
1 １位 ボクシング 少年男子 ピン級 重岡　銀次朗 （開新高校）
２回戦：３回ＴＫＯ勝ち（鳥取）　準々決勝：判定勝ち（岩手）　準
決勝：判定勝ち（東京）　決勝：判定勝ち（福岡）　優勝

2 １位 レスリング 少年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ５５ｋｇ 荒木　大貴 (玉名工業高校)
１回戦：フォール勝ち（4分46秒）大分　2回戦：８－４勝ち千葉
準々決勝：フォール勝ち（3分56秒）北海道　準決勝：フォール勝
ち（1分35秒）長崎　決勝：４－３勝ち岐阜　優勝

3 １位 自転車 少年男子 ケイリン 東矢　圭吾 （千原台高校）
予選１回戦：１位　11秒411　２回戦：２位　準決勝：２位　決勝：
11秒837　優勝

4 １位 自転車 少年男子 ポイントレース 佐藤　　健 (九州学院高校) 予選：４位　決勝：優勝

5 １位 馬　術 少年 ダービー 吉永　翔司 (菊池農業高校) 決勝：１位（１分３６秒８６）減点０　優勝

6 １位 フェンシング 成年女子 フルーレ

プール１回戦：2－1　岩手　　2－1　大阪  　※２勝：２回戦進出
プール２回戦：3－0　高知　　1－2　秋田  　※１勝１敗　準々決
勝：２－１　秋田　準決勝：２－１　群馬　決勝：２－１和歌山　優
勝

7 １位 バドミントン
１回戦：２－０　京都　　準々決勝：2－1　岐阜　　準決勝：2－1
宮城　　決勝：２－１東京　　優勝

8 １位 相撲 少年男子 個人 川副　圭太 （文徳高校）
決勝トーナメント1回戦：不戦勝　青森　2回戦：　したてひねり
新潟　3回戦：　おしだし　神奈川準々決勝：　うっちゃり　愛媛
準決勝：　うっちゃり　長野　決勝：　おしだし　新潟　　優勝

9 １位 なぎなた 少年女子 試 合
１回戦：2－1  山口 　2回戦：2-1 山梨　 準々決勝：2-1岩手
準決勝：３－０東京決勝：２－１秋田　優勝

10 ２位 陸上競技 少年男子Ａ １００ｍ 齊藤  勇真 （九州学院高校） 予選：１位　10秒32　準決勝：１位　10秒49　決勝：２位　10秒51

11 ２位 ボクシング 成年男子 ウェルター級 浦島　将之 （拓殖大学）
２回戦：判定勝ち（奈良）　準々決勝：判定勝ち（宮崎）　準決勝：
判定勝ち（東京）　決勝：判定負け（沖縄）　２位

12 ２位 ハンドボール
２回戦：２６－１９　香川　準々決勝：３０－１４　千葉　準決勝：２
５－１６　鹿児島　決勝：１３－１８　石川　２位

13 ２位 剣　道
１回戦：４－０東京　２回戦：４－１岡山　準決勝：3-2岩手　決
勝：2-3長崎　２位

14 ２位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－１（２００) 林田　薫 （水俣高校）
予選１組：３着　55秒347　準決勝２組：１着　52秒267　決勝：２
着　53秒513

15 ３位 陸上競技 少年男子Ｂ ３０００ｍ 井川　龍人 (九州学院高校) 予選：２位　8分27秒76　決勝：　３位８分２０秒３６

16 ３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：３回ＴＫＯ勝ち（青森）　準々決勝：１回ＴＫＯ勝ち（福井）
準決勝：判定負け（岩手）　３位

17 ３位 ボクシング 成年男子 ライト級 中島　魁士 （東京農業大学）
2回戦：判定勝ち（青森）　準々決勝：判定勝ち（埼玉）　準決勝：
判定負け（静岡）　３位

18 ３位 ボクシング 少年男子 ウェルター級 柴田　尊文 （開新高校） 準々決勝：判定勝ち（愛媛）　準決勝：判定負け（栃木）　３位

19 ３位 バドミントン
１回戦：2－0　兵庫  ２回戦：２－０　滋賀　準々決勝：2－0宮崎
準決勝：1-2　富山　３位決定戦：2-1　北海道　３位

20 ３位 バドミントン
１回戦：2-0　石川　　準々決勝：2－0　宮城　　準決勝：1－2　福
島　　３位決定戦：2-1　岡山　３位

21 ３位 剣　道
２回戦：3-2岐阜　３回戦：3-2京都　４回戦：3-1兵庫　準決勝：
2-3東京　３位決定戦：3-0和歌山　３位

22 ３位 剣　道
１回戦：3-2　福井　２回戦：3-0　青森　準決勝：1-3愛媛　３位決
定戦：3-2大分　３位

23 ３位 カヌー 少年女子 スプリント・Ｋ－１（５００) 林田　薫 （水俣高校）
予選１組：２着　2分32秒559　準決勝：１着　2分14秒041　決勝：
３着　2分13秒719　　３位

