘宮・瀬戸口・谷口・坂本・新内 (妻) 準決勝進出 順位決定戦へ ５位 ５位

清水　蒼太 (宮崎南) 決勝トーナメント進出 負　５－１５上出（鹿児島南：鹿児島）

松岡　優 (本庄) 落選

浦田　駿之介 (宮崎南) 落選

伊久良　志音 (宮崎南) 落選

黒木　優 (宮崎南) 決勝トーナメント進出 勝　１５－６山口（諫早：長崎） 勝　１４－１３大山（鹿児島南：鹿児島） 勝　１５－１３永松（別府翔青：大分） １位

山本　航士郎 (宮崎南) 決勝トーナメント進出 負　１０－１５今給黎（鹿児島）

青山　剛大 (宮崎南) 決勝トーナメント進出 負　１３－１５島﨑（大分豊府：大分）

藤井　遙人 (本庄) 決勝トーナメント進出 負　８－１５岡村（鹿児島南）

黒木　愛子 (宮崎南) 決勝トーナメント進出 負　１１－１５足立（

緒方　みさき (宮崎南) 落選

南﨑　菜々子 (宮崎南) 落選

年見　花星 (宮崎南) 落選

徳地　彩花 (宮崎南) 決勝トーナメント進出 勝　１５－１１白石（翔陽：熊本） 負　１０－１５足立（別府翔青：大分） ３位決定戦　勝９－８早川（大分豊府） ３位

緒方　みさき (宮崎南) 決勝トーナメント進出 負　１３－１５鍋川原（鹿児島）

池田　知優 (本庄) 決勝トーナメント進出 負　１４－１５後藤（大分豊府：大分）

熊瀬川　慶 (本庄) 決勝トーナメント進出 負　９－１５桐島（玄界：福岡）

４２０級 坂元・野崎・横山 (宮崎海洋) ８位

鳥飼　琳太郎 (宮崎海洋) ２位 ２位

中尾　貴聖 (日南振徳) １２位

吉岡　空良 (宮崎海洋) ２４位

女シングルハンダー級 深江　夏鈴 (日南振徳) ４位 ４位

佐賀 7/2～3

８位

シングルハンダー級

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

かじ付フォア

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

かじ付フォア

女

フルーレ

エペ

サーブル

25 ヨット 宮崎 6/17～19
男

24 フェンシング

男

エペ

サーブル

個人形

女

個人組手

個人形

23 ボート 佐賀 6/18～19

男

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

女

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

男

ダブルス

女

22 空手道 佐賀 7/9～10

男

個人組手

20 バドミントン 大分 6/18～20

男

シングル

女

フルーレ



三宅　那生 (都城工業) ５位

有満　翔大 (都城工業) ９位

山下　琉倭 (宮崎農業) １８位

岩切　崇馬 (宮崎農業) １９位

田中　颯人 (延岡学園) 準々決勝進出 敗退

林　飛碧 (延岡学園) 準々決勝進出 準決勝進出 決勝へ ７位 ７位

和田　侑志 (都城工業) 落選

三宅　那生 (都城工業) 落選

山下　琉倭 (宮崎農業) 落選

２位 ２位

６位 ６位

チームスプリント ６位 ６位

藤村　一磨 (都城工業) １位 １位

村山　健太朗 (都城工業) ８位 ８位

宇戸田　翔空 (延岡学園) １３位

林　飛碧 (延岡学園) 敗者復活戦　準決勝へ ２位 ２位

田中　颯人 (延岡学園) 敗者復活戦　落選

和田　侑志 (都城工業) 失格

屋口　修治 (都城工業) 準決勝進出 ６位 ６位

楠　皓雅 (都城工業) 決勝進出 ９位

栁田　慶士 (延岡学園) 決勝進出 ６位 ６位

屋口　修治 (都城工業) 決勝進出 １位 １位

橋倉　瑠樹吾 (延岡学園) 決勝進出 ７位 ７位

