
1 １位 陸上競技 成年男子 １００ｍ 江里口　匡史 (大阪ガス) 予選 ６組：１着　１０秒６３　　準決勝１組：１着　１０秒２９　　決勝：１位　１０秒２９

2 １位 水　　泳 少年女子 共通４００ｍ自由形 宮本　靖子 (九州学院高校) 予選：４組２着　４分１７秒８１　 決勝へ　決勝：１位　４分１３秒９７

3 １位 レスリング 成年男子 ６０ｋｇグレコローマン 城戸　義貴 (自衛隊体育学校)
２回戦：２－０土田（新潟）　準々決勝：２－０福間（島根）
準決勝：２－０峯村（神奈川）　決勝：２－０太田(山口)　　　１位

4 １位 ハンドボール ２回戦：５０－１６長野　　準々決勝：３４－１１岐阜　　準決勝：２７－１１広島
決勝：２０－１９　石川　　　１位

5 １位 柔　　道 ２回戦：２－０大阪　準々決勝：２－１神奈川　準決勝：２－０長野
決勝：０－０東京（代表戦：土井優勢勝ち）　　１位

6 １位 弓　　道 少年男子 近　　　的
予選（２４射）：２４的中　１位通過　　決勝トーナメント　　１回戦：１１－１０鹿児島
準決勝：１１－１０静岡　決勝：１１－９広島　　１位

7 １位 銃剣道 １回戦：３－０岩手　　２回戦：３－０埼玉　３回戦：３－０京都
準々決勝：２－１広島　準決勝：３－０東京　　決勝：３－０長崎　　１位

8 ２位 陸上競技 少年女子 １００ｍ 野林　祐実 (九州学院高校) 予選５組：１着　１１秒７０　 準決勝２組：１着　１１秒８１　決勝：　２位１１ 秒８１　　

9 ２位 ボート 少年女子 舵手つきクォドルプル
予選：１着　３分３７秒１３   準決勝Ｂ組：１着　３分３１秒７９　決勝：３分３９秒９９
 ２位

10 ２位 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：２位　５分１７秒２８　　２位

11 ２位 なぎなた 少年女子 試　　合
１回戦：３－０愛知　　 ２回戦：３－０島根　　準々決勝：２－１京都
準決勝：２－１秋田　　決勝：１－２大阪　　２位

12 ３位 陸上競技 女子共通 共通４×１００ｍＲ 予選１組：１着　４６秒０２　　準決勝３組：２着　４６秒０３ 　決勝：３着　４５秒９８

13 ３位 ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 田川　勇希 (熊本工業高校) １回戦：対　愛媛　勝ち　準々決勝：対　岡山　勝ち　準決勝：対　埼玉　敗退　３位

14 ３位 レスリング 少年男子 ５０ｋｇフリー 平川　耶磨人 (玉名工業高校)
１回戦：２－０辻（和歌山）　２回戦：２－０永見(島根)　準々決勝：２－１湯田(福島)
準決勝：フォール負け　青木(岐阜)　　　３位

15 ３位 ウエイト 成年男子 ９４ｋｇ級 水田　　理 （八代農高職） C＆J：３位　１７５㎏

16 ３位 弓　　道 少年女子 遠　　的
予選：２位　１３７　　決勝トーナメント１回戦：７９－４９奈良
準決勝：栃木７５－５４　敗退　３位決定戦：３３－２１東京　３位

17 ３位 ライフル射撃 少年男子 １０ｍＳ６０ＪＭ 久保　修一 (文徳高校) 決勝：３位　５８５点

18 ３位 剣　　道 １回戦：熊本２－０高知　　２回戦：熊本２－１京都　　準々決勝：熊本０－２岐阜
３位決定戦：熊本３－０福井

19 ３位 空手道 少年女子 個　人　組　手 沖田　理奈 (九州学院高校)
１回戦：８－０茨城　２回戦：９－９兵庫　３回戦：９－１愛知　４回戦：１－１山梨
準決勝：０－８京都　３位決定戦：７－６宮崎　３位

20 ３位 ゴルフ 最終成績：３位（大城７３・７１　宮崎７６・７３　野口７３・７６）

21 ４位 陸上競技 成年女子 ４００ｍハードル 吉良　愛美 (中央大学) 予選２組：１着　５８秒４２　決勝：４位　５８秒０２

22 ４位 陸上競技 少年男子 共通８００ｍ 前田　健太 (国府高校)
予選２組：２着　１分５５秒００　準決勝１組：３着　１分５４秒０９
決勝：４着　１分５２秒０１　４位

