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平成３０年度 九州高等学校体育大会県選手記録 (　個人戦成績3位以上の記述　)

競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

陸上競技 ◆男子５000ｍ 2位 遠入　剛 大分東明 14分22秒85

(九州新人) ◆男子  走幅跳 1位 小畑　葵 佐伯鶴城 7ｍ16 1位

◆男子  棒高跳 2位 宮本　幸輝 大分西 4ｍ70

◆女子1００ｍ 3位 加藤　汐織 大分雄城台 12秒20

◆女子200ｍ 2位 河野　愛莉 大分雄城台 24秒98

◆女子200ｍ 1位 加藤　汐織 大分雄城台 24秒91 1位

◆女子400ｍ 2位 髙野　七海 大分 57秒07

◆女子800ｍ 3位 吉良　瑞希 大分舞鶴 2分15秒07

◆女子  ３０００ｍ 3位 磯部　涼美 大分東明 9分20秒80

◆女子400ｍＨ 2位 髙野　七海 大分 1分01秒20

◆女子４×１００ｍリレー 大分雄城台 47秒43

◆女子4×４00ｍリレー 大分雄城台 3分51秒51

◆女子棒高跳 1位 金子　絵美里 大分西 3m50 1位

◆女子  円盤投 1位 奈須　貴子 大分雄城台 44m31 1位

◆女子  ﾊﾝﾏｰ投 2位 中村　ののか 大分雄城台 46m78

◆女子  ヤリ投 3位 杉田　萌依 佐伯鶴城 42m36

◆女子  学校得点　総合 1位 大分雄城台 42点 1位

◆女子  学校得点　トラック 1位 大分雄城台 31点 1位

陸上競技 ◆男子800ｍ 2位 佐藤　奎斗　 鶴崎工業 1分53秒80
（北九ﾌﾞﾛｯ
ｸ）

◆男子１５００ｍ 1位 ベヌエル　モゲニ 大分東明 3分49秒56 1位

◆男子５000ｍ 1位 ベヌエル　モゲニ 大分東明 13分50秒06 1位

◆男子3000ｍSC 1位 ダンカン　キサイサ 大分東明 9分00秒35 1位

◆男子  棒高跳 1位 宮本　幸輝 大分西 4ｍ60 1位

◆男子  走幅跳 2位 小畑　葵 佐伯鶴城 7ｍ04

◆男子  ヤリ投 3位 疋田　直輝 佐伯鶴城 61m33

◆男子  八種競技 ３位 麻生　裕紀 大分雄城台 ５２１２点

◆男子  学校得点　フィールド ３位 佐伯鶴城 9点

◆男子  学校得点　混成 ３位 大分雄城台 ４点

◆女子1００ｍ 1位 加藤　汐織 大分雄城台 12秒20 1位

◆女子200ｍ 1位 大塚　美穂 大分西 24秒92 1位

◆女子200ｍ 3位 加藤　汐織 大分雄城台 25秒12

◆女子1500ｍ 2位 メアリー　ムイタ 大分東明 4分18秒35

◆女子  ３０００ｍ 1位 マータ　モカヤ 大分東明 8分52秒81 1位

◆女子  ４×１００ｍリレー 3位　　　　　　大分雄城台（田中、加藤、神徳、新名） 47秒40

◆女子  棒高跳 2位 乙津　彩乃 大分西 3m80

◆女子  棒高跳 3位 山本　亜希 大分西 3m70

◆女子  砲丸投げ 1位 大谷　夏稀 大分雄城台 13m50 1位

◆女子  円盤投 2位 奈須　貴子 大分雄城台 41m79

◆女子  ﾊﾝﾏｰ投 2位 中村　ののか 大分雄城台 46m33

◆女子  ヤリ投 3位 亀井　桜 別府鶴見丘 43m05

◆女子  学校得点　総合 1位 大分雄城台（ﾌｨｰﾙﾄﾞ１６点２位） 29.5点 1位

駅　伝 ◆男子  総合 ２位　　 大分東明 ２時間０５分３５秒

◆男子  総合 ９位 鶴崎工業 ２時間０９分０４秒

◆男子  総合 ２２位 日本文理大附 ２時間２３分１０秒

◆女子  総合 ２位 大分東明 １時間０８分４３秒

◆女子  総合 １１位 大分西 １時間１３分０５秒

◆女子  総合 ２４位 藤蔭 １時間２４分５７秒

◆男子  区間賞 ４区―ﾍﾞﾇｴﾙ・ﾓｹﾞﾆ　(大分東明)

