
1 １位 ボート 成年女子 ダブルスカル
予選Ｂ組：４着　３分３２秒４８　敗者復活戦Ａ組：２着　３分５２秒８６
準決勝A組：２着　３分３５秒３４　決勝：１位（荒天のためレース中止）　（１位）

2 １位 銃剣道
２回戦：２－１石川　３回戦：２－１愛知　準々決勝：２－１鹿児島
準決勝：３－０福岡　　決勝：２－１東京　　　（１位）

3 ２位 陸上競技 成年女子 三段跳び 中尾　有紗 (熊本大学) 決勝：２位　１２ｍ８９ｃｍ　　（２位）

4 ２位 水泳 成年女子 ４００ｍ自由形 宮本　靖子 （東洋大学） 予選：１組１着　４分１６秒９４　決勝へ　決勝：２位　４分１３秒１０　　（２位）

5 ２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)
１回戦：フォール　勝利、準々決勝：Ｔフォール　勝利、準決勝：フォール　勝利
決勝：Ｔフォール　敗北　（２位）

6 ２位 ハンドボール
１回戦：３２－１４　和歌山、準々決勝：３５－１１　神奈川、準決勝：２３－１４　広島
決勝：１８－２２　石川　（２位）

7 ２位 自転車競技 少年男子 ケイリン 藤森　俊介 (九州学院高校) １回戦：５組１着　２回戦４組：１着　　準決勝１組：２着　決勝：２着　　　（２位）

8 ２位 バドミントン
１回戦：２－０　秋田、２回戦：２－０　茨城、準々決勝：２－０兵庫
準決勝：２－０　岐阜、決勝：０－２　東京　　（２位）

9 ２位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｃ－１（５００) 竹崎　芳煕 (球磨工業高校) 予選１組：１着　２分００秒３７８　決勝へ　　決勝：２位　２分０６秒７６２　（２位）

10 ２位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｃ－１（２００) 竹崎　芳煕 (球磨工業高校) 予選：２組着　４８秒２１０、準決勝：２組２着　４３秒８２８、決勝：４７秒３１５　（２位）

11 ３位 陸上競技 成年男子 １００ｍ 江里口　匡史 (大阪ガス) 予選４組：１着　１０秒５４　準決勝２組：１着　１０秒３５　決勝：（３位）　１０秒５０

12 ３位 水泳 少年男子 ８００ｍリレー 予選：１組２着　７分３３秒０２　決勝へ　決勝：３位　７分３０秒４２　　（３位）

13 ３位 ボクシング 成年男子 ミドル級 上川　隆顕 （東洋大学） １回戦：判定　勝利、準々決勝：判定　勝利、準決勝：判定　敗退　（３位）

14 ３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) 準々決勝：判定　勝利、準決勝：判定　敗退　（３位）

15 ３位 ボクシング 少年男子 フライ級 岩下　千紘 (熊本農業高校) ２回戦：判定　勝利、準々決勝：判定　勝利、準決勝：判定　敗退　（３位）

16 ３位 ボクシング 少年男子 ウエルター級 松野　晋久 (開新高校) １回戦：判定　勝利、準々決勝：判定　勝利、準決勝：判定　敗退　（３位）

17 ３位 バレーボール 少年女子 ６人制
２回戦：２－０千葉　準々決勝：２－０京都　　準決勝：２－３東京
３位決定戦：３－２神奈川　　（３位）

18 ３位 バスケットボール
２回戦：７９－６２　 三重、準々決勝：７２－７１　和歌山、準決勝：７３－６２　千葉、決勝：７
９－８０　神奈川　（３位）

19 ３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)
２回戦：Ｔフォール　勝利、準々決勝　フォール　勝利
準決勝　Ｔフォール　敗退　（３位）

20 ３位 レスリング 少年男子 ７４ｋｇフリー 岡崎　一輝 (玉名工業高校) ２回戦：Ｔフォール　勝利、準々決勝：Ｔフォール　勝利、準決勝：Ｔフォール　敗退　（３位）

21 ３位 ウエイトリフティング 少年男子 １０５ｋｇ級 木村　公亮 (上天草高校) Ｃ＆Ｊ：３位　１４５㎏　（３位）

22 ３位 なぎなた 成年女子 試　合
２回戦：３－０富山 　３回戦：３－０茨城　準々決勝：２－１東京
準決勝：０－３大阪　　３位決定戦：３－０兵庫　　　　（３位）