23 ４位 陸上競技 少年男子 １１０ｍＨ 藤原　秀朗 (人吉高校) 予選３組：２着　１４秒３８　　決勝：４着　１４秒４９

24 ４位 水　　泳 少年女子 １００ｍ自由形 宮本　靖子 (九州学院高校) 予選：４組２着　５６秒６１　 決勝へ　決勝：４位　５６秒３８

25 ４位 ライフル射撃 成年女子 ５０ｍP６０Ｗ 松本　靖世 (関西大学) 決勝：４位　５８６点

26 ４位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－１（５００) 楠原　恵美子 (水俣高校) 予選１組：１着　２分００秒８７２　決勝：８位　２分０４秒７８６　　４位

27 ４位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｃ－１（５００) 佐田　純平 (球磨工業高校) 予選２組：１着　２分０１秒３１１　決勝：４位　２分０１秒０９３　　　４位

28 ５位 サッカー
１回戦：熊本　３－２　京都　　２回戦：熊本　２－０　宮崎
準々決勝：熊本 ０－５ 静岡　    ５位

29 ５位 ボート 成年女子 ダブルスカル
予選：２着　３分４７秒５９　準決勝A組：３着３分３４秒７２
５～８位決定戦：３分３６秒９６

30 ５位 ボート 少年男子 ダブルスカル 工藤・川野 (学園大付属高)
予選：２着　３分２１秒０７　準決勝Ｃ組：２位　３分１６秒７７
５～８位決定戦：３分１５秒８０　５位

31 ５位 ボート 少年女子 ダブルスカル 佐伯・山本 (八代南高校)
予選：２着　３分５２秒８５　準決勝A組：３着　３分４４秒」６３
５～８位決定戦：３分４２秒４１　５位

32 ５位 ボクシング 少年男子 フライ級 小山　明良 (九州学院高校) ２回戦：対　香川　勝ち　準々決勝：対　富山　敗退
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（所　　属） 成　　　　　　　　　績入　賞 種　　　目

成　年　女　子 ｵﾑﾛﾝﾘﾚｰｱﾝﾄﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ

少　年　女　子 阿蘇高校［飯塚・土井・梅木]

競　技 種　別 氏　　　名

秀岳館高[廣瀬・田中・山下]

成　年　男　子 選抜[田尻・原田・角]

選抜[吉田･飛松･大久保･中尾･徳田･池田]

選抜[吉良･野林･新宅･福嶋]

秀岳館高[野添・吉田・平井]

選抜[濱本・内田・渡邊]

国府高校[大城・宮崎・野口]

成　年　女　子

女　　　　　子

少　年　男　子 	 選　　抜

選抜[三丸・橋本]

熊本西高[春山・稲冨・溝上]
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33 ５位 ボクシング 少年男子 ライト級 中島　伊織 (熊本農業高校) ２回戦：対　長崎　勝ち　 準々決勝：対　岡山　敗退

34 ５位 ボクシング 少年男子 ライトフライ級 堤　聖也 (九州学院高校) １回戦：対　栃木　勝ち　準々決勝：対　大阪　敗退

35 ５位 バスケット 準々決勝：６７－７７　大阪    ５位

36 ５位 レスリング 少年男子 ７４ｋｇグレコローマン 菅原　智也 (玉名工業高校)
１回戦：２－０高井(徳島)　　２回戦：フォール勝ち　柳瀬（高知）
準々決勝：フォール負け　奥井(和歌山)　　　５位

37 ５位 レスリング 少年男子 ９６ｋｇグレコローマン 村上　秀樹 (小川工業高校) １回戦：フォール勝ち　山根(島根)　　準々決勝：０－２宮国（沖縄)　　　５位

38 ５位 ウエイト 成年男子 ５３ｋｇ級 西村　裕樹 (株)ココストアウエスト スナッチ：５位　９２kg

39 ５位 ウエイト 少年男子 ８５ｋｇ級 山本　琢人 (熊本西高校) Ｃ＆Ｊ：５位　１３５㎏

40 ５位 自転車 成年男子 スプリント 古庄　豊全 (熊本赤十字病院)
予選：７位　１１秒１９０　　1/8決勝　８組：１着　１１秒２６７　1/4決勝　負け
５～８位決定戦：５位　１１秒３７９　　５位

41 ５位 弓　　道 少年女子 近　　的
予選：１位　２２的中　決勝トーナメント1回戦：８-１０奈良
５～８位決定戦：５的中

42 ５位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－４（２００) 予選１組：２着　４３秒４７２　 　決勝：５位　４２秒９１２　　５位

