
1 陸上　成年男子１００ｍ 江里口　匡史 (大阪ガス) 予選２組：１着　１０秒４０　　準決勝３組：１着　１０秒１６　　決勝：１位　１０秒１４　 １位

2
ボクシング　成年男子
　ライト級

成松　大介 (東京農業大学)
２回戦：判定○×川村(青森）　　準々決勝：判定○×久保(京都）
準決勝：判定○×戸田（新潟）　決勝：判定○×佐藤（埼玉） １位

3
レスリング　成年男子
６０ｋｇグレコローマン

城戸　義貴 (陸上自衛隊体育学校)
２回戦：２－１福間（島根）　準々決勝：２－１笹山（富山）
準決勝：２－１倉本（滋賀）　　　決勝：２－０泉（愛媛） １位

4
自転車　成年男子
　スプリント

古庄　豊全 (日本大学)
予選：６位　１１秒５０３　1/8決勝６組：１位　１１秒７２２1/4決勝３組：１着１－０奥村（兵庫）
1/2決勝２組：１着２－０橋本（東京）決勝：１着２－０飯塚（山梨） １位

5
ライフル　少年女子
　　１０ｍＳ４０ＪＷ

末永　明日菜 (文徳高校) 決勝：１位　４９０．３点 １位

6
カヌー　少年男子
スプリント・Ｃ－２(500)

宮原	 ・橋本 (球磨工業高校) 予選１組：１着　１分５８秒１１２　決勝：１位　２分０４秒８２０ １位

7 銃剣道　成年男子
２回戦：３－０岐阜　　３回戦：３－０兵庫　準々決勝：２－１宮崎
準決勝：２－１北海道　　決勝：２－１山口 １位

8 陸上　少年男子５０００ｍ 久保田　和真 (九州学院高校) 決勝：２位　１４分０５秒５６　　 ２位

9 陸上　少年女子１００ｍ 野林　祐実 (九州学院高校) 予選３組：１着 １２秒１４　 準決勝２組：１着 １１秒８８　決勝：２位 １２秒０２　　 ２位

10
ウエイトリフティング
　成年男子９４ｋｇ級

水田　　理 （八代農高職） C＆J：２位　１７５㎏ ２位

11 ハンドボール　成年女子
１回戦：３４－１６富山　　準々決勝：３１－２１茨城　　準決勝：３２－２０山口
決勝：２２ー３４石川 ２位

12 柔道　少年女子
２回戦：２－１神奈川　準々決勝：２－１山口　準々決勝：２－１山口
準決勝：２－１愛媛　　決勝：３－０愛知 ２位

13 剣道　　少年男子　 １回戦：４－１福島　２回戦：３－２茨城　準決勝：３－１東京　　決勝：１－４山口 ２位

14 陸上　成年女子５０００ｍ 吉本　ひかり (佛教大学) 決勝：３位　１５分３０秒９４　　 ３位

15 陸上　少年男子走幅跳び 本多　隆成 (松島商業高校) 決勝：３位　７ｍ２４ ３位

16
バスケットボール
　成年女子

準々決勝：７６－５８岡山　　準決勝：５８－６３静岡　　３位　　 ３位

17
ウエイトリフティング
　成年男子５３ｋｇ級

西村　裕樹 (エブリワン) Ｃ＆Ｊ：３位　１１２kg ３位

18
自転車　少年男子
　ケイリン

有馬　尚輝 (秀岳館高校) １回戦：１位　１１秒７９４　２回戦４組：２着　　　決勝：３位 ３位

19
ライフル　成年男子
　　１０ｍＳ６０Ｍ

鎌田　龍一 (地域資源開発) 決勝：３位　６２５．２点 ３位

20 剣道　　成年男子　
１回戦：４－１静岡　　２回戦：４－０栃木　３回戦：３－１愛媛　４回戦：３－２東京
準決勝：１－３山口　３位決定戦：３－２大阪 ３位

21 剣道　　成年女子
１回戦：２－１神奈川　　２回戦：２－１長野
準決勝：１－２岡山　　　３位決定戦：２－０埼玉 ３位
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自衛隊第8師団第42普通科連隊
第８特科連隊

ｵﾑﾛﾝﾘﾚｰｱﾝﾄﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ

選抜[齊藤・村富・佐藤・桑野・坂口]

選抜[亀井・宮上・益田・古澤・西村]

選　抜　[平山・大島・内田]

入賞（所　　属）

阿蘇高校［高森・吉村・梅木]

