
1 １位 ボクシング 少年男子 ピン級
1回戦：対神奈川　判定〇　準々決勝：対福島　ＴＫＯ勝ち　準決勝：対奈良　判定〇
決勝：対東京　判定〇

2 １位 ボクシング 少年男子 ライトフライ級
１回戦：対宮崎　判定〇　準々決勝：対東京　判定〇　準決勝：対広島　判定〇
決勝：対神奈川　判定〇

3 １位 レスリング 少年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ５０ｋｇ
２回戦：フォール勝ち（沖縄）　準々決勝：　Ｔフォール勝ち（宮城）
準決勝：４－２（東京）　決勝：６－４（岐阜）

4 １位 フェンシング 成年女子 フルーレ
１回戦：２勝（３－０愛媛　２－１千葉）
２回戦：２勝（３－０富山　２－１千葉）
準々決勝：２－１東京　準決勝：２－１和歌山　　決勝：２－１宮城

5 １位 バドミントン
２回戦：２－１茨城　３回戦：２－０香川　準々決勝：２－０北海道
準決勝：２－１福島　　決勝：２－０秋田

6 ２位 陸上競技 成年女子 １００ｍハードル 予選２組：１位　１３秒６５　　決勝：2位　１３秒４５

7 ２位 ボクシング 成年男子 ライトヘビー級 準々決勝：対和歌山　判定〇　準決勝：対千葉　判定〇　決勝：対愛知　判定負け

8 ２位 ボクシング 少年男子 ライトウェルター級
1回戦：対鹿児島　判定〇　準々決勝：対愛知　判定〇　準決勝：対三重　判定〇
決勝：対奈良　判定負け

9 ２位 ソフトボール
準々決勝：７－１兵庫　準決勝：４－３京都
決勝：０－２愛知

10 ２位 弓　　道 少年男子 遠　　的
予選：２位　１５７点　決勝トーナメント１回戦：６３－６０兵庫　準決勝：７６－６９神奈川
決勝：６７－８３千葉

11 ２位 銃剣道
１回戦：３－０北海道　２回戦：３－０鳥取　３回戦：３－０埼玉
準々決勝２－１福岡　準決勝：２－１大分　決勝：１－２長崎

12 ３位 陸上競技 少年女子 共通やり投げ 決勝：３位　４９ｍ０７

13 ３位 レスリング 少年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ６６ｋｇ
２回戦：Ｔフォール勝ち（大分）　準々決勝：８－４（兵庫）
準決勝：Ｔフォール負け（東京）

14 ３位 ウエイトリフティング 少年男子 ６９ｋｇ級 Ｃ＆Ｊ　１３４㎏

15 ３位 ハンドﾎﾞｰﾙ
１回戦：２３－１６　東京　準々決勝：２１－１６　和歌山　準決勝：２６－２９　鹿児島
３位決定戦：２２－１２　広島

16 ３位 自転車競技 成年男子 スプリント
予選：３位　１０秒７１６（大会新）　 １／８決勝３組：１位　１２秒３１５
 １／４決勝３組：１－ ０  石川　１／２決勝２組： ０ － ２ 和歌山
 ３位決定戦：２－０青森

17 ３位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｋ－２（２００) 予選１組：２位　３９秒０４５　決勝：３位　３８秒８６５

18 ３位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｋ－４（２００) 予選２組：１位　３６秒９８５　決勝：３位　３８秒２８６

19 ３位 レスリング 少年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ８４ｋｇ
２回戦：Ｔフォール勝ち（広島）　準々決勝：Ｔフォール勝ち（栃木）
準決勝：Ｔフォール負け（埼玉）

