
県 性 1位 2位

男 福岡第一 （福） 筑陽学園 （福） 八女工業 （福） 県 男 女 計

女 中村学園女子 （福） 佐賀北 （佐） 口加 （長） 福岡 12 7 19

男 沖縄尚学 （沖） 日章学園 （宮） 九州学院 （熊） 佐賀 2 4 6

男 神埼清明 （佐） 小林工業・小林秀峰（宮） 日出暘谷 （大） 長崎 1 4 5

女 佐賀女子 （佐） 東海大付属第二 （熊） 折尾愛真 （福） 大分 4 3 7

男 れいめい （鹿） 創成館 （長） 興南 （沖） 熊本 9 3 12

女 鳥栖 （佐） 聖和女子学院 （長） 東筑紫学園 （福） 宮崎 0 3 3

男 福岡第一Ａ （福） 福岡第一Ｂ （福） 中村学園三陽 （福） 鹿児島 4 3 7

女 長崎工業 （長） 別府青山Ａ （大） 別府青山Ｂ （大） 沖縄 5 3 8

男 福岡第一 （福） 中村学園三陽 （福） 長崎総合科学大付属 （長） 計 37 30 67

女 長崎工業 （長） 別府青山 （大） 博多女子 （福）

佐賀 男 糸満 （沖） 八幡中央 （福） 諫早農業 （長） 県 男 女 計

男 球磨工業 （熊） 宮崎大宮 （宮） 高田 (大) 福岡 6 9 15

女 宮崎商業 （宮） 大分舞鶴 （大） 長崎鶴洋 （長） 佐賀 2 2 4

男 長崎北陽台 （長） 出水 （鹿） 筑紫丘 （福） 長崎 6 3 9

女 筑紫丘 （福） 大村 （長） 都城西 （宮） 大分 6 9 15

男 九州学院 （熊） 東福岡 （福） 九産大付属九州 （福） 熊本 7 3 10

女 鹿児島実業 （鹿） ルーテル学院 （熊） 九州女子 （福） 宮崎 2 3 5

男 日出暘谷 （大） 南大隅 （鹿） 別府商 （大） 鹿児島 6 0 6

男 東福岡 （福） 東海大付属第五 （福） 神村学園 （鹿） 国見 （長） 沖縄 2 1 3

男 大牟田 （福） 甲陵 （鹿） 鹿児島商業 （鹿） 鎮西 （熊） 計 37 30 67

女 長崎明誠 （長） 鹿児島南 （鹿） 八幡工業 （福） 鳳凰 （鹿）

男 熊本学園大学付属 （熊） 大村 （長） 東筑 （福）

女 日田 （大） 大村 （長） 日田三隈 （大） 県 男 女 計

男 日田 （大） 熊本学園大学付属 （熊） 東筑 （福） 福岡 9 2 11

女 熊本学園大学付属 （熊） 日田三隈 （大） 日田 （大） 佐賀 2 3 5

男 九州産業 （福） 鹿児島工業 （鹿） 唐津工業 （佐） 興南 （沖） 長崎 7 6 13

女 伊万里 （佐） 鹿児島玉龍 （鹿） 延岡学園 （宮） 唐津東 （佐） 大分 1 6 7

男 鹿児島実業 （鹿） 福岡 （福） 熊本 5 6 11

女 致遠館 （佐） 大分豊府 （大） 九産大付属九州 （福） 宮崎 5 3 8

男 中部商業 （沖） 熊本工業 （熊） 宮崎工業 （宮） 鹿児島 8 4 12

女 那覇西 （沖） 鹿児島女子 （鹿） 熊本信愛 （熊） 沖縄 0 0 0

男 氷川 （熊） 高志館 （佐） 大村工業 （長） 宜野湾 （沖） 計 37 30 67

女 大分東明 （大） 折尾 （福） 厳木 （佐） 諫早東 （長）

男 玉名工業 （熊） 島原 （長） 鹿屋中央 （鹿） 鹿島実業 （佐） 県 男 女 計

男 八代東 （熊） 日章学園 （宮） 九国大付属 （福） 自由ヶ丘 （福） 福岡 10 5 15

女 八代白百合 （熊） 熊本中央 （熊） 長崎女子 （長） 昭和学園 （大） 佐賀 4 1 5

男 九州学院 （熊） 鹿児島実業 （鹿） 大牟田 （福） 長崎 4 4 8

女 神村学園 （鹿） 千原台 （熊） 北九州市立 （福） 大分 5 5 10

男 東福岡 （福） 長崎南山 （長） 名護 （沖） 佐賀工業 （佐） 熊本 3 6 9

男 興南 （沖） 瓊浦 （長） 鹿町工業 （長） 小林工業・小林秀峰（宮） 宮崎 6 3 9

女 城北 （熊） 鹿児島南 （鹿） 天草 （熊） 陽明 （沖） 鹿児島 2 3 5

男 柳川 （福） 大分舞鶴 （大） 鳳凰 （鹿） 龍谷 （佐） 沖縄 3 2 5

女 柳川 （福） 宮崎商業 （宮） 福徳学院 （大） 鳳凰 （鹿） 計 37 29 66

男 福岡第一 （福） 延岡学園 （宮） 小禄 （沖） 福大大濠 （福）

女 中村学園女子 （福） 精華女子 （福） 小林 （宮） 長崎西 （長）

男 東福岡 （福） 鹿児島商業 （鹿） 鎮西 （熊） 鹿児島工業 （鹿） 県 男 女 計

女 東九州龍谷 （大） 九州文化学園 （長） 鹿児島女子 （鹿） 西原 （沖） 福岡 15 8 23

男 伊万里商業 （佐） 小国 （熊） 川薩清修館 （鹿） 佐賀 4 4 8

女 高鍋 （宮） 伊万里商業 （佐） 小国 （熊） 長崎 9 6 15

男 明豊 （大） 希望が丘 （福） れいめい （鹿） 柳川 （福） 大分 5 8 13

女 中村学園女子 （福） 日南学園 （宮） 佐賀清和 （佐） 慶誠 （熊） 熊本 5 5 10

男 大分豊府 （大） 鹿児島南 （鹿） 福岡魁誠 （福） 宮崎 2 3 5

女 諫早商業 （長） 岩田 （大） 鹿児島南 （鹿） 鹿児島 7 7 14

女 知念 （沖） 佐賀東 （佐） 中村学園女子 （福） 大分西 （大） 沖縄 6 3 9

男 読谷 （沖） 熊本工業 （熊） 九州産業大学付属 （福） 大村工業 （長） 計 53 44 97

女 神村学園 （鹿） 八代東 （熊） 大分西 （大） 九州文化学園 （長）