選　　　抜

成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績種　　　　　目 氏　　　名



入賞（所　　属） 成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績種　　　　　目 氏　　　名

22
ボクシング　成年男子
　ライトフライ級

門前	 　晴 (桃山学院大学) 準々決勝：判定○×星島(岡山）　　準決勝：判定負け×林田(千葉） ４位

23
ウエイトリフティング
　成年男子５３ｋｇ級

西村　裕樹 (エブリワン) スナッチ：４位　９３kg ４位

24
ウエイトリフティング
　成年男子９４ｋｇ級

水田　　理 （八代農高職） スナッチ：４位　１３０㎏ ４位

25 相撲　　成年男子　
予選１回戦：３－０福島　予選２回戦：３－０島根　予選３回戦：２－１長野
決勝Ｔ１回戦：２－１千葉　準決勝：０－３大分　３位決定戦：１－２和歌山 ４位

26
馬術　少年
　ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ

塚本	 　宏 (南稜高校) 決勝：４位：蕾　１分０５秒０５ ４位

27
フェンシング　成年男子
　　　　フルーレ

１回戦：１位　２勝（２－１山梨　２－１愛知）　２回戦：１位（２－１岡山　２－１愛知）
３回戦：２－１大分　準々決勝：２－０千葉　準決勝：０－２東京
３位決定戦：１－２神奈川

４位

28
フェンシング　成年男子
　　　　エ　　ペ

１回戦：１位（２－１栃木３－０徳島３－０富山）２回戦：１位（１－２千葉２－１福岡）
３回戦：２－０熊本　準々決勝：２－１東京　準決勝：１－２岐阜
３位決定戦：０－２大分

４位

29
カヌー　成年男子
ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・K-1(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ)

大瀬　修平 (球磨工業高校) 決勝：４位　１分０８秒１０　 ４位

30
カヌー　少年男子
スプリント・Ｃ－２(200)

宮原	 ・橋本 (球磨工業高校) 予選２組：１着　４４秒１８４　　　決勝：４位　４３秒４０４ ４位

31 空手道　女子団体組手
２回戦：３－０奈良　３回戦：３－１北海道　４回戦：３－１宮城　準決勝：１－３大阪
３位決定戦：１－３東京 ４位

32 銃剣道　少年男子
１回戦：２－１滋賀　　２回戦：２－１山口　　準決勝：１－２北海道
３位決定戦：０－３長崎 ４位

33 なぎなた　成年女子	 試合
１回戦：３－０長崎 　２回戦：３－０千葉　３回戦：３－０岡山　準々決勝：３－０兵庫
準決勝：１－２島根　３位決定戦：１－２ ４位

34
ボクシング　成年男子
　ミドル級

上川　孝顕 東洋大学 １回戦：判定○×鳴海(青森）　　準々決勝：3回失格×浜崎(岡山）　５位 ５位

35
レスリング　成年男子
　５５ｋｇフリー

谷口	 　徹 (陸上自衛隊体育学校) ２回戦：２－１猪股（宮崎）　準々決勝：０－２富岡（長野）　５位 ５位

36
レスリング　少年男子
６０ｋｇグレコローマン

北村　侑磨 (玉名工業高校) １回戦：フォール勝ち　横山（高知）　２回戦：０－２西山（愛知） ５位

37
自転車　成年男子
１ｋｍタイム・ﾄﾗｲﾔﾙ

野口　大誠 (中央大学) 決勝：５位　１分７秒８４４ ５位

38
自転車　男子
　チーム・スプリント

決勝：５位　１分０５秒０５６　　 ５位

39 バドミントン　成年男子 １回戦：２－１愛知　 準々決勝：０－２東京 ５位

40 バドミントン　少年男子 １回戦：２－１福井　２回戦：２ー０山口　 準々決勝：１－２東京 ５位

選　　抜　[山本・橋本・吉田]

選　　抜　[野口･古庄･藤森]

選抜[嘉村・権藤・宮本]

八代東高校

肥後銀行[佐藤・神山・大曲]

選　抜　[太田・本田・菊池]

選抜[中川・矢野・坂田・松本]

選　抜　[太田・本田・菊池]

選抜[荒木・山下・川畑]



入賞（所　　属） 成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績種　　　　　目 氏　　　名

41 弓道　少年女子　遠的
予選：１位　１５１
決勝トーナメント１回戦：５６－５８愛媛　　５～８位決定戦：５位　３７点 ５位

42
ライフル　成年女子
　　１０ｍＳ４０Ｗ

早川　知希 (日本大学) 決勝：５位　４８７．５点　 ５位

43
カヌー　成年女子
スプリント・Ｋ－１(500)