◆女子  区間賞 ５区―　マータ・モカヤ(大分東明)　・　２区―磯部　涼美(大分東明)

体操 ◆男子  団体総合 6位 杵　築　（古野、岡崎、浦松、上田） 合計得点　―187.00

◆女子  団体総合 --

新体操 ◆男子  団体

◆女子  団体 1位　　　別府鶴見丘　 合計得点―15.35 １位

◆女子  個人 3位 伊藤陽菜子(別府鶴見丘)　ﾎﾞｰﾙ２位/ﾌｰﾌﾟ２位 24.0点

2位　　　　久保・加藤・河野・新名

2位　　　　野上・河野・江藤・加藤



2九州大会2019/1/22

競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

競泳 ◆男子　100m自由 1位 田中　大寛 別府翔青 50秒75 1位

◆男子　100m自由 3位 菅野　遼 佐伯鶴城 51秒54

◆男子　200m自由 1位 田中　大寛 別府翔青 1分50秒79 1位

◆男子　200m自由 2位 菅野　遼 佐伯鶴城 1分53秒50

◆男子　100m背泳ぎ 2位 御手洗大心 佐伯鶴城 58秒29

◆男子　400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 3位 佐伯鶴城(御手洗、三ﾂ股、東、菅野) 3分54秒32

飛込 ◆男子  個人飛板飛込　 1位 山本　馨（別府翔青） 650.60点 1位

◆男子  個人飛板飛込　 2位 江藤　眞透（杵　築） 633.30点

◆男子  個人高飛込 1位 山本　馨（別府翔青） 631.00点 1位

◆男子  学校得点 1位　　別府翔青　　　16点 2位　　杵築　　　　　　7点 1位

◆女子   個人飛板飛込 1位 漆間　陽波乃（別府翔青） 515.40点 1位

◆女子  個人高飛込　 1位 漆間　陽波乃（別府翔青） 525.00点 1位

◆女子  学校得点 1位 別府翔青 16点 1位

水球 1回戦     大分商業 5 － 16 福岡工業

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ◆男子１回戦    大分舞鶴 ６0 － 72 東海星翔(熊本)

◆男子１回戦    藤蔭 81 － 87 佐賀北(佐賀)

◆女子1回戦    藤蔭 85 － 53 鹿児島女子(鹿児島)

◆女子2回戦    藤蔭 60 - 90 精華女子(福岡)

◆女子1回戦    中津北 91 - 70 鹿児島純心(鹿児島)

◆女子2回戦    中津北 61 - 73 東海大福岡(福岡)

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ◆男子予選グループ戦   大分南 / 別府鶴見丘 敗退

◆女子予選グループ戦      大分商業 敗退

◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦     東九州龍谷 2　－ 0 誠修（福岡）

◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ3回戦     東九州龍谷 2　－ 0 創成館（長崎）

◆女子決勝  1位 東九州龍谷 2　－ 1 九州文化(長崎) 1位

卓球 ◆男子  学校対抗１回戦 明豊 3　－ 0 日南学園(宮崎)

◆男子  学校対抗２回戦 明豊 3　― 0 慶誠(熊本)

◆男子  学校対抗３回戦 明豊 3　－ 1 鎮西学院(長崎)

◆男子  学校対抗決勝戦 2位 明豊 2　－ 3 希望が丘(福岡)

◆男子  学校対抗１回戦 別府溝部学園 1　－ 3 瓊浦(長崎)

◆女子  学校対抗１回戦 明豊 3　－ 0 那覇(沖縄)

◆女子  学校対抗2回戦 明豊 3　－ 1 慶誠(熊本) 　　

◆女子  学校対抗3回戦 明豊 3　― 0 日南学園(宮崎)

◆女子  学校対抗決勝戦 2位 明豊 0　－ 3 希望が丘(福岡)