男 九州学院 （熊） 佐世保北 （長） 東福岡 （福） 糸島 （福） 県 男 女 計

女 宮崎第一 （宮） 九州学院 （熊） 大分南 （大） 鹿児島城西 （鹿） 福岡 13 4 17

男 九州学院 （熊） 島原 （長） 西陵 （長） 大分鶴崎 （大） 佐賀 5 6 11

女 筑紫台 （福） 島原 （長） 龍谷 （佐） 阿蘇 （熊） 長崎 1 8 9

男 樟南 （鹿） 熊本農業 （熊） 文徳 （熊） 鹿児島商業 （鹿） 大分 10 7 17

男 鹿児島南 （鹿） 福岡工業 （福） 大分商業 （大） 熊本 7 4 11

男 真颯館 （福） 塩田工業 （佐） 長崎南山 （長） 島原 （長） 宮崎 7 3 10

女 中村学園女子 （福） 宮崎商業 （宮） 名護 （沖） 指宿商業 （鹿） 鹿児島 5 9 14

男 福岡第一 （福） 鹿児島商業 （鹿） 那覇西 （沖） 沖縄 6 2 8

女 那覇西 （沖） 長崎南 （長） 松陽 （鹿） 計 54 43 97
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平成２１年度全九州高等学校体育大会成績 2010/6/7

競技名 性別 参加種別 氏名 校名 記　　録　　等
陸上競技 男子 100m 永沼 賢治 大分舞鶴 10秒92 ２位
(北九州) 200m 永沼 賢治 大分舞鶴 21秒75 １位

1500m  油布 郁人 大分東明 3分49秒09 １位
1500m 湯地俊介 大分東明 3分59秒92 ６位
5000m  油布郁人 大分東明 14分19秒38 １位
5000m 宮本悠矢 日本文理大付 14分39秒24 ６位
110mH 成迫泰平 佐伯鶴城 15秒29 ３位
400mH 成迫泰平 佐伯鶴城 54秒87 ５位
3000mSC 糸長智裕 大分東明 9分23秒14 ２位
5000mW 松原慎也 鶴崎工業 23分23秒94 ５位
走高跳 菅　隆徳 鶴崎工業 2m10 １位
走高跳 久島貴大 日田林工 2m06 ２位
走幅跳 塩川美鶴樹 杵築 7m03 ２位
砲丸投 甲斐裕樹 鶴崎工業 14m72 ２位
円盤投 長屋元大 大分雄城台 39m91 ３位
八種競技 福嶋竜樹 佐伯鶴城 4386点 ６位
4×400 三宮･田山･坂本･田北（楊志館） 3分17秒38 ５位

学校別 大分東明 総合 18点 4位
大分東明 ﾄﾗｯｸ 18点 3位
鶴崎工業 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 11点 3位
大分舞鶴 ﾄﾗｯｸ 11点 6位
佐伯鶴城 八種競技 1点 6位

女子 100m 藤田知香 大分舞鶴 12秒30 ２位
200m 藤田知香 大分舞鶴 24秒77 １位
800m 荒川亜美 日田 2分12秒22 １位
800m 大賀真子 大分西 2分14秒14 ３位
800m 渡邉有香 大分西 2分14秒68 ５位
1500m 狩生あおい 日本文理大付 4分29秒94 ４位
400mH 川野毬菜 佐伯鶴城 1分02秒92 ６位
砲丸投 楢木野愛理 鶴崎工業 12m65 ２位
やり投 川述  優 大分雄城台 50m24 １位
4×100 高井･都･中浦･藤田(大分舞鶴)　 47秒92 ４位

学校別 大分舞鶴 ﾄﾗｯｸ 14点 5位
大分雄城台 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 6点 5位

陸上競技 男子 100m 永沼賢治 大分舞鶴 10秒71 3位
(新人) 100m 佐藤達樹 大分雄城台 10秒85 5位

200m 杉本昴亮 杵築 22秒32 8位
110mH 成迫泰平 佐伯鶴城 15秒04 1位
110mH 佐藤雅也 佐伯鶴城 15秒68 8位
400mH 成迫泰平 佐伯鶴城 54秒39 2位
5000mW 栗田和成 鶴崎工業 22分00秒60NGR 1位
4×100 塩川・杉本・井村・木村（杵築） 43秒16 7位
4×400 木村・杉本・井村・花木（杵築） 3分23秒07 7位
走幅跳 塩川美鶴樹 杵築 6m71 6位
砲丸投 佐藤翔太郎 大分雄城台 13m11 7位
やり投 桝田一希 中津工業 53m03 6位
八種競技 永松佑介 杵築 4529点 8位

学校別 トラック 佐伯鶴城 10．5点 8位
女子 100m 藤田知香 大分舞鶴 11秒86 2位

200m 藤田知香 大分舞鶴 24秒54 3位
800m 宮川優子 杵築 2分19秒16 5位
100mH 田邉ちひろ 杵築 14秒36 2位
3000mW 山本朋代 大分西 14分49秒30 6位
走高跳 狩生紗穂 佐伯鶴城 1m55 8位
七種競技 吉田優希 佐伯鶴城 3804点 6位

学校別 ー
陸上競技 男子 大分東明 （松井･糸長･油布･小崎･江田･白石･立川）　　　　2時間8分25秒 12位
(駅伝) 文理大付属 （小谷･長森･東･小坂･渡辺･宮本･室井）　　 2時間11分12秒 15位

大分西 2時間15分25秒 21位
女子 文理大付属 （後藤･中野・筑紫・伊東・狩生） 1時間10分56秒 10位

（橋本・田中･大野･古庄･渡辺･仲摩･中村）
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平成２１年度全九州高等学校体育大会成績 2010/6/7

競技名 性別 参加種別 氏名 校名 記　　録　　等
大分西 （中村･佐藤･池内・渡辺・児玉）　　 1時間12分54秒 14位
杵築 （宮川･大川･上田･高橋･佐藤） 1時間21分54秒 24位

