
1h28九州大会

平成２８年度 九州高等学校体育大会県選手記録 (　個人戦成績は3位以内記述　)

競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

陸上競技 ◆男子 5000ｍ 1位 小野　知大 鶴崎工業 14分27秒46 1位

(九州新人) ◆男子  ８種競技 2位 安部　将人 杵築 総合ポイント4871 2位

◆女子 ４００ｍ 1位 仲道  彩音 大分西 55秒94 1位

◆女子  ４×4００ｍリレー 2位 大分西(吉高・吉野・宮川・仲道) 57秒12 1位

◆女子  棒高跳 2位 乙津　彩乃 大分西 3m10 2位

◆女子  三段跳 3位 金子　史絵奈 大分西 11m76 3位

◆女子  円盤投 2位 野上　優愛 大分雄城台 39m82 2位

◆女子  ﾊﾝﾏｰ投 3位 杉本　綾音 大分雄城台 39m28 3位

陸上競技 ◆男子８００ｍ 3位 清松　拓真 楊志館  1分53秒81

（北九ﾌﾞﾛｯｸ） ◆男子８００ｍ 1位 加藤  健吾 楊志館  1分51秒88 １位

◆男子１５００ｍ 1位 ベヌエル　モゲニ 大分東明 3分52秒16 １位

◆男子  ５０００ｍ 1位 ベヌエル　モゲニ 大分東明 14分23秒13 １位

◆男子  ５０００ｍ 2位 伊東  颯汰 大分東明 14分45秒14

◆男子  ４００ｍハードル 1位 杉山  孟示 大分雄城台     52秒60 １位

◆男子  ４００ｍハードル 2位 岐部　大也 大分舞鶴     54秒00

◆男子  棒高跳 3位 松崎  央雅 楊志館 4ｍ10

◆男子  三段跳 1位 三浦  崇太郎 大分舞鶴 15ｍ00 １位

◆男子  砲丸投 2位 長木　勇真 国東 15ｍ18

◆男子  円盤投 2位 長木　勇真 国東 40ｍ28

◆男子  やり投 3位 梅木　凌佑 大分雄城台 59ｍ29

◆男子  やり投 2位 山路　謙成 大分豊府 59ｍ12

◆男子  トラック総合 2位 大分東明 17点

◆男子  フィールド総合 ３位 国東 10点

◆女子  １００ｍ 1位 都甲  留愛 大分舞鶴 12秒33 1位

◆女子  １００ｍ 2位 大平　穂乃佳 大分舞鶴 12秒37

◆女子 ２００ｍ 3位 兒玉　芽生 大分雄城台 25秒70

◆女子  ２００ｍ 1位 大平　穂乃佳 大分舞鶴 25秒36 1位

◆女子  １５００ｍ 1位 工藤　杏華 大分西 4分21秒19 1位

◆女子  １５００ｍ 2位 マータ　モカヤ 大分東明 4分22秒87

◆女子  ３０００ｍ 1位 工藤　杏華 大分西  9分19秒77 1位

◆女子  ３０００ｍ 3位 マータ　モカヤ 大分東明  9分27秒00

◆女子  ４×１００ｍリレー 1位 47秒29 1位

◆女子  ４×４００ｍリレー 2位  3分52秒92

◆女子  走幅跳 3位 宮地  海希 佐伯鶴城 5ｍ65

◆女子  総合 2位 大分舞鶴 23点

◆女子  トラック総合 1位 大分舞鶴 23点 1位

◆女子  トラック総合 2位 大分西 19点

駅　伝 ◆男子  総合 １位　　 １位

２時間０７分３４秒

◆男子  総合 ６位 鶴崎工業 ２時間09分15秒

◆男子  総合 １６位 日本文理大附 ２時間１５分０５秒

◆男子  区間賞 １位 （１区） 小野　知大 鶴崎工業 29分41 １位

◆男子  区間賞 １位 （4区） ﾍﾞﾇｴﾙﾓｹﾞﾆ 大分東明 23分40 １位

◆女子  総合 ６位 大分西 １時間１０分０４秒

◆女子  総合 １２位 大分東明 １時間１１分２５秒

◆女子  総合 ２１位 日本文理大附 １時間１６分２５秒

体操 ◆男子  団体総合 6位 合計得点 205.55

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒

37.600 33.100 30.250 38.350 32.350 33.900

◆女子  団体総合 3位 合計得点 137.700

跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか

37.350 28.550 34.900 36.900

新体操 ◆男子  団体 6位 9.850

◆女子  団体 2位　　　　　　　別府鶴見丘（日名子,穴見,荒金,多田,藤澤,西林）　決定点 13.5

◆女子  個人 2位 日名子　蓮 別府鶴見丘 合計点 22.550

