
成年男子 ８００ｍ 瀬戸口大地 山梨学院大学 予選：２位　1分49秒52　決勝６位　1分49秒77 ６位

５０００ｍ 井川　龍人 九州学院高校 決勝：３位　14分00秒98　 ３位

走幅跳 日髙　修杜 熊本中央高校 決勝：５位　7ｍ18 ５位

共通１１０ｍＨ 丹羽  勇人 九州学院高校 予選：３位　13秒94　準決勝：３位　13秒76　決勝：７位　13秒87 ７位

共通５０００mＷ 古川　智己 熊本工業高校 決勝：２位　20分23秒05 ２位

少年男子Ｂ 砲丸投 井手上大翔 熊本西高校 決勝：１位　16ｍ61 １位

少年女子Ａ 共通やり投げ 宮下恵里花 熊本西高校 決勝：７位　48ｍ35 ７位

少年女子Ｂ 砲丸投 山部　若菜 熊本国府高校 決勝：８位　12ｍ00 ８位

男子 オープンウォーター 野中　大暉 日本体育大学 決勝：2位　1時間2分55秒1 ２位

５０ｍ自由形 遠山　ひかり 東洋大学 予選：7位   　　　26秒21 　　　　決勝：6位　26秒08 （６位） ６位

１００ｍ自由形 遠山　ひかり 東洋大学 予選：4位　　　　 56秒53　 　　　決勝：6位　56秒31 （６位） ６位

少年男子Ａ ２００ｍ背泳ぎ 戸田　亮真 九州学院高校 予選：7位　　2分06秒45　　　　決勝：7位　　2分07秒75 ７位

５０ｍ自由形 田上　舞美 ﾙｰﾃﾙ学院中学校 予選：2位　　　　26秒64 　決勝：26秒69（4位） ４位

４００ｍフリーリレー 予選：3位　 3分52秒98 　決勝：6位　3分53秒80（6位） ６位

４００ｍメドレーリレー 予選：8位　 4分19秒40 　決勝：8位　4分19秒03（8位） ８位

成年男子 シングルスカル 南條　翔也 熊本学園大学
予選　１位　３分４２秒４８　準決勝：２位　３分３２秒７０　５～８位決定戦：７位　３
分３８秒４７

７位

成年女子 シングルスカル 上田　千尋 熊本大学
予選　３位　４分０秒７８　準決勝：２位　３分５３秒５３　５～８位決定戦：６位　４
分６秒４８

６位

少年男子 ダブルスカル
予選　３位　３分１７秒４４　準決勝：２位　３分１２秒５６　５～８位決定戦：５位　３
分１７秒０１

５位

ライトフライ級 重岡　優大 拓殖大学
1回戦：判定勝ち（新潟）　準々決勝：判定勝ち（愛媛）　準決勝：判定勝ち（岡山）
決勝：判定負け（静岡）

２位

フライ級 堤　　誠也 平成国際大学 準々決勝：３回ＲＳＣ勝ち（北海道）　準決勝：判定負け（長崎） ３位

ウェルター級 浦島　将之 拓殖大学
１回戦：判定勝ち（北海道）　準々決勝：判定勝ち（広島）　準決勝：判定勝ち（福
島）　決勝：判定負け（埼玉）

２位

ライトヘビー級 友松　　藍 ワタナベボクシングジム
準々決勝：３回ＲＳＣ勝ち（広島）　準決勝：判定勝ち（沖縄）　決勝：判定負け（栃
木）

２位

バスケットボール
１回戦：　８０-４１　宮城　勝利　　２回戦： ８４－５９　愛媛　勝利
３回戦：  ９４-９０　千葉　勝利　　準々決勝： ６７－８８　兵庫　敗退　　　　５位
（12.5点）

５位

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ５７ｋｇ 荒木　大貴 専修大学 ２回戦：６－３内容勝ち　群馬　準々決勝：途中棄権（２分２１秒）　佐賀 ５位

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ８５ｋｇ 平才　巧晃 中京学院大学
１回戦：Ｔフォール勝ち（３分５３秒）　高知　２回戦：４－１内容勝ち　栃木　準々
決勝：Ｔフォール負け（４分５２秒）　静岡

５位

女子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ５３ｋｇ 井上実奈梨 北稜高校
１回戦：８-３内容勝ち　岡山　２回戦：フォール勝ち（１分２５秒）　徳島　３回戦：
Ｔフォール勝ち（２分１秒）　山形　準々決勝：Ｔフォール負け（３分４９秒）　東京