体操 男子団体 大分西 209.65点　６位
男子個人 高木  裕輝 大分西 個人順位　11位 4/11/18/12/16/18位

荻野  和紗 大分西 個人順位　32位 30/15/38/46/14/33位

吉村  悠 大分西 個人順位　33位 30/30/43/41/21/33位

笠木  俊秀 大分西 個人順位　46位 46/46/47/45/41/46位

長野　充希 大分東明 個人順位　37位 25/38/37/33/33/40位

女子団体 大分西 129.85点　５位
女子個人 森 　 雪 大分西 個人順位　7位 8/7/16/8位

春本　雅 大分西 個人順位　21位 27/24/22/17位
大渡さくら 大分西 個人順位　34位 43/41/33/22位
大渡ゆりか 大分西 個人順位　39位 46/38/37/25位
春本　楓 大分東明 個人順位　8位 20/8/8/11位
福田  浩 大分東明 個人順位　37位 37/32/39/37位
江藤栞里 佐伯鶴城 個人順位　38位 41/25/42/41位

新体操 男子団体 日出暘谷 18.400点 ３位
男子個人 古田真大 日出暘谷 個人総合　１位 ロープ２位・クラブ１位

菅　正樹 日出暘谷 個人総合　２位 ロープ１位・クラブ２位

女子団体別府鶴見丘 20.400点 ４位
女子個人 荒金香保 別府鶴見丘 個人総合　６位 フープ8位・リボン５位

岡田穂菜実 別府鶴見丘 個人総合　９位 フープ１0位・リボン７位

水泳 男子 50m自由 佐藤功一 日田三隈 24秒41 ３位
50m自由 沖田章吾 大分雄城台 24秒44 ４位
100m自由 工藤諒吾 臼杵 53秒59 ４位
100m背泳ぎ 江藤優 中津南 1分00秒02 ８位
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 星野広光 佐伯鶴城 55秒35 ４位
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 上野元気　 大分舞鶴 56秒49 ７位
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 星野広光 佐伯鶴城 2分01秒79 １位
200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 直田大司 大分雄城台 2分08秒61 ４位
400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 直田大司 大分雄城台 4分33秒48 ３位
400mﾘﾚｰ 大分雄城台 3分37秒42 ７位
800mﾘﾚｰ 大分雄城台 7分56秒80 ５位

女子 200m自由 伏野まどか 大分鶴崎 2分04秒29 ３位
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 羽立裕香 中津北 2分15秒60 ２位
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 浜崎加菜 別府溝部学園 2分20秒75 ５位
200m背泳ぎ 和間　響 中津北 2分24秒80 ６位
200m平泳ぎ 溝部沙知 別府鶴見丘 2分40秒18 ７位
400m自由 伏野まどか 大分鶴崎 4分21秒62 ２位
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 羽立裕香 中津北 1分02秒32 １位
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 浜崎加菜 別府溝部学園 1分03秒29 ３位
100m背泳ぎ 和間　響 中津北 1分06秒97 ５位
100m平泳ぎ 溝部沙知 別府鶴見丘 1分14秒24 ６位

飛　　込 男子 ー参加なし

女子 学校別総合 大分豊府 6点 ２位
飛板飛込 ー参加なし

高飛込 佐藤友美子 大分豊府 229.90 １位
水　　球 男子 大分商業 2回戦○ 10-2 熊本工（熊本）

3回戦× 7-9 福岡工業（福岡）
3位決勝○ 12-7 那覇商業（沖縄） 3位

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 男子 大分舞鶴 1回戦× 78-85 宮崎工業（宮崎）
大分雄城台 1回戦× 60-108 延岡学園（宮崎）

女子 大分鶴崎 1回戦× 50-70 普天間（沖縄）
明豊 1回戦× 53-83 延岡学園（宮崎）

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 男子 大分工業 予選リーグ敗退
別府鶴見丘 決勝Ｔ1回戦× 0-2 佐賀学園（佐賀）

22-25
26-28

女子 東九州龍谷 決勝Ｔ2回戦○ 2-0 北九州（福岡）
25-14

（

（

沖田･井門･首藤･直田
坂本･沖田･井門･直田

床/鞍馬/吊輪/跳馬/平行/鉄棒

左ｰ順に種目順位

左ｰ順に種目順位

跳馬/平行/平均/床
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25-20

決勝Ｔ準決勝○ 2-0 鹿児島女子（鹿児島）
25-17
25-12

決勝Ｔ決勝○ 2-1 九州文化（長崎） １位
25-22
17-25
25-15

大分商業 予選リーグ敗退
卓球 男子団体 明豊 1回戦○ 3-0 鹿児島西城(鹿児島)

2回戦○ 3-1 鎮西学院（長崎）
3回戦○ 3-0 柳川（福岡）
決勝○ 3-2 希望が丘（福岡） １位

大分 1回戦× 1-3 れいめい(鹿児島）
男子個人 単 柳井陽介 明豊 準決勝× 0-3 松原公家（明豊） ３位

松原公家 明豊 決勝○ 3-0 教傅龍（北陵） １位
平野伸幸 明豊 2回戦× 1-3 教傅龍（北陵）
花木優志 明豊 準決勝× 2-3 教傅龍（北陵） ３位
江藤慧 明豊 準々決勝× 0-3 松原公家（明豊）

複 花木誠弥･江藤慧 明豊　 決勝○ 3-1 濱口･柴田(希望が丘) １位
松原公家･柳井陽介 明豊　 準決勝× 2-3 濱口･柴田(希望が丘) ３位
花木優志･平野伸幸 明豊 2回戦× 1-3 板倉･橋本(希望が丘)

西村馨史･高羽大樹 明豊　 2回戦× 1-3 松尾･内田(開新)

女子団体 東九州龍谷 1回戦× 0-3 日南学園（宮崎）
別府溝部学園 1回戦○ 3-2 鹿児島修学館(鹿児島)

2回戦× 0-3 中村学園女子（福岡）
女子個人 単 神宮美奈 別府溝部学園 1回戦× 0-3 小宮（慶誠）

佐藤静香 別府溝部学園 1回戦×　 0-3 川路（鹿児島修学)