クラブ 11.450 リボン 11.100

大分舞鶴（竹下,松屋,都甲,大平）

大分西（吉高,山﨑,金子,仲道）

杵築（安東,神田,木村(颯),古野）

大分西（合澤,大原,濱村,土屋）

日出総合(四井､加藤､堀､横山､川野､北野)　　　決定点

大分東明　(伊東颯汰･麻生樹･久綱一輝･ﾍﾞﾇｴﾙﾓｹﾞﾆ･木付琳･熊谷奨･松岡涼真)
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競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

競泳 ◆男子　1500m自由 2位 川野　誠悟 大分上野丘 16分25秒68

◆男子100m平泳 2位 浅井　拓実 大分雄城台 1分03秒78

◆男200m平泳 2位 浅井　拓実 大分雄城台 2分15秒99

◆男子100mﾊﾞﾀ 2位 松尾　真理 大分雄城台 56秒33

◆男子200mﾊﾞﾀ 2位 松尾　真理 大分雄城台 2分05秒43

◆男子200m個人ﾒﾄﾞﾘﾚｰ 3位 伊東　裕貴 別府青山･別府翔青 2分06秒84

◆女子100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 2位 武信　ちひろ 中津北 1分02秒90

飛込 ◆女子  個人飛板飛込　決勝 1位 1位

◆女子  個人高飛込　決勝 1位 1位

水球 2回戦     大分商業 10 － 3 福岡工業

3回戦     大分商業 8 － 2 宮崎工業

決勝 大分商業 9 － 5 鹿児島南 1位

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ◆男子１回戦    大分舞鶴 83 － 56 前原(沖縄)

◆男子２回戦    大分舞鶴 60 － 91 福大大濠

◆男子１回戦    日田 53 － 110 興南(沖縄)

◆女子1回戦    大分商業 70 － 79 小林(宮崎)

◆女子1回戦    中津北 53 - 67 精華女子(福岡)

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ◆男子予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ   大分工業 敗退

◆男子決勝ﾄｰﾅﾒﾝ１回戦     別府鶴見丘 2 0 九州産業(福岡)

◆男子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦     別府鶴見丘 1 2 鹿児島城西

◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦     東九州龍谷 2 0 鹿児島女子

◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ3回戦     東九州龍谷 2 0 西短大附(福岡)

◆女子決勝  東九州龍谷 2 0 九州文化(長崎) 1位

◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦     臼杵 0 2 博多女子(福岡)

卓球 ◆男子  学校対抗１回戦 明豊 3 1 都城商業(宮崎)

◆男子  学校対抗２回戦 明豊 3 0 北陵(佐賀)

◆男子  学校対抗３回戦 明豊 3位 0 3 希望が丘(福岡)

◆男子  学校対抗１回戦 中津東 0 3 瓊浦(長崎)

◆女子  学校対抗１回戦 明豊 3 0 普天間(沖縄)

◆女子  学校対抗2回戦 明豊 2 3 慶誠(熊本)

◆女子  学校対抗２回戦  東九州龍谷 0 3 日南学園(宮崎)

◆男子  　個人　　入賞者無し

◆女子  ダブルス準決勝 関谷・小島（明豊） 4位 1 3 柴田・岩越(希望が丘:福岡）

◆女子  シングルス準決勝 小島　叶愛（明豊） 4位 1 3 松岡優香(慶誠:熊本)

◆女子  シングルス決勝 柴田優花（明豊） 1位 3 2 松岡優香(慶誠:熊本) 1位

ｿﾌﾄﾃﾆｽ ◆男子  団体　 大分商業（衛藤･垣迫,山本･松久,松山･江藤）

　1回戦 大分商業 2 1 東福岡

　2回戦 大分商業 1 2 塩田工業(佐賀)

　1回戦 中　津　東 1 2 鹿児島商業

◆女子  団体　 大分商業（井上･姫野,安部･河野,伊藤･藤沢） 金沢学院（石川）

　1回戦 大分商業 2 1 鹿児島女子

　2回戦 大分商業 0 2 佐賀清和(佐賀)