23 ３位 ボウリング 少年男子 個　人 下林　智広 (球磨工業高校) 予選：６位　　１２５３点　　決勝：（３位）１８７９点　　（３位）

24 ４位 陸上競技 成年少年共通 共通４×１００ｍＲ
予選：３組２着　４０秒１８　準決勝：１組２着　３９秒９１
決勝：４着　４０秒１７　（４位）

25 ４位 水泳 少年男子 ４００ｍ個人メドレー 齋藤　	 凌 (九州学院高校) 予選：２組１着　４分２１秒９９　決勝へ　決勝：４位　４分２２秒４２　　（４位）

26 ４位 ウエイトリフティング 少年男子 １０５ｋｇ級 木村　公亮 (上天草高校) スナッチ：４位　　１０５ｋｇ　（４位）

27 ４位 ソフトテニス
１回戦：２－１　三重、準々決勝：２－０　山口、準決勝：０－２　奈良
３位決定戦：０－２　宮崎　（４位）

28 ４位 相　撲
予選１回戦：４－１和歌山　　予選２回戦：２－３青森　　予選３回戦：４－１岐阜
決勝トーナメント１回戦：５－０埼玉　準々決勝：４－１長野　準決勝：２－３鳥取
３位決定戦：２－３青森　（４位）

29 ４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：４位　４０秒１４　　（４位）

30 ４位 空手道 成年男子 個人組手（中量級） 黒川　大和 (大阪商業大学)
２回戦：１－０広島　　３回戦：９－２群馬　　４回戦：３－０北海道
準決勝：０－７東京　　３位決定戦：０－１大阪　（４位）

31 ５位 水泳 少年男子 １００ｍ平泳ぎ 鮫島　悠輔 (九州学院高校) 予選：２組１着　１分０５秒４０　決勝へ　決勝：５位　１分０５秒２１　（５位）

32 ５位 ボート 少年男子 ダブルスカル
予選Ｃ組：２着　２分５８秒４４　準決勝Ａ組：２着　３分３４秒２９
５～８位決定：５位　２分４１秒６７　　　（５位）

33 ５位 ボクシング 成年男子 ウエルター級 友松　藍 （平成国際大学） １回戦：判定　勝利、準々決勝：ＴＫＯ　敗退　（５位）

選抜[山本・山領］

成年男子 選抜[田尻・原田・⻆]

成年女子

選抜[佐々木･江里口･北村･末續]

選抜［緒方、荒木、園田、中原、堀、山﨑］

ｵﾑﾛﾝﾘﾚｰｱﾝﾄﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ

選抜[川野・志賀]

成年女子 ルネサス

熊本信愛女学院高校

肥後銀行[佐藤・神山・久保田]

選抜[齋藤･野間･福原･瀬戸口]

	 選　　　抜
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（所　　属） 成　　　　　　　　　績入　賞

成　年　女　子

少　年　男　子 文徳高校

種　　　目競　技 種　別 氏　　　名

成　年　男　子



（所　　属） 成　　　　　　　　　績入　賞 種　　　目競　技 種　別 氏　　　名

34 ５位 レスリング 成年男子 ５５ｋｇグレコローマン 北村　侑磨 (専修大学) ２回戦：Ｔフォール　勝利、準々決勝：Ｔフォール　敗退　（５位）

35 ５位 レスリング 成年男子 ６６ｋｇフリー 平川　一貴 (中央大学) ２回戦：Ｔフォール　勝利、準々決勝：フォール　敗退　（５位）

36 ５位 レスリング 成年男子 ７４ｋｇフリー 髙木　瑛史 (小川工業高校職)
１回戦：Ｔフォール　勝利、２回戦：４－２　勝利、
準々決勝：Ｔフォール　敗退　（５位）

37 ５位 レスリング 成年男子 ９６ｋｇフリー 大石　亮 (中央学院大学) ２回戦：Ｔフォール　勝利、準々決勝：Ｔフォール　敗退　（５位）

38 ５位 フェンシング 成年女子 フルーレ
１回戦：１－２　岐阜、３－０　神奈川、２回戦：３－０山口、１－２和歌山、準々決勝：１－２
群馬、５～８位決定予備選：２－１　三重、５位決定戦：２－１　北海道　（５位）

39 ５位 柔　　道 ２回戦：３－０　福島、準々決勝：１－２　茨城　（５位）

40 ５位 ソフトボール １回戦：１２-０　北海道、　準々決勝：４-５　栃木　敗退　（５位）

41 ５位 弓　　道 少年男子 近　　的
予選（２４射）：２１的中　１位通過　　決勝トーナメント１回戦（１２射）：９-１０　高知
５～８位決定戦（６射）：５的中　（５位）

42 ５位 剣　　道 １回戦：５－０愛媛　　２回戦：１－４東京　敗退　（５位）

43 ５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：４分３９秒３３　　（５位）

44 ５位 なぎなた 少年女子 試　　合
１回戦：３－０高知　　 ２回戦：３－０山形　　準々決勝：１－２東京
５～８位決定戦：３－０愛媛　　５・６位決定戦：２－１京都　　（５位）