５位

少年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ８４ｋｇ 河津　佑季 玉名工業高校 １回戦：フォール勝ち（２分９秒）　群馬　準々決勝：２－８内容負け　青森 ５位

スナッチ：１位　１１８㎏ １位

Ｃ＆Ｊ：２位　１４６㎏ ２位

１０５ｋｇ級 沼田　駿 上天草高校 Ｃ＆Ｊ：７位　１３２ｋｇ ７位

ハンドボール
1回戦：２９－１７　富山　勝利　　準々決勝　３２－１２　東京　勝利　準決勝　２４
－２０　広島　勝利　決勝：１６－３３　石川

２位

成年男子 スクラッチ 白垣　良祐 法政大学 予選：４位　決勝へ　　　決勝：８位 ８位

４ｋｍ団体追抜競走 （チームパシュート） 予選　３位　４分２１秒３５０　最終成績：３位 ３位

チーム・スプリント 予選　８位　１分１６秒８２２　最終成績：８位 ８位

ケイリン 西島　叶子 鹿屋体育大学 予選：１位　１３秒２４２　　２回戦：３位　　　準決勝：３位　　　決勝：５位 ５位

チーム・スプリント 予選：６位　５８秒７４０　最終結果：６位 ６位

１ｋｍタイム・トライアル 松本秀之介 九州学院高等学校 決勝：２位　１分８秒０５９ ２位

ケイリン 川副　雷斗 九州学院高等学校
予選：３位　敗者復活戦：１位　１１秒３６４　　　　２回戦：３位
準決勝：２位　決勝：２位

２位

スクラッチ 宮﨑　大空 開新高等学校 予選：９位　　　　決勝：３位 ３位

個人ロード・レース 佐藤　　健 九州学院高校 決勝：2位　3時間9分50秒8 ２位

八代農業高校

成 年 女 子 ｵﾑﾛﾝﾘﾚｰｱﾝﾄﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ（株）

自転車

男　子
選抜[白垣・松本・兼本・佐藤]

　選抜[松岡･松本・東矢]

女　子
選抜［西島・中冨］

少年男子

レ　ス　リ　ン　グ

成年男子

ウエイトリフティング 少年男子
７７ｋｇ級 水口　雅基

ボート

選抜[高植・山下]

ボクシング 成年男子

成 年 女 子  選　　　抜

陸上競技

少年男子Ａ

水泳

成年女子

少年女子Ｂ 選抜（田上,八木田,久保田,長森）

選抜（古木,田上,久保田,八木田）

第７２回国民体育大会『愛顔つなぐえひめ国体』熊本県選手団成績（競技別）

競　　　技 種　　別 種　　　目 氏　　　名 所　　属 成　　　　　　　績 入　賞



競　　　技 種　　別 種　　　目 氏　　　名 所　　属 成　　　　　　　績 入　賞

予選１回戦：２－１群馬　２回戦：２－１京都　３回戦：２－１兵庫　決勝トーナメン
ト１回戦：２－１高知　準々決勝：１－２三重　敗退

５位

予選１回戦：５－０山梨　２回戦：１－４愛媛　３回戦：５－０宮崎　決勝トーナメン
ト１回戦：３－２鳥取　準々決勝：４－１愛媛　準決勝：３－２青森　決勝：１－４埼
玉　個人：川副２回戦敗退

２位

団体障害飛越 準々決勝：８－１２　北海道　準決勝：４－１２　京都　決勝：８－２０　福島 １位

リレー 決勝：７位　１分７秒３８　加算秒数４ ７位

柔道
１回戦：３－１　青森　２回戦：２－１　兵庫　３回戦：３－１　茨城　準々決勝：０－
４　埼玉

５位

１回戦：２－０　石川　準々決勝：１－２　福島 ５位

１回戦：２－０　京都　２回戦：２－０　富山　準々決勝：２－１　山口　準決勝：０
－２　秋田　３位決定戦：２－０　東京

３位

２回戦：２－０　奈良　３回戦：２－０　福井　準々決勝：２－０　北海道　準決勝：
２－０　長崎　決勝：２－０　宮崎

１位

遠 的
立番：１ 予選7位 111点(齋藤53点,犬童32点,志方26点)
決勝トーナメント1回戦×58-65（兵庫） ５～8位決定戦(31点)　5位

５位

近 的
立番：１　予選6位　17中(齋藤7中,犬童5中,志方5中)
決勝トーナメント1回戦:〇9-9岡山※競射3-2 準決勝:〇10-7宮崎　決勝:×9-11
静岡