20 ４位 陸上競技 少年男子 棒　高　跳 決勝：４位　４ｍ９０

21 ４位 陸上競技 少年女子 １００ｍ 予選２組：１位　１２秒００　準決勝1組：２位　１１秒８２　決勝：４位　１１秒８７

22 ４位 水泳 成年女子 ４００ｍ自由形 予選２組： ２位    ４分１５秒２２   決勝：４位　 ４分１３秒１５

23 ４位 水泳 少年女子 １００ｍ自由形 予選２組：1位　５７秒１５　決勝：４位　５６秒８９

24 ４位 ボート 少年女子 シングルスカル
予選Ａ組：２位　４分１７秒５５　準決勝Ｄ組：１位　４分２１秒３０
決勝：４位　４分２４秒７１

25 ４位 バレーボール
１回戦：３－１兵庫　準々決勝：３－１群馬　準決勝：０－３滋賀
３位決定戦：１－３千葉

26 ４位 バレーボール
２回戦：２－１京都　準々決勝：２－１長野　準決勝：０－３福岡
３位決定戦：１－３石川

27 ４位 バドミントン
１回戦：２－０鳥取　準々決勝：２－１京都　準決勝：１－２埼玉
３位決定戦：０－２宮城

28 ４位 バドミントン
１回戦：２－１京都　準々決勝：２－１青森　準決勝：０－２埼玉
３位決定戦：０－２千葉

29 ４位 ラグビー
フットボール

予選：３５－０宮城　２６－５山口　１９－２４愛知
決勝トーナメント１回戦：２６－１４大阪　準決勝：１９－２８東京
３位決定戦：１９－２１和歌山

30 ４位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｋ－４（５００) 予選１組：１位　１分３８秒６４０　　決勝：４位　１分４２秒７２９　

31 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) 決勝：４位　３９秒３５　

32 ４位 なぎなた 成年女子 演　　技
２回戦：４－１神奈川　３回戦：４－１愛媛　準々決勝：５－０高知　準決勝：１－４福岡
３位決定戦：１－４兵庫

成年男子 選　　抜

少年女子 選　　抜

成年男子 選　　抜

選抜[藤川,今堀,木下,田原]

大瀬　修平(球磨工業高等学校)

肥後銀行[大曲・佐藤]

遠山　ひかり（八代白百合学園高等学校）

選抜[上田　千尋]

成年女子 フォレストリーヴズ熊本

少年男子 鎮西高等学校

宮本		靖子（東洋大学）

成年男子 選抜[田尻・藤井・原田]

今村　瑞穂(熊本西高等学校)

河部　直樹(玉名工業高等学校)

水口　智希(八代農業高等学校)

成年女子 オムロンリレーアンドデバイス(株)

曽我　圭祐(明治大学)

水俣高等学校[釡・山口]

選抜[藤川,今堀,木下,田原]

中村　仁（九州学院高等学校）

宮﨑　亜美香（必由館高等学校）

錦戸　祐也(玉名工業高等学校)

重岡　優大(開新高等学校）

永田　丈晶（熊本工業高等学校）

荒木　大貴(玉名工業高等学校)

選抜[森・菊池・緒方]

吉良		愛美（アットホーム）
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秀岳館高等学校[蓑田・嶋田・上田]

友松　藍（平成国際大学）

岡田　尚大（九州学院高等学校）

成年女子 (株)再春館製薬所

成年男子 選　　抜



33 ５位 陸上競技 少年男子 ４００ｍ 予選２組：１位　４８秒０６　準決勝２組：４位　４７秒６６　決勝：５位　４８秒０６

34 ５位 水泳 少年女子 ４００ｍ個人メドレー 予選１組：２位 　４分５１秒８４　　決勝：５位　４分４８秒０６

35 ５位 ボクシング 成年男子 フライ級 １回戦：対徳島　判定〇　準々決勝：対和歌山　判定負け

36 ５位 ボクシング 成年男子 ミドル級 １回戦：対奈良　判定〇　準々決勝：対東京　３回失格

37 ５位 レスリング 成年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ５９ｋｇ ２回戦：４－０（広島）　準々決勝：２－２内容負け（山口）

38 ５位 レスリング 成年男子 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ６６ｋｇ
１回戦：Ｔフォール勝ち（群馬）　２回戦：Ｔフォール勝ち（香川）
準々決勝：５－６（三重）

39 ５位 ハンドﾎﾞｰﾙ １回戦：３３－１８秋田　準々決勝：２７－２８富山

40 ５位 ハンドﾎﾞｰﾙ ２回戦：２４－２１岩手　準々決勝：１７－２９大阪

41 ５位 相　　撲
予選１回戦：２－１徳島　予選２回戦：２－１東京　予選３回戦：３－０香川
決勝トーナメント１回戦：：２－１愛媛　準々決勝：１－２長崎

42 ５位 相　　撲
予選１回戦：５－０栃木　　予選２回戦：４－１山形　　予選３回戦：２－３岩手
決勝トーナメント１回戦：４－１愛知　準々決勝：１－４石川

43 ５位 弓　　道 成年男子 近　　的
予選：３位２１的中（２４射）　決勝トーナメント１回戦：１０－１２（１２射）長野
５位～８位決定戦：５位（６射全的中）

44 ５位 剣　　道 １回戦：３－１山形　準々決勝：２－３和歌山

45 ５位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｋ－２（５００)
予選１組：４位　１分４４秒５１５　準決勝：１位　１分４９秒４１６
決勝：５位　１分５１秒２２３

