
成年男子 ８００ｍ 瀬戸口大地 山梨学院大学 予選：３位　１分５０秒５９　　決勝：１分４８秒３４ ４位

成年少年男子 ４００ｍリレー
予選：１位　４０秒３４　準決勝：２位　４０秒０１
決勝：４０秒１７

６位

成年女子 ４００ｍ 新宅　麻未 アットホーム(株) 予選：２位　　５５秒３０　　決勝：５位　５５秒２８ ５位

少年男子A １００ｍ 平野　翔大 熊本国府高校
予選：１位　１０秒７０　　準決勝：１位１０秒８８
決勝：３位　１０秒７０

３位

少年男子A ４００ｍH 米田　太陽 九州学院高校 予選：１位　５２秒１６　　決勝：２位　５２秒６５　　　 ２位

少年男子A ５０００ｍ 井川　龍人 九州学院高校 決勝：２位　　１４分４秒２１ ２位

少年男子B ３０００ｍ 鶴川　正也 九州学院高校 予選：１位　８分３６秒０１　　決勝：８分２３秒９３ １位

成年男子 ４００ｍ自由形 齊藤　　凌 コナミスポーツクラブ 予選:３位　３分５４秒４８　決勝:６位　３分５３秒９１ ６位

少年男子B ５０ｍ自由形 生田　悠斗 秀岳館高校 予選:３位　２４秒２０　決勝:７位２４秒３４ ７位

少年女子B １００ｍ平泳ぎ 田上　舞美 ルーテル学院高校 予選:１位　１分１２秒１２　決勝:４位　１分１１秒５９ ４位

少年女子B １００ｍバタフライ 長森　花楓 九州学院高校 予選:３位　１分１秒５７　　決勝:６位　１分２秒１１ ６位

少年女子B ４００ｍメドレーリレー 予選:３位　４分１８秒１９　決勝:４分１６秒９３ ６位

少年女子B ４００ｍフリーリレー 予選:３位　３分５３秒０１　決勝:６位　３分５２秒８２ ６位

少年女子B ５０ｍ自由形 久保田梨琉 ルーテル学院高校 予選:２位　２６秒７０　決勝:７位　２６秒７２ ７位

少年女子B
２００ｍ

個人メドレー
八木田絃音 城北高校 予選:１位　２分２０秒０５　　決勝:７位　２分１９秒７８ ７位

少年女子B １００ｍ自由形 久保田梨琉 ルーテル学院高校 予選:３位　５７秒９６　　決勝:８位　５８秒１６ ８位

ボート 成年男子 ダブルスカル 藤吉・日田 法政大・日体大
予選２位：３分３９秒２６　準決勝２位：３分２５秒１３
５～８位決定戦：８位

８位

成年男子 ライトフライ級 重岡　優大 拓殖大学
準々決勝：判定勝ち　岡山　　準決勝：判定勝ち　東京
 決勝：判定負け　福井

２位

成年男子 フライ級 永田　丈晶 中央大学 １回戦：判定勝ち　静岡　　準々決勝：判定負け　北海道 ５位

成年男子 ライトウェルター級 柴田　尊文 拓殖大学 ２回戦：判定勝ち　和歌山　準々決勝：RSC１回負け　埼玉 ５位

成年男子 ウェルター級 浦嶋　将之 拓殖大学 １回戦：判定勝ち　栃木　　準々決勝：判定負け　鹿児島 ５位

成年女子 フライ級 小村つばさ 自衛隊体育学校 １回戦：２回RSC勝ち　青森　　準々決勝：判定負け　埼玉 ５位

少年男子 ピン級 入田　琴司 開新高校 １回戦：判定勝ち　愛媛　　準々決勝：判定負け　岐阜 ５位

少年男子 ライトフライ級 原田　真都 九州学院高校 １回戦：判定勝ち　青森　　準々決勝：判定負け　東京 ５位

少年男子 ライト級 竹見浩史郎 東海大星翔高校 ２回戦：１回KO勝ち　東京　　準々決勝：判定負け　大阪 ５位

１回戦：３－０北海道　　準々決勝：３－１　東京
準決勝：０－３　大阪  ３位決定戦：１－３　大分 ４位

２回戦：２－０　山形　　準々決勝：２－１　山口
準決勝：０－３　京都　　３位決定戦：０－３　長野 ４位

バスケットボール
１回戦：９０－７１山口　　準々決勝：７３－５６石川
準決勝：８０－７３茨城決勝：７１－５５福岡 １位

成年男子 フリー57kg 荒木　大貴 専修大学
１回戦：フォール勝ち　大阪　２回戦：１－２三重
準々決勝：０－３長崎　 準決勝：２－１群馬決勝：２－９鹿児島 ２位