　1回戦 明豊 1 2 尚　糸同(熊本)

◆男子  個人　　　入賞者無し

◆女子  個人　　　4回戦 渡辺舞華･渡辺奈々恵（明豊） 3 4 大河原･上田（尚糸同:熊本）

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ ◆男子 1回戦   大分雄城台 30 20 鹿児島工業

◆男子 2回戦   大分雄城台 23 31 興南(沖縄)

◆男子 1回戦   大分 34 16 コザ(沖縄)

◆男子 2回戦   大分 42 25 小林秀峰

◆男子 準決勝   大分 22 21 瓊浦(長崎)

◆男子　決勝   大分 30 27 興南(沖縄) 1位

◆女子 　1回戦   大分 22 25 浦添商業

◆女子 　1回戦   大分鶴崎 27 20 小林秀峰

◆女子 　2回戦   大分鶴崎 25 28 城北

ｻｯｶｰ ◆男子　１回戦    中津東 4 0 普天間(沖縄)

◆男子　２回戦    中津東 0 2 長崎総合科学大付属

◆男子　１回戦    情報科学 1 15 東福岡

潤間　陽波乃（別府青山･翔青）

潤間　陽波乃（別府青山･翔青）
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競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

◆女子　１回戦    柳ケ浦 2 1 宮崎日本大学附属

◆女子　２回戦    柳ケ浦 0 2 鎮西学院(長崎)

ラグビー ◆男子　2位ﾌﾞﾛｯｸ1回戦    大分東明 12 - 36 東海大福岡

◆男子　1位ﾌﾞﾛｯｸ1回戦    大分舞鶴 26 - 5 鹿児島工業

◆男子　1位ﾌﾞﾛｯｸ2回戦    大分舞鶴 0 - 80 東福岡 3位

ソフトボール ◆男子　1回戦    日田林工 0 - 15 日向工業(宮崎)

◆男子　1回戦    大分東 1 - 0 筑紫台(福岡）

◆男子21回戦    大分東 1 - 4 熊本工業

◆女子　1回戦    佐伯豊南 1 - 3 福岡中央

◆女子　1回戦    大分南 6 - 0 知念(沖縄)

◆女子　2回戦    大分南 1 - 3 九州文化(長崎)

相撲 ◆男子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 日田林工 　（梅木,佐田,田中,穴井,岩元） 2勝10得点

◆男子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ準々決勝　　3位 日田林工 2　　対　　3 文徳(熊本) 3位

◆男子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 中　津　東 1勝5得点

◆   個人予選 入賞者無し

柔道 ◆男子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 国東　（近藤,佐藤,和泉川,中島,高橋） 1勝1分

◆男子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 柳ケ浦 1勝2敗

◆女子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 大分西 2敗1分

◆女子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 　国　東 3敗

◆男子　個人　入賞者無

◆女子　個人  ５２kg級 3位 畑田　雪菜(柳ｹ浦)　　×　　－ ○　横四方固 藤原七海(修猷館:福)

剣道 ◆男子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 三重総合 1勝2敗

◆男子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 明　豊 1勝2敗

◆女子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 三重総合 １勝1敗１分

◆女子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 日　田 １勝1敗１分

◆男子  個人 入賞者無し

◆女子  個人 入賞者無し

弓道 ◆男子  団体　予選　　 大分雄城台 16中　　予選敗退

◆男子  団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦　　 日田 9 17 妻(宮崎)

◆女子  団体　予選　　 日田 21中　　予選敗退

◆女子  団体　予選　　 竹田 21中　　予選敗退

◆男子女子個人　 入賞者無し

登山 ◆男子　【鹿児島霧島】 10位 竹田 89,8

◆男子　【鹿児島霧島】 13位 別府鶴見丘 84,3

◆女子　【鹿児島霧島】 3位 竹田 91,3

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ◆男子  学校対抗１回戦  0 3 自由ケ丘(福岡)

◆男子  学校対抗1回戦  大分西 0 3 南風原(沖縄)

