
1 １位 レスリング 少年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ５０ｋｇ 荒木　大貴 (玉名工業高等学校)
１回戦：Ｔフォール　勝利　準々決勝：５－０　勝利　準決勝：Ｔフォール　勝利
決勝：４－４内容勝（１位）

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

3 １位 ライフル射撃 成年女子 １０ｍＳ４０Ｗ 粒﨑　玲 (関西大学) 予選：５位　４１０．２点　　決勝１位　２０５．６（大会新）

4 ２位 陸上競技 少年男子 ３０００ｍ 神林　勇太 (九州学院高等学校) 決勝２着　８分１７秒８４　（２位）

5 ２位 水	 	 泳 少年男子 ５０ｍ自由形 高井　雄也 (熊本高等学校) 予選４組：１着　２３秒８７　決勝へ　　決勝：２位　２３秒９５

6 ２位 水	 	 泳 少年女子 ２００ｍ個人メドレー 神﨑　百恵 (ﾙｰﾃﾙ学院高等学校) 予選３組：２着　２分１７秒６４　決勝へ　決勝：２位　２分１６秒２０

7 ２位 ボクシング 成年男子 フライ級 堤　聖也 (平成国際大学)
２回戦：判定　勝利　　準々決勝：判定　勝利　　準決勝：判定　勝利
決勝：判定　敗退（２位）

8 ２位 ボクシング 少年男子 ピン級 重岡　優大 (開新高等学校) 準々決勝：ＴＫＯ　勝利　　準決勝：判定　勝利　　決勝：判定　敗退（２位）

9 ２位 ボクシング 少年男子 ミドル級 田島　共教 (熊本工業高等学校) 準々決勝：判定　勝利　準決勝：判定　勝利　決勝：判定　ＴＫＯ　敗退　（２位）

10 ２位 ハンドボール
２回戦：２１－２０　三重　準々決勝：３２－１２　茨城　準決勝：２３－１８　鹿児島
決勝：１６－１８　石川　（２位）

11 ２位 自転車競技 少年男子 ４ｋｍ速度競走 兼本　将太 (鎮西高等学校) 予選３組：１位　５分０９秒３８７　　決勝２位

12 ３位 ボート 成年女子 舵手つきクォドルプル
予選Ｃ組：２着　３分３０秒８６　準決勝Ｃ組：１着　３分５７秒１４
決勝：３位　３分４８秒１８

13 ３位 ボート 成年女子 ダブルスカル
予選Ｂ組：１着　３分４６秒２０　準決勝Ｂ組：１着　３分５２秒６８
決勝：３位　３分４５秒６１

14 ３位 ホッケー
準々決勝：熊本　２－１　徳島　準決勝：熊本１－５　福井
３位決定戦：熊本２－０長崎　（３位）

15 ３位 ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 浦嶋　将之 (熊本農業高等学校) 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 剣	 	 道
１回戦：５－０栃木　２回戦：５－０北海道　　準決勝１－３長崎
３位決定戦４－１大分　（３位）

17 ３位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｋ－２（５００)
予選４位　１分４９秒６９３　準決勝１位　１分４８秒４１６
決勝３位　１分４４秒２７８

18 ４位 ボート 少年男子 シングルスカル 田尻　壮一郎 (熊本高等学校)
予選Ｄ組：１着　３分５４秒５５　準決勝Ｃ組：１着　３分３９秒５５
決勝：４位　３分４９秒５５　（４位）

19 ４位 弓	 	 道 少年男子 遠　　的
予選：７位　７０点　　決勝トーナメント１回戦７９－７０山口　準決勝７１－７４高知
３位決定戦：２６－３５埼玉　（４位）

20 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 (球磨工業高等学校) 決勝：４位　１分３３秒７７

21 ４位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｋ－２（２００) 予選２位　３９秒１５８　　決勝４位　３８秒２４３

22 ４位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－４（５００) 予選２位　１分５７秒６０７　決勝４位　１分５３秒９２０