楠　皓雅 (都城工業) 決勝進出 ５位 ５位

宇戸田　翔空 (延岡学園) 敗退

有満　翔大 (都城工業) 決勝進出 ２位 ２位

岩切　崇馬 (宮崎農業) 敗退

藤村　一磨 (都城工業) ４位 ４位

村山　健太朗 (都城工業) ７位 ７位

栁田　慶士 (延岡学園) １５位

三宅　那生 (都城工業) １位 １位

屋口　修治 (都城工業) ３位 ３位

藤村　一磨 (都城工業) １２位

楠　皓雅 (都城工業) １４位

村山　健太朗 (都城工業) ２０位

栁田　慶士 (延岡学園) ２４位

和田　侑志 (都城工業) ３２位

宇戸田　翔空 (延岡学園) ３３位

有満　翔大 (都城工業) ３５位

橋倉　瑠樹吾 (延岡学園) ４４位

林　飛碧 (延岡学園) ４６位

馬﨑　次夢 (延岡学園) 途中棄権

金子　怜央 (延岡学園) 途中棄権

田中　颯人 (延岡学園) 途中棄権

岩切　崇馬 (延岡学園) 途中棄権

山下　琉倭 (延岡学園) 途中棄権

浦山　恵里花 (宮崎農業) ２位 ２位

猪野　志帆 (宮崎農業) ９位

竹中　海羽 (延岡学園) １１位

松元　音乃華 (都城工業) １６位

栁田　萌心 (延岡学園) １７位

久嶋　栞奈 (宮崎農業) ２０位

戸髙　美月 (宮崎農業) ２５位

蕁福　琴音 (都城工業) ２６位

猪野　志帆 (宮崎農業) ６位 ６位

竹中　海羽 (延岡学園) １０位

浦山　恵里花 (宮崎農業) １５位

戸髙　美月 (宮崎農業) １７位

柳田　萌心 (延岡学園) １８位

松元　音乃華 (都城工業) ２３位

久嶋　栞奈 (宮崎農業) ２４位

蕁福　琴音 (都城工業) ２６位

竹中　海羽 (延岡学園) 決勝進出 ４位 ４位

蕁福　琴音 (都城工業) 順位決定戦へ ４位 ４位

久嶋　栞奈 (宮崎農業) 順位決定戦へ ５位 ５位

浦山　恵里花 (宮崎農業) 決勝進出 ２位 ２位

松元　音乃華 (都城工業) 順位決定戦へ ３位 ３位

猪野　志帆 (宮崎農業) ３位 ３位

栁田　萌心 (延岡学園) ６位 ６位

戸髙　美月 (宮崎農業) ７位 ７位

浦山　恵里花 (宮崎農業) ２位 ２位

竹中　海羽 (延岡学園) ５位 ５位

栁田　萌心 (宮崎農業) １１位

猪野　志帆 (宮崎農業) １４位

戸髙　美月 (宮崎農業) 途中棄権

松元　音乃華 (都城工業) 途中棄権

久嶋　栞奈 (宮崎農業) 途中棄権

蕁福　琴音 (都城工業) 途中棄権

４位

３位

長崎

男

個人ロードレース

３位

４位

９位

2kmインディヴィ
デュアルパーシュー
ト

宮崎農業

チームスプリント 都城工業

延岡学園

ケイリン

26 自転車

スクラッチ

個人ロード

都城工業

1ｋｍタイムトライ
アル

５位

4km速度競走

ポイントレース

都城工業

3kmインディヴィ
デュアルパーシュー
ト

チーム・パーシュート
延岡学園

6/17～20

女

５００Mタイムトライアル

スプリント

ケイリン

スクラッチ



ピン級 村上　一成 (日章学園) 負　中山（東福岡：福岡） ３位

ライトフライ級 波多野　陽 (日章学園) 勝　入田（秀岳館：熊本） 勝　根間（陽明：沖縄） １位

フライ級 山下　学人 (日章学園) 勝　川瀬（熊本農業：熊本） １位

ライト級 佐久本　祥吏 (日章学園) 勝　片渕（東福岡：福岡） １位

ライトウエルター級 吉住　将丈 (日章学園) 勝　古賀（高志館：佐賀） １位

ウエルター級 内田　貞助 (日章学園) 勝　堀田（白石：佐賀） １位

ミドル級 宮本　弘大 (日章学園) 負　井上（東海大星翔：熊本） ２位

ピン級 川越　万葉 (日章学園) 負　竹中（東海大星翔：熊本） ３位