46 ５位 空手道 少年男子 形  ２回戦：３－２宮城　準々決勝：１－４埼玉

47 ５位 空手道 少年女子 組　手　個　人　
１回戦：２－１愛媛  ２回戦：６－５宮崎　３回戦：３－１山口
準々決勝：３－１１神奈川

48 ６位 水泳 成年女子 １００ｍ自由形	 予選２組：３位　５６秒２５　 決勝：６位　５５秒９２

49 ６位 ボート 成年女子 舵手つきクォドルプル
予選Ｄ組：２位　３分５５秒９４　準決勝Ｂ組：２位　３分４７秒７２
５～８位決定戦：６位　３分５０秒２３

50 ６位 ソフトテニス
１回戦：２－１福島　準々決勝：０－２兵庫　５～８位決定予備戦：２－１岡山
５・６位決定戦：１－２京都

51 ６位 カヌー 成年男子 ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・Ｋ－１(１５００) 決勝：６位　５分５７秒６６　　

52 ６位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｃ－１（２００)
予選３組：３位　４７秒５３９　準決勝１組：３位　４６秒９７５
決勝：６位　４８秒２４０

53 ７位 陸上競技 成年女子 ４００ｍ 予選３組：２位　５５秒２７　決勝：７位　５５秒４０

54 ７位 陸上競技 少年男子 ５０００ｍ 決勝：７位　１４分１４秒８６

55 ７位 陸上競技 少年男子 １１０ｍＨ 予選３組：２位　１４秒４９　決勝：７位　１４秒６５

56 ７位 自転車競技 少年男子 ４ｋｍ速度競走 予選５組：２位　準決勝２組：１位　５分５秒１６９　決勝：７位

57 ７位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－２（５００) 予選１組：３位　１分５９秒９５７　決勝：７位　２分７秒０４０

58 ７位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－２（２００) 予選１組：３位　４６秒７２６　決勝：７位　４８秒９３４

59 ７位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｃ－１（５００) 予選１組：１位　２分１秒８１３　決勝：７位　２分１４秒５７６

60 ７位 ボウリング 少年男子 団　　体 予選：８位　２４１３点　決勝：７位　予選・決勝合計３６３３点　

61 ８位 水泳 成年女子 ２００ｍリレー 予選１組：３位   １分４５秒４８   決勝：８位　１分４５秒０１

62 ８位 馬　　術 少年 自由演技馬場馬術 決勝：８位（桜絆）　得点率：59.150

63 ８位 なぎなた 成年女子 試　　合
１回戦：３－０石川 　２回戦：３－０高知　３回戦：３－０福島
準々決勝：１－２和歌山　５～８位決定戦：１－２大分
７・８位決定戦：１－２奈良

64 ８位 ボウリング 成年男子 団　体（２人チーム） 予選：６位　２５１８点　決勝：８位　予選・決勝合計３９２９点

65 ８位 ボウリング 成年女子 団　体（４人チーム） 予選：８位　２２５７点　決勝：８位　予選・決勝合計４４４１点　

66 ８位 ゴルフ 最終成績：８位　小貫（６９）　田中（７２）　鍋島（７２）

選抜Ｂ[村上・下林]

選抜[松本・平田・今井・中川]

女　　子 選抜[小貫・田中・鍋島]

水俣高等学校[林田・髙木]

髙田　駿（球磨工業高等学校）

選	抜[岩見・平川]

選抜（福岡,栃原,宮本,續）

小宅		慧美（菊池農業高等学校）

選抜[春山・大曲・佐藤]

新宅　麻未(中央大学)

神林　勇太（九州学院高等学校）

丹羽		勇人(九州学院高等学校)

平田　裕貴(開新高等学校)

水俣高等学校[林田・髙木]

宮本		靖子（東洋大学）

選抜[村崎･佐伯･山本･中尾･元村]

少年女子 選抜［田中・森崎・岩下・大河原・上田］

大瀬　修平(球磨工業高教)

髙田　駿（球磨工業高等学校）

選抜［中山・平井・齋藤］

少年男子 九州学院高等学校
[梶谷・荒武・星子・佐藤・槌田]

水俣高等学校[釡・山口]

福田		聖志朗（開新高等学校）

柴田		静香（開新高等学校）

少年女子 	選　　抜

成年男子 選抜[古川(晴)・元杉・吉田]

少年男子 選抜［川上・川副・中西・永野・東］

松野　晋久（東洋大学）

北村　侑磨（専修大学）

城戸　義貴（自衛隊体育学校）

少年男子 	選　　抜

堤　聖也（平成国際大学）

江藤　拓都（九州学院高等学校）

神崎		百恵(ﾙｰﾃﾙ学院高等学校)