山田　咲貴 (武庫川女子大学)
予選１組：３着　２分０５秒８７６　準決勝１組：１着　２分０２秒１８７
決勝：５位　２分０６秒３７５ ５位

44
空手道　成年男子
　　個人組手（軽量級）

松本　卓也 (大阪商業大学)
２回戦７－１阿部(大分)　　　３回戦：３－１永島（宮崎）
準々決勝：３－９遠山（長崎） ５位

45
空手道成年男子
　　個人組手（重量級）

坂田　宏樹 (芦北町立佐敷中)
１回戦：９－１望月（静岡）　　２回戦：１５－８三松（岩手）
３回戦：５－３佐藤（埼玉）　　準々決勝：０－６井渕（山口） ５位

46
水泳
少年男子２００ｍ背泳ぎ

中川　弘文 (九州学院高校) 予選：１組３着　２分０５秒７０　決勝：６位　２分０４秒０４　６位 ６位

47
水泳
少年女子４００ｍ自由形

吉田　朝日 （尚絅高校） 予選：３組２着　４分１８秒１１ 　決勝：６位　４分１７秒７０ ６位

48
水泳
少年女子400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

松尾　美鈴 （尚絅高校） 予選：１組１着　４分４９秒８４ 　決勝：６位　４分５０秒５４ ６位

49
ボート　少年女子
　舵手つきクォドルプル

予選：４着　３分３２秒１５   準決勝Ａ組：２着　３分３７秒８７
５～８位決定戦：２着　３分３７秒０１ ６位

50
ウエイトリフティング
	 	 少年男子１０５ｋｇ級

松本　稜平 (天草高校天草西校) スナッチ：６位　１１６㎏ ６位

51
ウエイトリフティング
　少年男子１０５ｋｇ級

松本　稜平 (天草高校天草西校) Ｃ＆Ｊ：６位　１４３㎏ ６位

52 弓道　少年女子　近的
予選：５位　決勝トーナメントへ　決勝トーナメント　１回戦：９－９宮崎（競射７－９）　敗退
５～８位決定戦：６位　６射中５ ６位

53
ライフル　成年男子
　　５０ｍＫ２０Ｍ

江﨑　光祐 (県ﾗｲﾌﾙ射撃協会) 決勝：６位　１８６点 ６位

54 陸上　成年男子１５００ｍ 井野　	 洋 (富士通) 予選２組：５着　３分４８秒６３　　決勝：７位　３分４５秒２６　　  ７位

55 陸上　少年女子共通800ｍ 新宅　麻未 (熊本商業高校) 予選１組：３着　２分１０秒２９　　決勝：７位　２分１３秒１７ ７位

56
水泳
少年男子４００ｍリレー

予選：１組２着　 ３分３４秒７４　　決勝：７位　３分３４秒９８ ７位

57
ライフル　少年女子
	 	 	 	 ＢＰ４０ＪＷ

三浦　有紀子 (文徳高校) 決勝：７位　４２６．７点 ７位

58
カヌー成年男子
ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・Ｋ－１(1500)

大瀬　修平 (球磨工業高校) 決勝：７位　４分２７秒４４　　 ７位

59 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ  少年男子 個人 下林　智広 (人吉二中) 予選：８位　１２４４点　決勝：７位　　予選・決勝合計１８１２点 ７位

選抜[瀬戸口･野間･齊藤･福原]

選　抜　[定森・平井優・平井]

選　抜　[定森・平井優・平井]

　選　　抜
　　[村崎･飛松･大久保･中尾･中村･池田]



入賞（所　　属） 成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績種　　　　　目 氏　　　名

60
水泳
少年男子４００ｍ自由形

瀬戸口　裕嗣 (九州学院高校) 予選：３組５着　４分０４秒０２　決勝：８位　４分０６秒４５　８位 ８位

61
水泳
少年男子１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ

林	 　孝晟 (ﾙｰﾃﾙ学院高校) 予選：３組３着　５５秒９１ 　決勝：８位　５６秒２２ ８位

62
水泳
少年男子200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

齊藤	 　凌 (九州学院高校) 予選：３組２着　２分０８秒５８ 　決勝：８位　２分０８秒９７ ８位

63
水泳
少年女子５０ｍ自由形

宮本　靖子 (九州学院高校) 予選：３組３着　５７秒０１ 　決勝：８位　５７秒０４ ８位

64
ライフル　成年女子
　　５０ｍK２０Ｗ

松本　靖世 (関西大学) 決勝：８位　６５４，７点 ８位

65
カヌー　成年男子
スプリント・Ｋ－１(200)

大澤　基夫 (エコネットみなまた) 予選１組：１着　３８秒２６６　　決勝：８位　３７秒９９７ ８位

66
カヌー　成年男子
スプリント・Ｃ－１(500)

堺　	 大誉 (鹿屋体育大学)
予選１組：３着　２分０２秒２５０　　　　準決勝１組：２着　１分５７秒６２２
決勝：８位　２分０１秒９８７ ８位