23 ４位 なぎなた
１回戦：３－０福井 　２回戦：３－０京都　３回戦：３－０佐賀
準々決勝：３－０奈良　準決勝：１－２岡山　　３位決定戦：１－２長崎　（４位）

24 ５位 陸上競技 成年女子 走幅跳 中尾　有紗 (祐和會) 決勝：５位　６ｍ０４ｃｍ　　

25 ５位 陸上競技 少年男子 共通５０００ｍＷ 境　慎太郎 (熊本中央高等学校) 決勝：５位　２０分３７秒０５

26 ５位 ホッケー 準々決勝：熊本　１－３　富山　（５位）

27 ５位 ボクシング 成年男子 ライト級 成松　大介 (自衛隊体育学校) １回戦：判定　勝利　２回戦：判定　勝利　準々決勝：不戦敗　　（５位）

28 ５位 ボクシング 成年男子 ミドル級 松野　晋久 (東洋大学) １回戦：判定　勝利　準々決勝：失格　　（５位）

29 ５位 ボクシング 少年男子 ウェルター級 宮川　渉 (東海大星翔高等学校) １回戦：判定　勝利　準々決勝：判定　敗退　（５位）

30 ５位 バレーボール ２回戦：２－１福井　準々決勝：０－２京都　　５～７位決定戦：２－０岡山　（５位）

31 ５位 バスケットボール 準々決勝：６４－７６　愛媛　　（５位）

32 ５位 レスリング 成年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ５９ｋｇ 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）

33 ５位 レスリング 成年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ６６ｋｇ 城戸　義貴 (自衛隊体育学校) ２回戦：フォール　勝利　準々決勝：０－２　敗退　（５位）

34 ５位 レスリング 少年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ５５ｋｇ 平嶋　礼智 (玉名工業高等学校) 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 少年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ７４ｋｇ 米加田　大暉 (玉名工業高等学校) １回戦：フォール　勝利　２回戦：１４－８　勝利　準々決勝：フォール　敗退　（５位）

36 ５位 相	 	 撲
予選１回戦：４－１群馬　　予選２回戦：５－０奈良　　予選３回戦：５－０滋賀
決勝トーナメント１回戦：３－２宮城　準々決勝：２－３秋田　（５位）

少年女子 熊本信愛女学院高等学校

成年女子 　選　　　抜

少年男子 選抜［永野・川上・靏林・山嶽・松浦］

水俣高等学校[池苗・田口]

水俣高等学校
[金子・上村・竹下・谷口]

（株）肥後銀行[神山・大曲・佐藤]成年女子

少年女子 選抜［小国高等学校・八代清流高等学校］

小国高等学校少年男子

少年男子
九州学院高等学校

[山本・槌田・寺田・持原・山田]

水俣高等学校[池苗・田口]

秀岳高等学校[蓑田・梅木・横手]

ﾙﾈｻｽｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ（株）成年女子

成年女子 ｵﾑﾛﾝﾘﾚｰｱﾝﾄﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ（株）

選抜[村崎･佐伯･山本･吉田･元村・中村]

選抜[中尾・橋本］
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37 ５位 柔	 	 道 ２回戦：２－１　埼玉　準々決勝：１－２　奈良　（５位）

38 ５位 ライフル射撃 少年女子 １０ｍＳ４０ＪＷ 奥村　美夏 (文徳高等学校) 予選：６位　４０５．６点　　決勝：５位　１３９．７　

39 ５位 剣	 	 道
１回戦：５－０長野　　２回戦：５－０福島　３回戦３－２千葉
準々決勝：２－３大阪　（５位）

40 ５位 剣　道 １回戦：３－０北海道　準々決勝：１－２東京（５位）

41 ５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：１位　２分１２秒６９１　決勝５位　２分０９秒２２９

42 ５位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－４（２００) 予選１組：１位　４４秒６５６　決勝５位　４３秒０４６

43 ５位 ゴルフ
最終成績：５位［（堀９位（７１）　大里１２位（７２）　菊池７４位（７９）］
※５位３チーム　（５位）

44 ６位 自転車競技 少年男子 １ｋｍタイム・トライアル 松本　憲斗 (ルーテル学院高等学校) 決勝：６位　１分０９秒１８４

45 ６位 ライフル射撃 少年女子 ＢＲＳ２０ＪＭ 髙光　美里 (文徳高等学校) 決勝：６位　２０８．３点

46 ６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 (球磨工業高等学校) 決勝：４分５０秒２５　　（６位）