45 ６位 水　　泳 成年男子 １００ｍバタフライ 池端　宏文 (法政大学) 予選：２組１着　５３秒１６　決勝へ　決勝：６位　５３秒１０　　（６位）

46 ６位 水　　泳 少年女子 ２００ｍ個人メドレー 神﨑　百恵 (泗水中) 予選：１組２着　２分１８秒３６　決勝へ　決勝：６位　２分１８秒３３　　（６位）

47 ６位 ウエイトリフティング 少年男子 ＋１０５㎏級 松本　光司 （天草高校天草西高） スナッチ：６位　１１５㎏　（６位）

48 ６位 ライフル射撃 成年女子 ５０ｍ３×２０Ｗ 早川　知希 (日本大学) 予選：７位　５６６点、決勝：６位　３９７、７点　　（６位）

49 ６位 カヌー 成年男子 スプリント・Ｋ－１（５００) 大澤　基夫 (エコネットみなまた)
予選３組：２着　１分４３秒９７９　　準決勝１組：３着　１分５７秒０４２
決勝：１分４８秒０７７　（６位）

50 ６位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－１（５００) 永田　春佳 (球磨工業高校)
予選１組：３着　２分０２秒９７２　準決勝：１組３着　２分１７秒１２７
決勝：２分１５秒７００　（６位）

51 ７位 水泳 成年女子 １００ｍ自由形 宮本　靖子 （東洋大学） 予選：１組２着　５６秒５９　決勝へ　決勝：７位　５６秒５７　　（７位）

52 ７位 バレーボール 少年男子 ６人制 ２回戦：２－１岡山　準々決勝：０－２大阪　　５・７位決定戦：０－２埼玉　（７位）

53 ７位 セーリング 成年男子 国体ウインドサーフィン級 河野　宏和 (堤歯科医院) １日目８位（１８点）　２日目６位（３１点）　最終総合：７位（３５点）　　　　（７位）

54 ７位 ウエイトリフティング 成年男子 ８５ｋｇ級 水田　理 (八代農業高校職) C＆J：７位　１６０㎏　（７位）

55 ７位 ウエイトリフティング 少年男子 ＋１０５㎏級 松本　光司 (天草高校天草西校) Ｃ＆Ｊ：７位　１４１㎏　（７位）

56 ７位 フェンシング 少年女子 フルーレ
１回戦：３－０　新潟　勝利、２－１　東京　勝利　プール１位通過、２回戦：２－１　宮城　勝利、３－０
山口　勝利　プール１位通過　準々決勝：１－２　愛媛、５～８位決定戦：０－２　和歌山、７～８位決
定戦：２－０　山口　（７位）

57 ７位 ラグビー
予選リーグ：２４－７新潟　　２１－２６茨城　　３１－２８広島　決勝トーナメントへ
決勝トーナメント：１回戦　１９－２４千葉　　５・６位決定戦：１７－２４佐賀　　（７位）

58 ７位 カヌー 成年女子 スプリント・Ｋ－１（５００) 山田　昭貴 (武庫川女子大学)
予選２組：４着　１分５５秒８０７　準決勝１組：２着　２分０８秒８６３
決勝：７位　２分０７秒０１５　　（７位）

59 ８位 陸上競技 少年男子 砲丸投 吉川　巧哉 (八代高校) 決勝：８位　１５ｍ４７ｃｍ　　　（８位）

60 ８位 自転車 成年男子 スプリント 曽我　圭祐 (明治大学)
予選：３位　１１秒２４８　　1/8決勝　３組：１着　１２秒５４　1/4決勝　負け
５～８位決定戦：（８位）

61 ８位 馬　　術 少年男子 団体障害飛越 準々決勝：１９－１６石川　減点法　（８位）

62 ８位 弓　　道 少年男子 遠　　的
予選（２４射）：３位１３９点　　決勝トーナメント１回戦（１２射）：４７-６６新潟
５～８位決定戦（６射）：　２４点　　（８位）

63 ８位 カヌー 成年女子 スプリント・Ｋ－１（２００) 山田　昭貴 (武庫川女子大学)
予選：１組：３着　４９秒６６９、準決勝：２組３位　４４秒１７２
決勝：４９秒１３６　（８位）

64 ８位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－１（２００) 永田　春佳 (球磨工業高校) 予選３組：２着　５２秒３６０、準決勝：２組２着　４６秒６９０、決勝：５３秒１６４　（８位）

選抜[森友・菊池・森美]

少　年　男　子 九州学院高校
[古賀・漆島・山田・曽我・真田]

選　抜

秀岳館高校[沼田・糸山・横手]

阿蘇中央高校［杉本・土井・上村]

選　　　　　抜

熊本西高校[山内・渡辺・溝上]

選　　　抜

選抜[緒方・菊池・山本]

成　年　男　子

選抜［中島・田中］

秀岳館高校[沼田・糸山・横手]

少年女子

成　年　男　子