◆女子  学校対抗０回戦  別府鶴見丘 1 3 佐賀女子

◆女子  学校対抗１回戦  1 3 福岡常葉

◆男子  個人　ｼﾝｸﾞﾙ・ﾀﾞﾌﾞﾙ 入賞者無し

◆女子  個人　ｼﾝｸﾞﾙ・ﾀﾞﾌﾞﾙ 入賞者無し

ﾎﾞｰﾄ ◆男子  舵手つきクォドルプル 3位　 日田（伊藤､中島､諌山､秋吉､野口） 3分20秒00

◆女子  舵手つきクォドルプル 2位 日田三隈（佐藤､村岡､鈴木､上田､古賀） 3分42秒65

◆男子  ダブルスカル 1位 日田三隈（栗山､佐藤） 3分25秒35 1位

◆女子  ダブルスカル 2位 日田三隈 3分55秒49

◆男子  シングルスカル 3位 畠山　和也(津久見海洋科学校) 3分47秒77

◆女子  シングルスカル 2位 梶原　麻美（日田三隈） 4分22秒76

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 3位 日本文理大附 （浜崎､日高､阿部､西､大浜､高瀬､武藤）

◆男子  学校対抗１回戦  日本文理大附 6 対 1 鹿島実業(佐賀）

◆男子  学校対抗２回戦  日本文理大附 4 対 3 北部農林(沖縄)

◆男子  学校対抗３回戦  日本文理大附 3 対 4 玉名工業(熊本)

◆男子  学校対抗１回戦  津久見 1 対 6 小倉商業(福岡)

◆男子６６kg級 3位 西　海静 日本文理大附属

◆男子 ７４kg級 3位 大濵　裕騎 日本文理大附属

◆男子 ９６kg級 2位 渡邉　大智 日本文理大附属

◆男子１２０kg級 3位 武藤　翔吾 日本文理大附属

テニス 3位 大分舞鶴　（田口･浅田､横尾､河内）

◆男子  団体1回戦 大分舞鶴 3　―　0 普天間(沖縄)

大分西（鈴木･福田,崎尾･伊藤,鈴木）

別府鶴見丘（和田･浅井,梶原･藤原,菅）
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競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

◆男子  団体2回戦 大分舞鶴 2　―　0 長崎北陽台

◆男子  団体3回戦 大分舞鶴 0　―　2 海星(長崎)

◆男子 3位決定戦 大分舞鶴 1　―　2 鳳凰(鹿児島)

◆男子  団体2回戦 別府青山 0　―　3 沖縄尚学

◆女子  団体１回戦 大分舞鶴 0　―　3 鳳凰(鹿児島)

◆女子  団体１回戦 福徳学院　（武本･中島､武藤､内田） 3　―　0 普天間(沖縄)

◆女子  団体２回戦 福徳学院　（武本･中島､武藤､内田） 0　―　2 宮崎商業

自転車 ◆男子  ４kmチーム・パーシュート ２位　 日出総合 4分31秒648

◆男子  ４kmチーム・パーシュート 9位　 別府商業･翔青 4分51秒835

◆男子  １kmタイム・トライアル 1位 甲斐　俊祐 別府商業･翔青 1位

◆男子  ポイント・レース 2位 中山　駿 日出総合

◆男子  ポイント・レース 3位 長松　大祐 別府商業・翔青

◆男子  ４km速度競走 1位 長松　大祐 別府商業・翔青 １位

◆男子  スクラッチ 3位 長松　空吾 別府商業・翔青

◆男子  スプリント 1位 甲斐　俊祐 別府商業・翔青 １位

◆男子  チーム・スプリント １位　　別府商業･別府翔青（田仲､甲斐､長松大）　 1分18秒204 １位

◆男子  チーム・スプリント 8位　　日出総合 1分28秒016

◆男子  ケイリン 3位 丸山　直人 日出総合

◆男子  総合 3位 別府商業･別府翔青

◆男子  総合 6位 日出総合

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ◆男子　バンタム級Ａﾊﾟｰﾄ   3位 薬師寺龍星 鶴崎工業

◆男子　フライ級Ａ ﾊﾟｰﾄ  3位 松尾　空悟 鶴崎工業

ホッケー ◆男子 予選リーグ　　 　玖珠美山　 2勝

◆男子 決勝戦 2位 　玖珠美山　 0　―　2 伊万里商業

◆女子 予選リーグ　　 　玖珠美山　 2敗

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆５３kg級トータル 2位 冨高　廉真 大分工業 スナッﾁ　70 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ　90

◆５６kg級トータル 2位 砂山　知大 宇佐 スナッﾁ　84 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ　103