47 ７位 陸上競技 少年女子 １００ｍＨ 濵岡　史奈 (九州学院高等学校) 予選３組：２着　１４秒３６　準決勝２組：３着　１４秒２１　決勝：（７位）　１４秒２４

48 ７位 水　泳 少年男子 １００ｍ平泳ぎ 高井　雄也 (熊本高等学校) 予選３組：２着　１分０３秒８９　決勝：７位　１分０４秒１３

49 ７位 水　泳 少年女子 １００ｍバタフライ 神﨑　百恵 (ﾙｰﾃﾙ学院高等学校) 予選２組：３着　１分０２秒７４　決勝：7位　１分０２秒２５

50 ７位 馬　術 成年女子 トップスコア 竹原　彩香 (（株）オーエープランニング) 決勝：7位　920点

51 ７位 弓　道 成年男子 遠　　的
予選　８位　７６点 決勝トーナメント１回戦６３－６６石川
　５～８位決定戦３６点　（７位）

52 ７位 山　岳 少年男子 ボルダリング 予選：７位　　　決勝：７位　

53 ７位 カヌー 成年男子 スプリント・Ｃ－１（２００) 宮原　貴朗 (鹿屋体育大学) 予選３組：５位　４６秒５３３　準決勝２組：２位　４４秒０２１　決勝：７位　４４秒９６０

54 ７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３組：２位　４７秒３８２　準決勝１組：２位　４６秒４２９　決勝：７位　４７秒４５５

55 ８位 陸上競技 少年男子 ４００ｍ 江藤　拓都 (九州学院高等学校) 予選４組：３着　４８秒３６　準決勝２組：４着　４７秒８３　決勝：８位　４８秒２６

56 ８位 水　泳 成年女子 １００ｍ背泳ぎ 大賀　友理江 (おおがＳＳ) 予選３組：２着　1分０２秒７４　決勝：8位　1分02秒７７

57 ８位 水　泳 少年男子 ２００ｍバタフライ 林　孝晟 (ﾙｰﾃﾙ学院高等学校) 予選１組：２着　２分００秒４３　決勝：8位　2分０２秒１４

58 ８位 セーリング 成年女子 国体ウインドサーフィン級 川端　貴美可 (宇土市立花園小学校) １日目７位（２４点）　最終総合：８位（３３点）　

59 ８位 ウエイトリフティング 成年男子 ８５ｋｇ級 高原　康幸 (（株）アネシス) スナッチ：８位　１２４㎏

60 ８位 ウエイトリフティング 少年男子 ５３ｋｇ級 山田　章大 (天草高等学校天草西校) スナッチ：８位７６㎏

61 ８位 ウエイトリフティング 少年男子 ５３ｋｇ級 山田　章大 (天草高等学校天草西校) Ｃ＆Ｊ：８位９４㎏

62 ８位 ライフル射撃 成年女子 １０ｍＰ４０Ｗ 粒﨑　玲 (関西大学) 決勝：８位　４１８．２点　（８位）

63 ８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位　１分５７秒６９７　　準決勝１組：３位　１分５３秒９４０
決勝８位：１分５３秒９３８

64 ８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：２位　４０秒３８５　準決勝２組：２位　３８秒０４７　決勝：８位　３９秒７２５

65 ８位 カヌー 成年女子 ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・Ｋ－１ 多喜田　友香 （㈲多喜田塗装） 決勝：８位　１分４６秒４７

66 ８位 銃剣道
１回戦：２－１秋田　２回戦：３－０山梨　３回戦：２－１兵庫　準々決勝：１－２長崎
５～８位決定戦：０－３宮崎　　７・８位決定戦：１－２沖縄　（８位）

選抜［山本・尾堂・飯村］

選抜[平澤・石松]

成年男子 選抜[田尻・小村・原田]

成年男子 選抜[鈴木・西村・村木・益田・清水]

少年女子 選抜［納庄・甲斐・坂本]

成年女子 選抜［渡邊・甲斐・濱本］

水俣高等学校
[金子・上村・竹下・谷口]

選抜[大里・堀・菊池]女子