石本彩夏 別府溝部学園 1回戦×　 0-3 仲宗根（普天間)

はおじいういん 別府溝部学園 3回戦× 1-3 暴小雨（中村学園女)

山本知沙奈 大分商業 1回戦× 0-3 森川（日南）
複 木村美結･川崎奈々子 東九州龍谷 準決勝× 1-3 莉莎･北川（日南学)

石本彩夏･神宮美菜 別府溝部学園 ３回戦×　1-3 陳・小楠（佐賀清和）

辻原綾香･古田晴加 別府溝部学園 １回戦×　0-3 内田・峰松（佐賀商)

石田智裕･真柴茜 東九州龍谷 ２回戦×　0-3 莉莎･北川（日南学)

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子団体 臼杵 1回戦× 1-2 都城商業（宮崎）
楊志館 1回戦× 1-2 真颯館（福岡）

男子個人 山本敬太･大磯直人 鶴崎工業 1回戦× 1-4 小田・徳丸（都城商）

岡部敬史･黒岩伸彦 臼杵 1回戦× 2-4 松永・山本（熊本工）

松岡裕次郎･坪根幹浩 楊志館 3回戦× 3-4 永田・安永（済々黌)

楠浩貴･阿部直樹 大分上野丘2回戦× 2-4 西・宗方（隼人工業)

村上将幸･吉田裕也 鶴崎工業 1回戦× 0-4 野間・和田（甲南）

岡部篤･小野寿成 楊志館 2回戦× 3-4 古木・福田（日南）

藤田悠貴･大川亮 大分商業 1回戦× 2-4 荒木・村田(文徳)

恒松優也･平原滉太郎 大分商業 2回戦× 0-4 管・中山（宮崎南)

女子団体 大分商業 1回戦○ 3-0 熊本中央（熊本）
2回戦× 1-2 中村学園(福岡）

楊志館 1回戦× 0-3 宮崎商業（宮崎）
女子個人 藤丸美和子･道脇侑果 臼杵 1回戦× 2-4 神里･岸本(首里東)

一ノ宮由加･藤澤弥菜 大分鶴崎 2回戦× 1-4 郷司山･橋野(鹿児島南)

斎藤望美･中家ひろの 大分商業 1回戦× 0-4 山口･須藤(熊本工業)

此永有美･姫野果歩 大分商業 準決勝× 2-4 小川･秀坂(佐賀清和) 3位
宮田未恵･永田めぐみ 楊志館 1回戦× 0-4 石川･松田(首里東)

塩崎由貴･小原祥子 臼杵 1回戦× 3-4 馬場･東(都城東)
児玉咲樹･田中優衣 三重総合 3回戦× 1-4 平山･松竹（諫早商）

太田早紀･隅山美樹 明豊 準々決勝× 1-4 小川･秀坂(佐賀清和)

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 男子 大分国際情報 1回戦× 20-25 泰星(福岡)
大分舞鶴 1回戦× 19-28 鹿町工業(長崎)

女子 大分東 1回戦○ 28-15 宮崎学園(宮崎)
2回戦× 17-24 鹿児島南(鹿児島)

大分鶴崎 1回戦○ 30-29 国分(鹿児島)
2回戦× 28-30 陽明(沖縄)

（

（

（
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競技名 性別 参加種別 氏名 校名 記　　録　　等
ｻｯｶｰ 男子 大分鶴崎 1回戦× 2-5 日章学園(宮崎）

中津工業･東 1回戦○ 3-0 西原(沖縄)
2回戦× 0-1延長 東海大第五(福岡)

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 男子 大分舞鶴 1位ブロック 1回戦× 23-28 長崎南山（長崎）
大分雄城台 2位ブロック 1回戦× 5-52 筑紫(福岡)

ソフトボール 男子 日田林工 1回戦× 0-5 熊本工業(熊本)
大分東 1回戦○ 3-0 鹿屋農業(鹿児島)

2回戦× 0-11 大村工業(長崎)
女子 大分東 1回戦× 0-2 九州女子(福岡)

大分西 1回戦× 1-0 伊万里(佐賀)
2回戦× 3-0 熊本国分(熊本)
準決勝× 0-5 神村学園(鹿児島)

相撲 男子団体 楊志館 予選　 予選敗退
日田 予選　 予選敗退

男子個人 無差別級 小関健太 日田林工 1回戦× うわてなげ 基（中部農林）
上岡祐介 楊志館 2回戦× よりきり 川口(希望が丘)
野口健太 日田林工 2回戦× うわてなげ 一ノ瀬(福岡魁誠)

岡田大輝 中津工業 2回戦× よりたおし 正代（熊本農林）

80kg未満 金田龍太郎 佐伯豊南 準々決勝× うわてなげ 和宇慶（中部農林）

佐藤裕 中津工業 準決勝× あびせたおし 和宇慶（中部農林） ３位
大津圭太 楊志館 2回戦× 送り出し 水鳥川(希望が丘)

大森勇人 日田林工 2回戦× うわてなげ 隆司（鹿実）
80kg～100kg 河津大飛 日田林工 3回戦× すそはらい 川口(希望が丘)

野口健太 日田林工 準決勝× つきだし 元杉(文徳) ３位
田中宏和 宇佐 2回戦× ひきおとし 菅間(鹿児島実業)

島田瑞貴 宇佐 2回戦× よりたおし 松山(樟南)
進藤滉平 宇佐産業科学 2回戦× 押し出し 福島（樟南）

100kg以上 園田竜也 日田林工 2回戦× よりきり 山城(中部農林)
上岡佑介 楊志館 1回戦× よりきり 緒方(鹿児島商業)

石松佑哉 日田林工 2回戦× ひきおとし 一ノ瀬(福岡魁誠)

小関健太 日田林工 2回戦× よりきり 福里(中部農林)
東名聖司 楊志館 1回戦× よりきり 高木(諫早農業)
森慎太郎 中津東 3回戦× 寄り切り 基（中部農林）
岡田大輝 中津工業 準々決勝× うわてなげ 基（中部農林）