◆５６kg級トータル 3位 松木　優也 国東 スナッﾁ　84　 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ　93

◆６２kg級トータル 1位 後藤　太雅 大分工業 スナッﾁ　102 1位

◆７７kg級トータル 3位 安東　大輝 大分工業 スナッﾁ　100 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ　121

◆団体得点 2位 大分工業 32点

◆団体得点 11位 杵築 12点

ヨット ◆男子 総合 4位 別府青山 81点

◆男子 総合 13位 津久見海洋科学 172点

◆男子 総合 14位 別府翔青 177点

◆男子  ＦＪ級 1位 別府青山 工藤､小野田､河野 1位

◆男子  ４２０級 3位 別府青山 岩下､緒方

◆女子 総合 1位 別府青山 42点 1位

◆女子 総合 2位 別府翔青 55点

◆女子  ＦＪ級 3位 別府青山 平野､清水､多比良､岡部 14点

◆女子 ｼｰｯﾎｯﾊﾟｰ級SR 3位 祝出えいみ 別府青山 15点

◆女子  ４２０級 3位 別府青山 白石､山下、釜口 13点

ﾌｪンシング ◆男子  フルーレ 1位 石井　　魁 別府翔青 1位

◆男子  フルーレ 2位 上野　優斗 別府翔青

3位 瓜生　　陽 別府翔青

◆男子  エペ 1位 伊野　蒼汰 大分豊府 1位

◆男子  サーブル 1位 上野　優斗 別府翔青 1位

◆女子  フルーレ・エペ・サーブル 入賞者無し

◆男子  学校対抗1回戦  別府翔青　（上野、瓜生、石井） 5　-　0 長崎工業

◆男子  学校対抗2回戦  5　-　0 玄海(福岡)

◆男子  学校対抗決勝  5　-　0 翔陽（熊本） １位

◆女子  学校対抗1回戦  大分豊府　（伊藤、西村、丸山） 5　-　0 開新(熊本)

◆女子  学校対抗2回戦  1　-　5 佐賀商業

◆女子  3位決定戦 4位 4　-　5 諫早商業(長崎)

カヌー ◆男子ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 1位 高田(小田原涼､桑原響) 1位

◆男子ｶﾔｯｸﾌｫｱ 1位 高田(小田原涼､桑原響、松成隼斗､清國達矢) 1位

◆男子ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ 3位 高田(岩男凌､酒井駿､金丸慎平､野上直人)

◆女子ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 3位 綿貫、田嶋 大分舞鶴

ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ　120
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◆女子ｶﾔｯｸﾌｫｱ 3位 大分舞鶴（蔭山,甲斐,田嶋,綿貫)

◆男子総合成績 3位 高田

◆女子総合成績 2位 大分舞鶴

なぎなた ◆ 団体決勝トーナメント１回戦 福徳学園 1　-　0 熊本西

◆ 団体決勝トーナメント決勝 〇　代表戦× 首里（沖縄） 1位

◆　個人試合 3位 大野　涼香(福徳学院)

◆　個人　演技 3位 川野・名和（大分西）

ｱｰﾁｪﾘｰ ◆男子  団体 ５位 大分東明（堀、浦田、福山、西山）

◆女子  団体 ５位 大分東明（原田、清水、筒井、後藤）

◆男子 　個人　　入賞者無し

◆女子 　個人　　 2位 秋好　星来(別府溝部学園)

空手道 ◆男子  団体組手１回戦柳ヶ浦　（軸丸、杉安、安達、佐藤、芳賀） 3　-　2 九州学院(熊本)

◆男子  団体組手２回戦柳ヶ浦 3　-　2 長崎日本大学附属

◆男子  団体組手３回戦柳ヶ浦 2(9)-2（10） 博多(福岡)

◆男子  団体組手１回戦高　田 1　-　4 宮崎第一

◆女子  団体組手１回戦大分南　（小手川、安達、那賀、米田、姫野） 2　-　3 首里(沖縄)

◆女子  団体組手１回戦高田 3　-　0 佐賀北

◆女子  団体組手２回戦高田 2　-　3 熊本マリスト

◆男子/女子　  個人組手・形　　　　入賞者無し

少林寺拳法 ◆女子  団体演武 4位 玖珠美山（陶山,小畠,河野,中霜,吉住,戸川,甲斐,溝口

◆女子  個人/単独演武・組演武　　　入賞者無し