24 ４位 陸上競技 少年女子 円盤投 堀田　葉月 （熊本西高校） 決勝：４位　39ｍ78

25 ４位 ウエイトリフティング 成年男子 ６２ｋｇ級 永原　祐志 （明治大学） スナッチ：４位　１１１㎏

26 ４位 ウエイトリフティング 少年男子 ８５ｋｇ級 水口　智希 (八代農業高校) Ｃ＆Ｊ：４位　１４５㎏

27 ４位 馬術 少年 トップスコア 菊川　将誠 (翔陽高校） 決勝：４位（１３６０点）

28 ４位 空手道 成年男子 個人組手（中量級） 牛島　　諒 (近畿大学)
１回戦：６－５（勝ち：青森） 　２回戦：５－０（勝ち：滋賀）　３回
戦：８－０（勝ち：宮崎）　４回戦：２－０（勝ち：岐阜）　準決勝：１
－３（負け：岩手）　３位決定戦：３－４（負け：京都）　４位

29 ４位 ボウリング 成年男子 団　体（４人チーム） 予選：５位　2,513点　決勝：４位　4,928点

選抜[春山・坂本・北島]

選抜[村上・緒方・中川・吉本]

ｵﾑﾛﾝﾘﾚｰｱﾝﾄﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ㈱

選抜[森・菊池・緒方]

㈱再春館製薬所［廣田･伊東･福島］成年女子

選抜[梶谷･鈴木･岩切･佐藤･星子]

成年女子

少年男子

成年男子

少年男子

成年男子

少年女子 選抜[相馬･川﨑･境･上田･桑野]

選抜[本田･西村･村木･清水･益田]

選抜［平川･山元･小本］

選抜［池田･権藤･小本］
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30 ５位 水泳 少年女子Ｂ １００ｍ平泳ぎ 緒方　温菜 (九州学院中学校) 予選：3組3位　1分12秒25 　決勝：5位　1分11秒36　　5位

31 ５位 ボクシング 成年男子 ライトフライ級 永田　丈晶 （中央大学） ２回戦：判定勝ち（山形）　準々決勝：判定負け（岐阜）　５位

32 ５位 ボクシング 成年男子 ライトヘビー級 友松　　藍 （平成国際大学） 準々決勝：判定負け（栃木）　５位

33 ５位 ボクシング 成年女子 フライ級 小村つばさ （自衛隊体育学校） 準々決勝：判定負け（広島）　５位

34 ５位 ボクシング 少年男子 バンタム級 村上　龍誠 （九州学院高校）
１回戦：判定勝ち（新潟）　2回戦：判定勝ち（東京）　準々決勝：
判定負け（宮崎）　５位

35 ５位 ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 岡田　尚大 （九州学院高校） 2回戦：判定勝ち（岩手）　準々決勝：判定負け（愛知）　５位

36 ５位 バスケットボール
２回戦：79－55滋賀　３回戦：105－104秋田　準々決勝：77-93
埼玉　５位

37 ５位 ウエイトリフティング 少年男子 ８５ｋｇ級 水口　智希 (八代農業高校) スナッチ：５位　１１１㎏

38 ５位 自転車 男子 チーム・スプリント 予選：1分04秒296　最終順位５位

39 ５位 バドミントン
２回戦：2－0   沖縄　３回戦：２－０　和歌山　準々決勝：0－2
青森　　準々決勝敗退　５位

40 ６位 陸上競技 少年男子Ａ ５０００ｍ 神林　勇太 （九州学院高校） 決勝：６位　14分03秒99

41 ６位 水　泳 成年女子 １００ｍ自由形  宮本  靖子 （東洋大学） 予選：1組2位　56秒37　 決勝：6位　56秒13

42 ６位 馬　術 少年 二段階障害飛越 吉永　翔司 (菊池農業高校) 決勝：６位

43 ６位 馬　術 少年 リレー 決勝：６位（1分16秒75）

44 ６位 フェンシング 成年女子 エペ

プール１回戦：2－1岐阜　　2－1福井　　1勝1敗　予選リーグ２
位プール２回戦：0－3　岡山　　2－1　愛媛  　※１勝１敗
準々決勝：1-2　群馬　5～8位順位予備選：2-0　岐阜　5、6位決
定戦：1-2岡山　６位