柔道 男子団体 国東 予選リーグ　× ２勝１分 落選
大分東明 予選リーグ　× ３敗 落選

男子個人 個１００ｋ超級 飯千翔太 杵築 2回戦× 土屋（鹿児島商） 3位
福本翼 国東 3回戦× 土屋（鹿児島商） 2位

個人１００ｋｇ級 青木翔太郎 高田 1回戦× 巴山（長崎日大）
曹東浩 柳ケ浦 2回戦× 小田（福岡大大濠）

個人90Kg級 大港秀峻 柳ケ浦 1回戦× 伊禮（沖縄尚学）
樋口涼 柳ケ浦 決勝× 伊禮（沖縄尚学） ２位

個人81Kg級 石松拓実 大分東明 1回戦× 徳山（佐賀東）
久寿米木匠 野津 2回戦× 國分（宮崎日大）

個人73Kg級 後藤悟志 大分東明 1回戦× 東井上（鹿児島情報）
中川祐輔 国東 1回戦× 永松（宮崎日大）

個人６６ｋｇ級 平井雅寿 大分東明 2回戦× 江藤（東海大二）
田川知輝 国東 決勝× 長谷川（宮崎日大） ２位

個人60Kg級 岡田浩平 杵築 1回戦× 藤山（鹿児島情報）
安東隆至 野津 決勝× 志々目(宮崎日大) ２位

女子団体 明豊 予選リーグ　 1勝1敗1分 落選
国東 予選リーグ　 ２勝１敗 落選

女子個人 個人７８Kg超級 赤嶺舞 三重総合 3回戦× 後藤（阿蘇） ３位
吉田真美 野津 1回戦× 島袋（沖縄尚学）

個人７８ｋｇ級 吉村知夏 大分南 2回戦× 増田（八幡工業）
大津留奈々恵 大分西 1回戦× 綾部（佐賀東）

個人７０ｋｇ級 河野愛美 国東 1回戦× 稲森（鹿児島南）
渡邊愛 野津 1回戦× 小原（鳳凰）

個人６３Kg級 川野里沙 明豊 1回戦× 鴨川（長崎明誠）
安松春香 国東 決勝× 羽沢（敬愛） ２位
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個人５７ｋｇ級 竹尾美希 大分西 1回戦× 趙（宮崎日大）

池田理絵 大分西 2回戦× 奥村（佐賀商）
個人５２ｋｇ級 岡本しおり 杵築 2回戦× 山下（長崎東）

那須彩加 大分西 1回戦× 鮫島（鹿児島南）
個人48Kg級 田邊那知 高田 2回戦× 饒平名（沖縄尚学）

國廣唯茄 国東 1回戦× 岸川（佐賀商）
剣道 男子団体 大分鶴崎 予選ﾘｰｸﾞ○ 1勝1負1分

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦○ (代表)1-1 龍谷（佐賀）
準決勝× 0-3 島原（長崎） 3位

中津北 予選ﾘｰｸﾞ× 0勝3負 落選
男子個人 個人 難波司 中津北 3回戦× ーメ 西村（龍谷）

穴井義裕 大分 2回戦× ーメ 茂田（九州学院）
本川隆之 日田 2回戦× ーメ 大坪（島原）
笹田凌雅 大分鶴崎 2回戦× ーメ 山川（那覇）
佐藤知輝 大分 1回戦× ーメ 下窪（九州学院）
山田恭平 中津北 2回戦× ード 久保（長崎東）
工藤教道 大分鶴崎 1回戦× ーメ 新城（陽明）
渡邉敏也 大分 2回戦× ﾒーﾒﾒ 松尾（西陵）

女子団体 大分 予選ﾘｰｸﾞ× 1勝1負1分 落選
三重総合 予選ﾘｰｸﾞ× 0勝2負1分 落選

女子個人 個人 篠田百香 大分 1回戦× ーﾒ 小森田（島原）
長野礼花 三重総合 3回戦× ーメ 柴田（高千穂）
井上　萌 中津北 3回戦× ーメ 仲本（那覇）
豊田千佳子 佐伯鶴城 2回戦× ーメ 渡邊（阿蘇）
山田理佳 日田 1回戦× ーメメ 佐藤（鹿本）
山本梨加 杵築 1回戦× ーｺﾄﾞ 松竹（諫早）
五島　茜 大分鶴崎 2回戦× ーメ 江頭（三養基）
三浦愛子 大分舞鶴 2回戦× ーメ 横尾（西陵）

弓道 男子団体 宇佐産業科学 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦× 5位
日田 予選敗退　

男子個人 個人 瀬口皓太 日田 決勝 1位
伊藤芳晟 日田 決勝 7位
清水崇弘 佐伯鶴城 予選敗退　

後藤直人 大分舞鶴 予選敗退　

伊東紘生 鶴崎工業 予選敗退　

女子団体 大分豊府 予選敗退　

日田 予選敗退　

女子個人 個人 櫓華織 大分鶴崎 予選敗退　

高倉香織 日田三隈 予選敗退　

石井加奈子 日田 予選敗退　

吉永伊織 国東 予選敗退　

吉松采佐 宇佐 予選敗退　

登山 男子 大分工業 Ａ隊 87.0点 4位
竹田 Ｂ隊 82.9点 10位

女子 大分上野丘 Ｃ隊 59.3点 5位
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男子団体 大分西 1回戦○ 3-1 日向（宮崎）

2回戦× 1-3 九国大付属（福岡）
別府鶴見丘 1回戦× 0-3 沖縄水産（沖縄）

男子個人 個人単 佐藤洋輔 大分西 1回戦× 0-2 有冨（唐津南）
甲斐光 大分西 1回戦× 0-2 岩崎（八代東）
今泉裕仁 大分西 2回戦× 0-2 権藤（八代東）
関智裕 大分西 1回戦× 0-2 新垣（沖縄水産）

個人複 大石・一瀬 大分西 2回戦× 1-2 下田･満園(鹿児島商業)

鈴木・木崎 大分西 1回戦× 0-2 松本･川﨑(九国大付属)

今泉・佐藤 大分西 1回戦× 0-2 本田･龍井(西陵)