◆女子  学校対抗1回戦  別府溝部学園 0　－ 3 希望が丘(福岡)

◆男子個人ﾀﾞﾌﾞﾙｽ準決勝戦 3位　中村・岩間(明豊) 1　－ 3 松下・徳村(宮崎商業)

◆女子個人ﾀﾞﾌﾞﾙｽ決勝戦 ―

◆男子個人ｼﾝｸﾞﾙｽ準決勝　　 2位　近藤　蓮(明豊) 1　－ 3 刘　　念(日向学園:宮崎)

◆女子個人 シングルス準決勝 3位　中園　涼花(明豊) 1　― 3 永道麻依加(希望が丘)

ｿﾌﾄﾃﾆｽ ◆男子  団体　1回戦 大分商業 1　－ 3 延岡学園（宮崎）

◆男子  団体　1回戦 中津東 0　－ 3 西陵(長崎)

◆男子  個人 ―

◆女子  団体　1回戦 大分商業 2　－ 1 諫早商業(長崎）

　　　2回戦 大分商業 1　－ 2 指宿商業（鹿児島)

◆女子  団体　1回戦 明豊 3　－ 0 名護(沖縄)

　　　2回戦 明豊 2　－ 0 博多女子(福岡)

　　　準決勝戦 明豊 2　― 0 延岡学園（宮崎）

　　　決勝戦 2位 明豊 0　― 2 中村学園女（福岡)

◆女子  個人準決勝戦 3位 廣末・河野(大分商) 1　－ 4 原口･久保(中村学園女)

◆女子  個人準決勝戦 3位 岩倉・古田(明豊) 0　－ 4 谷水・隈元(中村学園女)

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ ◆男子 1回戦   大分雄城台 30　－ 19 国分中央(鹿児島）

◆男子 2回戦   大分雄城台 25　－ 20 熊本国府(熊本)

◆男子 3回戦   大分雄城台 22　－ 12 那覇西(沖縄)

◆男子 決勝戦   1位 大分雄城台 26　－ 20 興南(沖縄) 1位

◆男子 1回戦   大分 30　－ 28 九州産業(福岡)

◆男子 2回戦   大分 26　－ 14 熊本ﾏﾘｽﾄ学園(熊本)
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◆男子 3回戦   3位 大分 26　－ 27 興南(沖縄)

◆女子 　1回戦   大分 37　－ 17 佐世保西(長崎)

◆女子 　2回戦   大分 23　－ 25 明光学園(福岡)

◆女子 　1回戦   大分鶴崎 33　－ 26 城北(熊本)

◆女子 　2回戦   大分鶴崎 23　－ 21 筑紫女学園(福岡)

◆女子　 3回戦   3位 大分鶴崎 22　－ 34 浦添商業(沖縄)

ｻｯｶｰ ◆男子　１回戦    大分 4　－ 1 鹿児島城西(鹿児島)

◆男子　２回戦    大分 PK 7-6 　0 - 0 創成館（長崎）

◆男子　３回戦    3位 大分 0　－ 5 日章学園（宮崎）

◆男子　1回戦    臼杵 0　－ 4 東福岡(福岡)

◆女子　１回戦    柳ケ浦 0 - 0  PK 11-12 秀岳館(熊本)

ラグビー ◆男子　1位ﾌﾞﾛｯｸ1回戦    大分舞鶴 33 - 64 東福岡(福岡)

◆男子　2位ﾌﾞﾛｯｸ1回戦    大分東明 26 - 33 鹿児島工業(鹿児島)

ソフトボール ◆男子　2回戦    日田林工 4 - 11 鹿児島工業(鹿児島)

◆男子　1回戦    大分東 1 21 鹿屋農業(鹿児島)

◆女子　1回戦    大分南 2 - 1 鹿屋女子(鹿児島)

◆女子　2回戦    大分南 1 - 2 九州文化（長崎）

◆女子　1回戦    大分西 4 - 7 読谷(沖縄)