43 ５位 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：５位　１分２１秒２８　　５位

44 ５位 空手道 成年男子 個　人　組　手 坂田　宏樹 (芦北町教育委員会)
１回戦：８－０高知　　２アマ回戦：５－１沖縄　　３回戦：３－０北海道
４回戦：２－８埼玉　　５位

45 ５位 空手道 少年男子 個　人　組　手 中川　大資 (熊本マリスト高校) ２回戦：９－５富山　３回戦：１２－４福井　４回戦：０－４岐阜　５位

46 ５位 空手道 少年女子 個　人　形 福山　博貴 (九州学院高校) １回戦：５－０三重　２回戦：３－２群馬　３回戦：０－５岐阜　５位

47 ５位 なぎなた 成年女子 試　　合
２回戦：３－２京都 　３回戦：３－０香川　準々決勝：１－２大阪
５～８位決定戦：２－１福島　　５～６位決定戦：３－０兵庫　　　　５位

48 ６位 陸上競技 少年男子 共通棒高跳び 平田　祐樹 (熊本中央高校) 決勝：６位　４ｍ７０

49 ６位 水　　泳 少年男子 ２００ｍ背泳ぎ 中川　弘之 (九州学院高校) 予選：１組２着　２分０４秒９７　決勝へ　決勝：６位　２分０４秒６２

50 ６位 ライフル射撃 成年女子 ５０ｍK２０Ｗ 松本　靖世 (関西大学) 決勝：６位　６６２，９点

51 ６位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－４（５００)
予選２組：４着　１分４８秒３４６　準決勝１組：１着　１分４８秒９４４
決勝：６位　１分５１秒４４０　　６位

52 ６位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｃ－１（２００) 佐田　純平 (球磨工業高校)
予選３組：２着　４５秒２４１　準決勝２組　４６秒５０７　決勝：６位　４５秒４７１
６位

53 ６位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｋ－１（２００) 本山　悠太 (球磨工業高校)
予選１組：１着　４０秒２８９　 　準決勝１組：２着　４０秒５６８
決勝：６位　４０秒６６３

54 ７位 水　　泳 少年男子 ５０ｍ自由形 田上　勇気 (九州学院高校) 予選：４組２着　２３秒７４　決勝へ　決勝：７位　２３秒８３

55 ７位 ウエイト 成年男子 ８５ｋｇ級 高原　康幸 (明治大学) Ｃ＆Ｊ：７位　１６０㎏

56 ７位 ウエイト 少年男子 ５３ｋｇ級 村上	 奈津雄 (熊本西高校) Ｃ＆Ｊ：７位　９９㎏

57 ７位 フェンシング 成年女子 フルーレ
１回戦：１勝１敗　２回戦：１勝１敗　準決勝：対　群馬　２－１負け
５・６位決定戦：対　三重　２－１負け　７・８位決定戦：対　京都　２－１勝ち　７位

58 ７位 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２組：４着　３８秒７１４　準決勝：３着　３７秒８８２　決勝：８位　３８秒０７５
　７位

59 ８位 ウエイト 成年男子 ９４ｋｇ級 水田　　理 （八代農高職） スナッチ：８位　１３２㎏

60 ８位 ウエイト 成年男子 ５３ｋｇ級 西村　裕樹 (株)ココストアウエスト Ｃ＆Ｊ：８位　１１３kg

61 ８位 ウエイト 少年男子 ５３ｋｇ級 村上	 奈津雄 (熊本西高校) スナッチ：８位　７８㎏　

62 ８位 自転車 少年男子 １ｋｍタイム・トライアル 瓜生　崇智 (九州学院高校) 決勝：１分８秒００７　８位

63 ８位 弓　　道 少年男子 遠　　的
予選：６位　１２４　決勝トーナメント１回戦富山８９－５５　敗退
５～８位決定戦：８位　３０点

64 ８位 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　１分５７秒８１６　準決勝１組：４着　１分５６秒１６８
決勝：８位　２分００秒３２０　　８位

65 ８位 なぎなた 成年女子 演　　技
１回戦：５－０山口 　２回戦：５－０鹿児島　３回戦：１－４岐阜
５～８位決定戦：２－３福岡　　７～８位決定戦：２－３岡山　　　　８位

成　年　女　子 	 選　　　抜

秀岳館高[野添・吉田・平井]

肥後銀行[佐藤・神山・大曲]

選抜〔上野･永田・尾方美･尾方萌〕

選抜〔上野･永田・尾方美･尾方萌〕

選抜[森美・森友・菊池]

秀岳館高[廣瀬・田中・山下]

肥後銀行[佐藤・神山・大曲]