ライトフライ級 高田　泰我 (日章学園) 勝　尾前（鹿児島工業：鹿児島） １位

フライ級 林　賢新 (日章学園) 勝　竹添（鹿児島城西：鹿児島） １位

バンタム級 圖師　安蓮 (日章学園) 勝　安部（大分工業：大分） １位

ライト級 奈須　海里 (日章学園) 負　森尾（九州学院：熊本） ２位

ライトウェルター級 宮本　大輝 (日章学園) 勝　宮本（東海大星翔：熊本） １位

ミドル級 椎葉　龍久 (日章学園) 勝　仲本（開新：熊本） １位

フェザー級 盛田　夢莉 (日章学園) 負　嶋田（大分工業：大分） ３位

バンタム級 堤　梨菜 (日章学園) 負　國府（開新：熊本） ２位

伊藤　稀琳 (鵬翔) 落選

清水　くれあ (宮崎学園) 落選

川添　瑠香 (宮崎南) 落選

長嶺・伊藤 (鵬翔) 負　平安名・泉水（首里：沖縄）

横倉・川添 (宮崎南) 負　白石・河津（玖珠美山：大分）

内村・堂領 (都城工業) ３位

水久保・多田 (都城) ５位

海老原・栗山 (都城) ６位

小玉（仁）・小玉（侍） (都城) ７位

朝倉　仁 (都城工業)

金井　想和 (延岡工業)

栁田　智光 (延岡工業)

小玉　凌士 (都城)

小玉・山﨑 (都城) 優勝

田中・豐丸 (都城) ６位

岩崎・平野 (都城) ８位

小玉　智穂 (都城) ４位

松山　楓恋 (都城)

小牧　星来 (都城)

錦織　秀太 (宮崎大宮) 準決勝進出 落選

柿本　優斗 (宮崎大宮) 準決勝進出 落選

村橋　慶太郎 (宮崎大宮) 準決勝進出 決勝進出 １位 １位

木元　丈 (宮崎大宮) 準決勝進出 落選

村橋・柿本 (宮崎大宮) 決勝進出 １位 １位

岩屋・大口 (宮崎工業) 準決勝進出 落選

錦織・宮永 (宮崎大宮) 準決勝進出 決勝進出

カヤックフォア 村橋・柿本・錦織・宮永 (宮崎大宮) 決勝進出 １位 １位

亀長　翔亜 (宮崎工業) 決勝進出 ３位 ３位

中村　真一郎 (宮崎商業) 準決勝進出 １位 １位

西　良偉 (宮崎工業) 準決勝進出 ４位 ４位

福島　悠斗 (宮崎商業) 決勝進出

溝口・日髙 (宮崎大宮) 決勝進出 ２位 ２位

亀永・川越 (宮崎工業) 決勝進出 ３位 ３位

福島・中村 (宮崎商業) 決勝進出 １位 １位

溝口・日髙・戸髙・宇田津 (宮崎大宮) 決勝進出 １位 １位

福島・中村・髙妻・長友 (宮崎商業) 決勝進出 ２位 ２位

若松　澪 (宮崎商業) 準決勝進出

村橋　穂香 (宮崎商業) 決勝進出 ３位 ３位

奈須　天希 (宮崎商業) 決勝進出 １位 １位

鳥原　菜奈美 (宮崎商業) 準決勝進出 ２位 ２位

奈須・村橋 (宮崎商業) 決勝進出 １位 １位

若松・鳥原 (宮崎商業) 決勝進出 ２位 ２位

夏井・野崎 (宮崎商業) 準決勝進出

奈須・村橋・若松・鳥原 (宮崎商業) 決勝進出 １位 １位

今井・米澤・清水・西村 (宮崎商業) 決勝進出 ２位 ２位

ボクシング 大分 6/24～26

Ａ

パ
ー

ト

女

Ｂ

パ
ー

ト

男

１位

６位

８位

４位

カヤック
シングル

カヤック
ペア

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ

予選落ち

予選落ち

予選落ち

予選落ち

カナディアンフォア

単独演武(自由)

３位

５位

６位

７位

女

カヤック
シングル

カヤックフォア

単独演武(自由)

男

女

組演武(自由・規定)

カヤックペア

カﾅディアン
シングル

30 カヌー 長崎 6/18～19

29 少林寺拳法 鹿児島 6/18～19

28 なぎなた 大分 6/19 女

予選落ち

予選落ち

組演武(自由・規定)

個人試合

個人演技

27