相撲 ◆男子 3位 中津東

◆個人80ｋｇ　　　　 1位 中畑　良柊(中津東) 1位

◆個人100ｋｇ 3位 松本　孝大（日田林工）

（　他各級入賞なし　）

柔道 ◆男子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 国東　 1勝2敗

◆男子  団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦　 柳ケ浦 1　　－ 3 九州学院（熊本）

◆女子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 柳ケ浦 3敗

◆女子  団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦　 大分西 0　　－ 1 国分中央（鹿児島）

◆男子　個人66ｋｇ級 山口健太郎(柳ケ浦) 3位

◆男子　個人100ｋｇ級 下石　悠生(国東) 3位

◆女子　個人70kg級 河野　真美(大分西） 3位

剣道 ◆男子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 三重総合 2敗1分

◆男子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 明　豊 3勝

◆男子  団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦 明　豊 ×　1/1 -  2/2  〇 島原(長崎)

◆女子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 三重総合 １勝1分１敗

◆女子  団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦　 三重総合 ×　1/1 - 4/3  〇 山養基（佐賀）

◆女子  団体予選ﾘｰｸﾞ　 日田 3敗

◆男子  個人 武蔵　治斗（明豊） 2位

◆男子  個人 中尾　泰真（明豊） 3位

◆男子  個人 武知　礼士（大分） 3位

◆女子  個人 ―

弓道 ◆男子  団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦　　 大分工業 ×　9 -  11  〇 諫早農業(佐賀)

◆男子  団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦　　 情報科学 ×　11 -  15  〇 鹿児島工業（鹿児島）

◆女子  団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦　 大分南 ×　11 -  18  〇 妻(宮崎)

◆女子  団体　予選　　 別府鶴見丘 予選敗退

◆男子個人　 ―

◆女子個人 ―

登山 ◆男子(宮崎祖母山系)A隊 5位 竹田 89.2点

◆男子(宮崎祖母山系)B隊 14位 別府鶴見丘 60.0点

◆女子(宮崎祖母山系)C隊 4位 竹田 90.0点

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ◆男子  学校対抗１回戦  別府鶴見丘 3　― 1 佐世保実業(長崎)

◆男子  学校対抗2回戦  別府鶴見丘 0　― 3 九国際大附属（福岡）

◆男子  学校対抗1回戦  大分西 0　― 3 鹿児島商業(鹿児島)

◆女子  学校対抗1回戦  別府鶴見丘 1　― 3 鹿児島女子(鹿児島)

◆女子  学校対抗１回戦  昭和学園 1　― 3 佐賀女子（佐賀）

◆男子  個人　ｼﾝｸﾞﾙ・ﾀﾞﾌﾞﾙ ―

◆女子  個人ｼﾝｸﾞﾙ準決勝 3位 草野　真英(昭和学園） 0　― 2 小西(九国大付：福岡)

◆女子  個人ﾀﾞﾌﾞﾙ ―
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ﾎﾞｰﾄ ◆男子  ｼﾝｸﾞルスカル 1位 二串（日田） 4分26秒50 1位

◆男子  ダブルスカル 5位 日田 4分04秒77

◆男子  ダブルスカル 6位 海洋科学 4分09秒29

◆男子  舵手つきクォドルプル 5位　 日田三隈 3分50秒50

◆女子  ダブルスカル 3位 日田三隈 4分48秒01

◆女子 舵手つきクォドルプル 8位 日田 4分40秒21

ﾚｽﾘﾝｸﾞ ◆男子  学校対抗１回戦  日本文理大附 3 対 4 樟南(鹿児島）

◆男子  学校対抗１回戦  佐伯豊南 1 対 6 小倉商業（福岡）

◆男子51kg級 1位 鈴木　翔也 日本文理大附属 1位

◆男子 55kg級 3位 深水　小鉄 日本文理大附属

◆男子 60kg級 3位 勝　祐太郎 日本文理大附属

◆男子125kg級 3位 川野　優貴 佐伯豊南

◆女子  学校対抗 出場校なし

◆女子50kg級 3位 谷川　智巳 日本文理大附属

◆女子53kg級 3位 瀧川　梨央 日本文理大附属

◆女子57kg級 2位 伊藤　若奈 日本文理大附属

◆女子57kg級 3位 橋本　京華 日本文理大附属

テニス ◆男子  団体1回戦 大分舞鶴 3　―　0 コザ（沖縄

◆男子  団体2回戦 大分舞鶴 2　―　0 筑陽学園（福岡）

◆男子  団体3回戦 大分舞鶴 3　―　0 鳳凰(鹿児島)