２位

少年男子 ＢＰ４０ＪＭ 佐藤　　陸 文徳高校 予選　3位　367　決勝：１４４．１　6位 ６位

ＢＲＳ４０ＪＷ 井上　広美 文徳高校 予選：８位　415.1　決勝：229.4　3位 ３位

ＢＲＳ２０ＪＷ 井上　広美 文徳高校 決勝：２０７．２　8位 ８位

剣道 1回戦：　3-2　兵庫　準々決勝:　3-2　新潟　敗退 ５位

スプリント・Ｃ－１（２００) 椎葉　懸生 球磨工業高校 予選　4位　４８秒１１４　　準決勝　2位　４９秒５２４　　　決勝　8位　５３秒３０５ ８位

スプリント・Ｋ－２（５００) 予選：　3位　１分４６秒２８６　　決勝：　5位　１分４４秒５４７ ５位

スプリント・Ｋ－２（２００) 予選　3位　３８秒８１２　決勝　5位　４１秒６４２ ５位

スプリント・Ｃ－２（５００)
予選：　5位　１分５６秒７２３　　準決勝：　2位　１分５７秒５３４
決勝：　8位　１分５４秒９８６

８位

スプリント・Ｃ－２（２００) 予選　3位　４３秒９９６　決勝　7位　４６秒７３６ ７位

スプリント・Ｋ－２（５００) 予選　2位　２分０３秒７５３　　決勝進出　　　　　　決勝　7位　２分１秒８８１ ７位

スプリント・Ｋ－２（２００) 予選　6位　４９秒１３０　　　準決勝　1位　５０秒１５３　　決勝　8位　５２秒２９５ ８位

アーチェリー
予選：1925　７位　　　決勝トーナメント1回戦：　6-0 愛媛
決勝トーナメント準々決勝：　1-5 神奈川　（石井１５位、田口２４位、巣山３２位）
８位

７位

銃剣道
２回戦：３－０秋田　３回戦：３－０　鳥取　準々決勝：３－０　鹿児島　準決勝：３
－０　長崎　３位決定戦：２－１　石川

３位

少年女子 試 合
１回戦：3－0  茨城 　2回戦：2-1 山梨   3回戦：2-1 京都   準々決勝：3-0沖縄
準決勝：1-2 和歌山　　３位決定戦：3-0 高知　　　　３位

３位

演 技
１回戦：4－1  山形 　2回戦：5-0 徳島　３回戦：3-2 大阪　準々決勝：2-3 大分
 5～8位決定予備戦：3-2福岡　　5・6位決定戦：4-1沖縄　（５位）

５位

試 合
１回戦：2－1  京都　2回戦：3-0 茨城　 準々決勝：2-1愛媛
5～8位決定予備戦：3-2大分　　5・6位決定戦：2-1沖縄　（５位） ５位

ボウリング 成年女子 個　　　人 今井　双葉 熊本学園大学 予選：２位　１２２３点　　　　決勝：１位　　１９１０点　優勝 １位

ゴルフ
1日目：６位　２１０[奥山７２：１４位・星川６９：１４位・小貫６９：３７位]
最終結果：６位　４２８[奥山７２：１２位・星川７０：３６位・小貫７６：４０位]

６位女 子 熊本国府高[奥山・星川・小貫]

成 年 男 子 選抜[石井･巣山･田口]

成年男子 選抜[蒲嶋・緒田・田上]

なぎなた

選抜[春山・大曲・溝上]

少年女子 選抜[春山・内田・北島]

カヌー

少年男子
水俣高[小島・伊藤]

選抜[田山・石藏]

少年女子 水俣高[上田･竹下]

弓道 成年女子 選抜［齊藤・犬童・志方］

ライフル射撃
少年女子

少 年 男 子 選抜[近本･小川･重黒木･長尾･岩切]

少 年 男 子 選抜[堀田･松見･木村･星田･酒井]

バドミントン

成 年 男 子 選抜［霜上･山田･北里］

成 年 女 子 再春館製薬所［峰･志田･松山］

少 年 男 子 八代東高［田中･森田･小本］

相　撲

成 年 男 子 選抜[小永・古川・吉田]

少 年 男 子 選抜［川副･中西･松岡･草野･岩見］

馬術 少年
選抜［吉永・平山］

選抜［堤・平山］