甲斐・関 大分西 3回戦× 0-2 渡邊･定宗(日章学園) 5位
女子団体 昭和学園 1回戦○ 3-1 長崎東（長崎） 3位

2回戦○ 2-1 宮崎商業（宮崎）
準決勝× 2-3 熊本中央（熊本）

大分西 1回戦×　　 0-3 八代白百合（熊本）

6



平成２１年度全九州高等学校体育大会成績 2010/6/7

競技名 性別 参加種別 氏名 校名 記　　録　　等
女子個人 個人単 福永彩 昭和学園 2回戦× 1-2 小森（長崎女子）

吉村咲里 大分西 1回戦× 0-2 岩本（宮崎商業）

東夏美 昭和学園 1回戦× 0-2 田上（長崎女子）

染矢早希 別府鶴見丘 2回戦× 0-2 吉村（長崎女子）

個人複 石松・藤田 別府鶴見丘 2回戦× 0-2 入田･深川(八代白百合)

東・野口 昭和学園 1回戦× 0-2 室園･小田(九国大付属)

岩本・山本 大分西 2回戦× 1-2 上村･上原(糸満)

佐藤・梶原 大分西 1回戦× 0-2 田上･福永(長崎東)

ﾎﾞｰﾄ 男子 舵手付クォドルプル 海洋科学 準決勝敗退
日田三隈 ４位

シングルスカル 佐藤大貴 日田 1位
井上明幸 日田 準決勝敗退

ダブルスカル 日田 穴井・田中 １位
日田三隈 高倉・梶原 予選敗退

女子 舵手付クォドルプル 日田三隈 ３位
日田 １位

シングルスカル 松本泉 日田三隈 ４位
赤尾知美 日田　 ２位

ダブルスカル 日田 財津・松尾 ３位
日田三隈 森山・高瀬 ２位

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子団体 日本文理大附 1回戦　○ 5－2 島原工業（長崎）
2回戦　× 2-5 玉名工業（熊本）

津久見 1回戦　× 0－7 三井（福岡）
男子個人 ５０ｋｇ 大野貴士 日本文理大付 1回戦× 湯地（宮崎工業）

高瀬浩史 日本文理大付 1回戦× 岩崎（玉名工業）

５５ｋｇ 千木翔平 日本文理大付 1回戦× 安田（三井）
中尾裕也 日本文理大付 1回戦× 吉川（玉名工業）

６０ｋｇ 盛佐知考 日本文理大付 2回戦× 林（鹿屋中央）
横田恭佑 日本文理大付 1回戦× 善納（北部農林）

６６ｋｇ 三浦佳介 日本文理大付 1回戦× 小野（宮崎工業）

吉田幸司 日本文理大付 1回戦× 松本（樟南）
７４ｋｇ 榊真嗣 日本文理大付 決勝○ 才田(宮崎日大） １位
８４ｋｇ 大濱隆彰 日本文理大付 1回戦× 井村（玉名工業）

寺口史洋 津久見 1回戦× 和田（宮崎日大）

９６ｋｇ 祖田真吾 佐伯鶴岡 1回戦× 山本（東鷹）
１２０ｋｇ 坂元将悟 日本文理大付 決勝○ 明野（鹿屋中央） １位

後藤輝 日本文理大付 1回戦× 大川（宮崎第一）

ﾃﾆｽ 男子団体 大分舞鶴 1回戦○ 3-0 到遠館（佐賀）
2回戦○ 2－1 佐土原（宮崎）
3回戦○ 2－1 龍谷（佐賀）
決勝× 0－2 柳川（福岡） ２位

別府青山 1回戦○ 3－0 沖縄工業（沖縄）
2回戦× 1－2 龍谷（佐賀）

男子個人 個人複 向井・佐伯 大分舞鶴 3回戦× 5-8 馬場･岡本(九国大付属)

首藤・栗原 別府青山 3回戦× 6-8 坂口・平川（鳳凰）

個人単 佐伯卓郎 大分舞鶴 1回戦× 2-8 平川（鳳凰）
熊倉周作 大分舞鶴 3回戦× 3-8 岩見（柳川）
首藤知宏 別府青山 2回戦× 5-8 西田（柳川）
向井涼介 大分舞鶴 準決勝× 3-8 西田（柳川） ３位

女子団体 大分豊府 1回戦× 0－3 柳川（福岡）
福徳学院 1回戦○ 3－0 熊本（熊本）

2回戦○ 2－1 鹿児島純心(鹿児島)
3回戦× 0－2 柳川（福岡）

女子個人 個人複 円本・鐘江 福徳学院 3回戦× 7-9 大原・斎藤（宮崎商業）
鍬田・賀川 福徳学院 1回戦× 6-8 渡部・松元（鹿児島純心女）

個人単 円本彩也香 福徳学院 2回戦× 4-8 定兼（柳川）
牧仁美 大分上野丘 2回戦× 3-8 宮地（折尾愛真）

下田悠里 大分舞鶴 1回戦× 6-8 久貝（沖縄尚学）

鍬田梨絵 福徳学院 1回戦× 7-9 柴山（長崎東）
自転車 男子団体 学校対抗 日出暘谷 109点 1位

7



平成２１年度全九州高等学校体育大会成績 2010/6/7
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別府商業 52点 3位

ﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ 日出暘谷 4分36秒641 1位
別府商業 4分42秒828 3位

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 別府商業 1分26秒090 9位
日出暘谷 1分22秒309 2位

男子個人 スプリント 井上椋平 別府商業 1/8決勝 敗退
佐藤国利 日出暘谷 予選敗退
釘丸亮太 日出暘谷 予選敗退
緒方拓 別府商業 予選敗退
河野史弥 日出暘谷 予選敗退
清水健伍 別府商業 予選敗退

1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 染矢裕太 別府商業 1分08秒617 1位
大西貴晃 日出暘谷 1分08秒638 2位
一丸尚伍 日出暘谷 1分08秒640 3位
釘丸亮太 日出暘谷 1分14秒379 13位
佐藤貴輔 大分舞鶴 1分16秒137 16位
伊東恒輝 大分東明 1分18秒162 20位
伊東航平 別府商業 1分19秒695 25位
清水健伍 別府商業 1分20秒474 27位

ケイリン 大西貴晃 日出暘谷 決勝 1位
伊東航平 別府商業 予選敗退
佐藤国利 日出暘谷 決勝 2位
寺田雅彦 別府商業 決勝 8位
井上椋平 別府商業 決勝 7位
峯松謙伍 日出暘谷 予選敗退