◆男子 決勝戦 1位 大分舞鶴 2　―　1 柳川（福岡） 1位

◆男子  団体1回戦 福徳学院 0　―　3 柳川（福岡）

◆女子  団体１回戦 大分西 0　―　3 折尾愛真（福岡）

◆女子  団体１回戦 福徳学院 2　―　1 熊本学園大付（熊本）

◆女子  団体２回戦 福徳学院 2　―　0 沖縄尚学（沖縄）

◆男子個人ｼﾝｸﾞﾙｽ決勝　　　　　 1位 井上　隆也(大分舞鶴) 8　―　6 野田　成佑(大分舞鶴) １位

◆男子個人ｼﾝｸﾞﾙｽ決勝　　　　　 2位

◆男子個人ﾀﾞﾌﾞﾙｽ決勝戦　　　　　　2位 河内　健・其田　怜（大分舞鶴） 5　―　8 藤浪・中川（海星:長崎）

◆男子個人ﾀﾞﾌﾞﾙｽ３位決定戦　 　　3位 田口遼太郎・井上隆也（大分舞鶴）6　―　8 藤浪・中川（海星:長崎）

◆女子  個人戦 ―

自転車 ◆男子  ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 3位 高木京太郎 日出総合 14点

◆男子  ４km速度競走 1位 下山綾亮 日出総合 4分49秒98 1位

◆男子　ｽｸﾗｯﾁ8km 2位 下山綾亮 日出総合

◆男子 3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･P 3位 高木京太郎 日出総合 3分36秒551

◆男子 個人スプリント 1位 荒巻悠喜 日出総合 1位

◆男子  チーム・スプリント 6位　　日出総合　 1分23秒888

◆男子  チーム・スプリント 7位　　別府翔青 1分23秒977

◆男子  チーム・パーシュート 3位　　日出総合 4分31秒419

◆男子  個人ﾛｰﾄﾞ85.8km 3位 高木京太郎 日出総合 2時間06分57秒86

◆女子  個人ﾛｰﾄﾞ 2位 阿南　里奈 別府翔青 50分02秒82

◆女子  個人ﾛｰﾄﾞ 3位 北原　歩華 別府翔青 50分09秒09

◆女子  ケイリン 2位 安東　莉奈 日出総合

◆男子  総合 11位 別府翔青 2点

◆男子  総合 4位 日出総合 57点

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ◆男子　1位Ａﾊﾟｰﾄ  Ｆ 3位 安達　魁渡 鶴崎工業

◆男子　1位Ａﾊﾟｰﾄ  Ｌ 3位 髙野　竜次 大分工業

◆男子　1位Ａﾊﾟｰﾄ  ＬＷ 3位 西畑　成陽 大分工業

◆男子　1位Ａﾊﾟｰﾄ  Ｗ 1位 伊藤　秀虎 鶴崎工業 1位

◆男子　1位Ａﾊﾟｰﾄ  Ｍ 2位 河野　泰斗 鶴崎工業

◆女子　Ｆｅ 2位 小原　恋華 津久見

◆女子　Ｌ 3位 安藤　胡桃 大分工業

◆男子　　2位Ｂﾊﾟｰﾄ Ｂ  3位 薮﨑　紘己 鶴崎工業

ホッケー ◆男子 予選リーグ　　 　玖珠美山　 2勝1負

◆男子 3位決定戦 3位 　玖珠美山　 3　―　1 小国（熊本）

◆女子 予選リーグ　　 　玖珠美山　 2負1分　
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競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸ◆゙56kg級　トータル　 3位 友末　瑛士（国東） 186