45 ７位 水　泳 成年女子 ２００ｍリレー 予選：2組3位   1分45秒62  決勝：7位　1分45秒66 　7位

46 ７位 水　泳 少年女子Ａ ４００ｍ個人メドレー 神崎  百恵 (ﾙｰﾃﾙ学院高校) 予選：1組3位 　4分52秒44　　決勝：7位　4分50秒86　7位

47 ７位 バレーボール
１回戦：3－1山形   　２回戦：０－３埼玉　　５位７位決定戦：0-3
鹿児島　7位

48 ７位 バレーボール
２回戦：２－０　兵庫　準々決勝：０-３　愛知　５位７位決定戦：０
－２  山口　7位

49 ７位 ウエイトリフティング 成年男子 ６２ｋｇ級 永原　祐志 （明治大学） Ｃ＆Ｊ：７位　１３８㎏

50 ７位 ウエイトリフティング 少年男子 ６９ｋｇ級 水口　雅基 (八代農業高校) Ｃ＆Ｊ：７位　１２４㎏

51 ７位 自転車 成年男子 ケイリン 松岡　辰泰 (日本体育大学)
予選：３位　敗者復活戦：１位　２回戦３位　準決勝：４位　７～１
２位決定戦：７位

52 ７位 自転車 成年男子 スプリント 曽我　圭祐 (明治大学)
予選：５位　１／８決勝：１位　１／４決勝：0-1山口　５～８位決
定戦　７位

53 ７位 自転車 女子 ケイリン 西島　叶子 (鹿屋体育大学)
予選：３位　敗者復活戦１位　２回戦：２位　準決勝：４位　７～１
２位決定戦：７位

54 ７位 馬　術 少年 スピードアンドハンディネス 菊川　将誠 (翔陽高校) 決勝：７位　１分７秒６９

55 ７位 ラグビー
予選リーグ：　31－7大阪　　35－24神奈川　　26－31秋田　　2
勝1敗決勝トーナメント１回戦：14－26愛媛　５～７位決定予備
戦：19－31広島　７位

56 ７位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｃ－１（５００) 橋本　龍稀 （球磨工業高校）
予選２組：４着　2分23秒155　準決勝：２着　2分04秒508　決勝：
７位　2分08秒781

57 ７位 なぎなた 成年女子 試 合
２回戦：２－１山梨　　3－0埼玉　　準々決勝1－2島根　　５～８
位予備決定戦：1－2香川　 　７，８位決定戦：2－1佐賀　　　７位

58 ８位 陸上競技 成年女子 １００ｍハードル 吉良  愛美 （アットホーム(株)） 予選：２位　13秒84　決勝：８位　13秒78

59 ８位 陸上競技 少年男子Ａ 走幅跳 日髙　修杜 （熊本中央高校） 決勝：８位　7ｍ07ｃｍ

60 ８位 ボート 成年女子 舵手つきクォドルプル
予選Ｂ組：２着　3分35秒68　準決勝：２位　3分33秒38　決勝：８
位　3分41秒80

61 ８位 ウエイトリフティング 少年男子 ６９ｋｇ級 水口　雅基 (八代農業高校) スナッチ：８位　１００㎏

62 ８位 自転車 少年男子 個人ロード・レース 佐藤　　健 (九州学院高校) 決勝：８位

63 ８位 カヌー 少年男子 スプリント・Ｃ－２（２００)
予選１組：４着　50秒314　準決勝：３着　50秒40　決勝：８着　49
秒210　　８位

選抜[早川･山本･松村･村上･中尾･池部]

選抜[森・菊池・緒方]

選抜［菊川・眞鍋］

選抜［甲斐･中橋･黒木］

　選抜[曽我･松本・東矢]

選抜[久保田・大曲・佐藤]

フォレストリーブス

球磨工業高校[嶽本・高木]

成年男子 選　抜

少年男子 鎮西高校

 選　　　抜

選抜（遠山,宮本,田中,栃原）

成年男子

少年女子

成年女子