スクラッチ 大森崇史 別府商業 決勝 13位
六峰　亘 日出暘谷 決勝 1位
伊東恒輝 大分東明 予選敗退
福山駿 別府商業 予選敗退
黒枝士揮 日出暘谷 決勝 9位
佐藤貴輔 大分舞鶴 予選敗退
渡邊恭輔 別府商業 予選敗退
田中佑 日出暘谷 予選敗退

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 池部壮太 別府商業 5位
六峰　亘 日出暘谷 8位
野内隆太郎 日出暘谷 9位
安部昭雄 別府羽室台 21位
渡邊恭輔 別府商業 22位
横谷直人 日出暘谷 DNF

3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭ 福山駿 別府商業 4分23秒120 16位
ｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ 渡邊泰暉 日出暘谷 4分21秒012 14位

一丸尚伍 日出暘谷 3分41秒223 2位
横谷直人 日出暘谷 3分53秒289 5位
池部壮太 別府商業 3分49秒466 3位
大森崇史 別府商業 3分55秒666 7位

ロード 黒枝士揮 日出暘谷 1位
六峰　亘 日出暘谷 2位
池部壮太 別府商業 4位
野内隆太郎 日出暘谷 5位
大森崇史 別府商業 6位
一丸尚伍 日出暘谷 10位
佐藤国利 日出暘谷 16位
佐藤貴輔 大分舞鶴 22位
大西貴晃 日出暘谷 28位
安部昭雄 別府商業 29位
田中佑 日出暘谷 36位
寺田雅彦 別府商業 41位
染矢裕太 別府商業 42位
伊東恒輝 大分東明 43位
渡邊恭輔 別府商業 44位
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４km速度競走 黒枝士揮 日出暘谷 決勝 1位

寺田雅彦 別府商業 決勝 3位
安部昭雄 別府商業 決勝 5位
野内隆太郎 日出暘谷 決勝 6位
染矢裕太 別府商業 決勝 10位

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 男子団体 学校対抗 鶴崎工業 ー点
男子個人 （Ａﾊﾟｰﾄ　１位ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

モスキート級宮田宗治 津久見 1回戦   × Ｐ
ライトフライ級 藤野涼太 津久見 2回戦　 × Ｐ 3位
フライ級 太田希望 鶴崎工業 2回戦　 × Ｐ 3位
バンタム級 甲斐慶太 大分工業 2回戦　 × Ｐ 3位
フェザー級 梅本和茂 大分工業 1回戦   × Ｐ
ライト級 佐藤征一 津久見 1回戦   × 不戦
ライトウェルター級 芝崎航也 鶴崎工業 2回戦   × Ｐ 3位
ウェルター級 薬師寺伍大 津久見 決勝　  × Ｐ 2位
（Ｂﾊﾟｰﾄ　２位ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

モスキート級河野幹也 大分工業 1回戦   × ＲＳＣ
ライトフライ級 嶋津弥希 鶴崎工業 決勝　× Ｐ 2位
フライ級 佐藤純太郎 鶴崎工業 1回戦　 × Ｐ
バンタム級 小野翔平 大分工業 1回戦　 × Ｐ
フェザー級 上野勇太 大分工業 2回戦　× ＲＳＣ 3位
ライト級 門脇大起 宇佐 1回戦   × ＲＳＣ
ライトウェルター級 池永慶彦 大分工業 2回戦   × ｷｹﾝ 3位
ウェルター級 松崎貫治 中津工業 2回戦　× ＲＳＣ 3位

ホッケー 男子 森 予選リーグ　　 1分1敗
決勝Ｔ１回戦× 1－３ 小国(熊本)
3位決定戦 × 0－6 川薩清修館（鹿児島） 4位

女子 森 予選リーグ 2敗1分 予選敗退
ｳｴｲﾄﾘﾃｨﾝｸﾞ 男子総合 宇佐 28点 4位

大分工業 20点
男子個人 56kg級 豊田剛正 大分工業 トータル148kg 9位

吹原英明 宇佐 トータル184kg 3位
62kg級 井上勝斗 大分工業 トータル176kg 9位
69kg級 丸山大輝 山香農業 トータル178kg 12位

松尾汰 宇佐 トータル163kg 14位
阿部修也 大分工業 トータル187kg 10位

77kg級 鬼塚一平 杵築 トータル243kg 1位
松本竜一 大分工業 トータル216kg 4位

85kg級 福田慧 大分工業 トータル205kg 8位
藤原裕平 大分工業 トータル233kg 3位

94kg級 長岡一幸 宇佐 トータル260kg 1位
廣瀬賢人 大分工業 トータル213kg 6位

105kg級 三浦周平 杵築 トータル2473kg 2位
宮野亮也 宇佐 トータル144kg 6位

+105kg級 松田真也 山香農業 トータル215kg 4位
小野田幸広 宇佐 トータル225kg 3位

ﾖｯﾄ 男子学校対抗 別府青山 FJﾃﾞｭｴｯﾄ134点/SR98点232得点 6位
海洋科学 FJﾃﾞｭｴｯﾄ396点/SR39点435得点 13位

男子ＦＪ級 ソロ
デュエット 別府青山 134点 5位

男子ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ＳＲｸﾗｽ
ソロ 海洋科学 森田祐太 39点 6位

女子学校対抗 別府青山 FJﾃﾞｭｴｯﾄ31点/SR54点 85点 2位
女子ＦＪ級 ソロ 別府青山 豊田華世・安部美希・池田　唯・松本朱加　14得点 2位

別府青山 後藤沙織・末繁まゆ・伊東美貴・柳佳奈恵　17得点 3位
デュエット 別府青山 31点 2位

女子ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ＳＲｸﾗｽ
ソロ

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子団体 大分豊府 1回戦○ 5-0 美里工業（沖縄）
2回戦○ 5-2 翔陽（熊本）
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決勝○ 5-1 鹿児島南(鹿児島） 1位

男子個人 個人フルーレ 村上仁紀 大分豊府 決勝○ 15-5 坂上（津久見） 1位
坂上大治 津久見 決勝× 5-15 村上（大分豊府） 2位
横山功明 大分上野丘 1回戦× 6-15 村上（大分豊府）