◆77kg級　トータル　 3位 後藤　慧（大分工業） 222

◆85kg級　トータル　 2位 仲摩　敏希（大分工業） 236

◆85kg級　トータル　 3位 鈴木　翔（大分工業） 222

◆105kg級　ﾄｰﾀﾙ 1位 麻生　樹（大分工業） 245 1位

◆団体得点 2位 大分工業 36点

◆団体得点 7位 国東 21点

ヨット ◆男子 420級 5位 別府翔青 ２５点

◆男子 ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級 2位 川口　晃孝（別府翔青） 14点

◆男子 ＦＪ級 1位 別府翔青(河野・冨山・大川・平原） 10点 1位

◆男子 ＦＪ級 2位 別府翔青(廣石・首藤・森田・森本） 11点

◆女子  ＦＪ級 1位 別府翔青（稲葉愛・稲葉由・吉嵜・津守） 8点 1位

◆女子  ＦＪ級 3位 別府翔青（向・武本・首藤・田中） 13点

◆女子  420級 1位 別府翔青（桑野・中堀・大川・村山） 9点 1位

ﾌｪンシング ◆男子  学校対抗1回戦  大分豊府 5　-　0 宮崎南

◆男子  学校対抗2回戦  大分豊府 3　-　5 鹿児島南

◆男子  3位決定戦 3位 大分豊府 5　-　3 長崎工業

◆女子  学校対抗1回戦  大分豊府 5　-　0 宮崎南

◆女子  学校対抗2回戦  大分豊府 5　-　4 佐賀商業

◆女子  学校対抗決勝戦  2位 大分豊府 0　-　5 鹿児島南

◆男子  サーブル決勝 2位 中村　太郎 大分豊府 10　―　15 永田　航（鹿児島南）

◆男子  フルーレ決勝 1位 中村　太郎 大分豊府 15　―　2 林　祥蓮(鹿児島) 1位

◆女子  フルーレ3位決定戦 3位 岡田　花鈴 別府翔青 15　―　4 斎高彩夢（津久見）

◆女子  フルーレ3位決定戦 4位

◆女子  エペ3位決定戦 3位 森　陽奈子 大分豊府 15　―　13 小佐井（宇土：宮崎）

カヌー ◆男子Ｋ-２ 2位 宮﨑/芝崎 大分豊府 1分47秒46

◆男子Ｋ-４ 1位 大分舞鶴（石丸・志賀・大窪・蔭山) 1分41秒13 １位

◆男子Ｃ-1 2位 米光　陸 高田 2分06秒12

◆男子Ｃ-1 3位 岩永　紘明 高田 2分06秒13

◆男子Ｃ-4 2位 高　田(田中､岩永､熊井、米光) 1分54秒33

◆女子ＷＫ-2 3位 大分豊府（原、赤石） 2分09秒39

◆女子ＷＫ-４ 3位 大分豊府（原、赤石、大塚、加来） 2分01秒94

◆男子総合成績 1位 高田 41点 １位

◆女子総合成績 3位 大分豊府 13点

なぎなた ◆ 団体　 2位 大分西

◆　個人試合　 1位 三浦日香梨（福徳学院） 1位

◆　個人試合　 3位 名和　栞（大分西）

◆　個人　演技 2位 三浦日香梨・廣瀬瑞季（福徳学院）

ｱｰﾁｪﾘｰ ◆男子  団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦 負　　　　3位 大分東明

◆女子  団体　　　予選 負 大分東明

◆男子 　個人　　 ―

◆女子 　個人　　 ―

空手道 ◆男子  団体組手１回戦 柳ヶ浦　 3　-　2 沖縄尚学（沖縄）

◆男子  団体組手２回戦 柳ヶ浦 2　-　3 鹿児島城西（鹿児島）

◆男子  団体組手１回戦 大分南 2　-　3 瓊浦（長崎）

◆女子  団体組手１回戦 杵築 0　-　5 鹿児島城西（鹿児島）

◆女子  団体組手１回戦 大分南 内容2　-　2 純心女子（長崎）

◆女子  団体組手２回戦 大分南 3　-　2 浦添（沖縄）

◆女子  団体組手準決勝戦 3位 大分南 0　-　3 宮崎第一（宮崎）

◆女子  個人形 3位 斎藤　瑶葵 大分南

◆男女子　個人　　　　 ―

少林寺拳法 ◆男子女子  団体演武 ―

◆男女子　個人　　　　 ―