和田貴大 津久見 3位決定○ 6-5 八島（福岡魁誠） 3位
個人エペ 渕拓朗 大分豊府 1回戦× 11-15 神窪（鹿児島南）

個人サーブル 坂上大治 津久見 決勝○ 15-13 前田（鹿児島南） 1位
柴田恵治 津久見 1回戦× 13-15 桑野（翔陽）

女子団体 岩田 1回戦○　　 5-1 本庄(宮崎）
2回戦○ 5-2 鹿児島南(鹿児島）
決勝× 1-5 諫早商業(長崎） 2位

女子個人 個人フルーレ 皇甫蘭 岩田 決勝× 7-15 菊池（開新） 2位
大石栞菜 大分豊府 1回戦× 7-11 皇甫（岩田）
新田優衣 津久見 2回戦× 7-15 菊池（開新）
渡辺　咲 岩田 3位決定○ 15-10 東（諫早商業） 3位

個人エペ 大石栞菜 大分豊府 決勝○ 15-13 掘川（諫早商業） 1位
個人サーブル 新田優衣 津久見 決勝○ 15-12 橋本（鹿児島南） 1位

江嶋育久子 大分豊府 3位決定○ 15-9 猪上（福岡魁誠） 3位
カヌー 男子 ｋー１ 中野健太（高田） 1分57秒49 3位

和田政也（高田） 1分59秒90 5位
ｋー２ 隈井･橋本（高田） 1分50秒98 4位

和田･山下（高田） 1分55秒63 8位
ｋー４ 中野･隈井･橋本駿･和田（高田） 1分39秒69 1位

竹中･河野･橋大･渡辺（大分舞鶴） 1分42秒78 3位
Ｃー１ 藤田宗史（大分豊府） 2分13秒74 2位

高橋祐（大分舞鶴） 2分19秒93 8位
加藤彰悟（大分豊府） 2分21秒01 9位

Ｃー２ 藤田･加藤（大分豊府） 2分02秒17 　 1位
後藤・谷口（高田） 2分03秒66 2位
真﨑･西村（陽志館） 2分05秒79 5位

Ｃー４ 吉田･高橋･安部･首藤（大分舞鶴） 1分55秒72 2位
田島･馬渡･後藤･谷口(高田） 2分02秒36 5位

男子総合 高田 35点 3位
女子 ＷＫー１ 阿孫沙綾（大分舞鶴） 2分19秒24 2位

北村友紀子（大分舞鶴） 2分29秒81 8位
ＷＫー２ 阿孫･北村（大分舞鶴） 2分09秒20 2位

東･山崎（高田） 2分15秒09 5位
ＷＫー４ 阿孫･北村･上田･藤沢（大分舞鶴） 2分04秒21 3位

東･植田･瀬口･山崎（高田） 2分10秒18 5位
女子総合 大分舞鶴 21点 2位

なぎなた 女子団体 大分西 予選リーグ２位通過　
決勝Ｔ1回戦　×1-2 佐賀東（佐賀） 3位

女子個人 個人試合 國宗浩子 福徳学院 決勝T　準決×1-2 稲冨（熊本東） 3位
相沢実智 大分西 決勝T　1回戦×0-1 福田（佐賀東） 3位

演技 歳納功菜･木村真実 福徳学院 3位
後藤里沙･尾花麻衣 大分西 3位

アｰチｪリｰ 男子団体 大分東明 予選　 予選敗退
竹田 予選　 予選敗退

女子団体 大分東明 決勝Ｔ1回戦 188-177 厳木（佐賀）
決勝○ 171-143 折尾（福岡） 1位

竹田 予選　 予選敗退
男子個人 金子令 大分東明 12位

久保樹生 大分東明 19位
下鶴　仁 竹田 20位
坂本海 大分東明 24位
今井敦士 大分東明 26位
麻生智紀 竹田 30位

女子個人 森岡明菜 大分東明 1位
元吉沙貴 岩田 8位
加藤綾乃 大分東明 10位
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佐藤真奈美 大分東明 14位
日向瀬　碧 大分東明 19位

空手道 男子団体組手 中津工業･東 1回戦×　　 1-4 佐賀東（佐賀）
柳ヶ浦 1回戦×　　 1-3 コザ（沖縄）

男子個人 個人組手 岡本稜 大分高専 1回戦× 0-4 薬師寺（東福岡）

渡邉聖人 柳ヶ浦 2回戦× 4-5 浜砂（宮崎第一）

苅野恭史 中津工･中津東 2回戦× 5-10 田代（九州学院）

堀部雅也 柳ヶ浦 1回戦× 3-8 高橋（開新）
柳瀬悠希 柳ヶ浦 2回戦× 2-8 土持（宮崎第一）

阿部良平 柳ヶ浦 3回戦× 1-1(延 黒川（開新）
泉龍之介 柳ヶ浦 1回戦× 2-3 仲程（コザ）
松尾輝 中津北 1回戦× 1-2 里島（大島）

個人形 井上　俊 大分 3回戦× 2-3 仲嶺（前原）
中根宗萌 杵築 1回戦× 0-5 上村（興南）
大塚翔平 柳ヶ浦 2回戦× 2-3 平岡（八代工業）

田中祐貴 柳ヶ浦 1回戦× 0-5 山田（東稜）
女子団体組手 杵築 1回戦× 2-3

大分南 1回戦○　　 4-1 浦添（沖縄）
2回戦○ 4-1 鹿児島第一（鹿児島）
3回戦× 2-3 九州学院（熊本） 3位

女子個人 個人組手 賀来なつみ 大分南 1回戦× 5-7 松村（九州学院）

山本みき 柳ｹ浦 1回戦× 2-7 宿利（真颯館）
佐藤美葵 柳ｹ浦 1回戦× 1-9 辻（コザ）
保月佳奈 大分南 2回戦× 0-8 吉安（九州学院）

山村美沙 柳ヶ浦 1回戦× 0-2 石田（佐世保商業）

首藤亜未 大分南 2回戦× 2-4 緒方(長崎日大）

筒井紀江 大分南 2回戦× 5-9 早川（長崎日大）

大野ひかる 大分南 3回戦× 2-8 吉安（九州学院）

個人形 首藤亜未 大分 1回戦× 1-4 仲村（浦添）
筒井紀江 大分南 2回戦× 2-3 日高（佐世保北）

佐藤由菜 中津北 2回戦× 2-3 上野（宮崎第一）

大野ひかる 大分南 決勝○ 5-2 仲村（浦添） １位

佐賀東（佐賀）
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