成年男子 フリー97kg 錦戸　祐也 日本体育大学
１回戦：途中棄権　奈良　２回戦：６－２香川
準々決勝：３－７神奈川

５位

成年男子 フリー125kg 村上　佳児 株式会社鮮ど市場 １回戦：２－０　愛知　準々決勝：０－６大分 ５位

少年男子 グレコ51kg 中尾　　蓮 玉名工業高校 １回戦：６－０大阪　　準々決勝：Tフォール負け　三重 ５位

少年男子 フリー92kg 丸山　賢太 小川工業高校 ２回戦：フォール　広島　準々決勝：Tフォール負け　茨城 ５位

少年男子 グレコ125kg 田中　悠輝 玉名工業高校 準々決勝：１－３　鹿児島　　　５位 ５位

少年男子 ７７ｋｇ級 水口　雅基 八代農業高校 スナッチ：１位　記録１１９ １位

少年男子 ７７ｋｇ級 水口　雅基 八代農業高校 クリーン＆ジャーク：１位　記録１５２ １位

２回戦：２９－１９大阪　　準々決勝：２１－１２福井
準決勝：１７－１９広島　３位決２２－２６鹿児島

４位

２回戦：３６－２０北海道　準々決勝：１５－２７福井 ５位

成年男子 ケイリン 東矢　圭吾 中央大学 １回戦：１位　２回戦：１位　準決勝：３位　決勝：４位 ４位

男子 チーム・スプリント 予選７位　１分１６秒４６３　最終成績：７位 ７位

女子 ケイリン 西島　叶子 鹿屋体育大学
１回戦：１位　２回戦：１位　準決勝：４位
７～１２決定戦：７位

７位

少年男子 １ｋｍタイム・トライアル 松本秀之介 九州学院高校 決勝３位　１分５秒５５８（大会新） ３位

少年男子 ケイリン 伊藤　旭 九州学院高校
予選３位　敗者復活戦：１位　２回戦１位　準決勝：４位
７～１２決定戦：７位

７位

入賞
順位

第７３回国民体育大会『福井しあわせ元気国体』熊本県選手団入賞者一覧（競技別）

ウエイトリフティング

ハンドボール

自転車

陸上競技

水　泳

ボクシング

バレーボール

レスリング

　選抜[伊藤･松本・東矢]

成年女子 選抜

成年女子 ｵﾑﾛﾝﾘﾚｰｱﾝﾄﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ㈱

少年男子 選抜

選抜［齋藤,江藤,平野,小山］

選抜（田上,八木田,久保田,長森）

選抜（田上,八木田,久保田,長森）

成年男子 選抜

少年男子 鎮西高校

競　技 種別 種目 氏　名 （所　　属） 成　　　績



卓球
１回戦リーグ：２－３東京　２－３石川　　３－１奈良
リーグ戦２位　　総合５位

５位

相撲
１回戦：５－０岩手　２回戦５－０長野　３回戦５－０長崎
決勝T１回戦：４－１広島　　準々決勝：２－３富山

５位

フェンシング 成年男子 フルーレ
１回戦ｸﾞﾙｰﾌﾟ：２－１静岡３－０宮城２－１神奈川　２回戦ｸﾞﾙｰﾌﾟ：２－１宮城　３－０長野
３回戦ﾄｰﾅﾒﾝﾄ：２－１東京　準々決勝１－２大分　５～８決２－０三重　５・６決２－０京都 ５位

柔道
１回戦：５－０　鳥取　　２回戦：３－１　京都
３回戦４－１　茨城　準々決勝：０－１福岡　５位 ５位

バドミントン １回戦２－１兵庫　　準々決勝：１－２福井 ５位

少年男子 ＢＲＳ３０ＪM 山西　健人 文徳高校 決勝：８位　３１１．８ ８位

少年男子 ＢＰ４０ＪＭ 佐藤　　陸 文徳高校 予選：２位　５５６　　決勝：５位　１６７．５ ５位

１回戦：２－０茨城　２回戦：２－０岐阜
準決勝：２－１京都　決勝：０－３福井

２位

１回戦３－２茨城　２回戦　４－１和歌山
準決勝：３－２佐賀　決勝：３－２福岡

１位

ラグビー
予選プール：４５－５山形１０－０千葉　４９－７新潟　　決勝T１回戦：２８－０東京
準決勝：２１－５　大阪　　　決勝：１０－４０　福井 ２位

少年女子
スプリント

Ｋ－１（２００) 山本真結子 人吉高校
予選：３位　５１秒００２　準決勝：２位　４８秒９０９
決勝：５位　４７秒７４１ ５位

少年女子
スプリント

Ｋ－２（２００)
予選：３位　４９秒０１０　　決勝：５位　４６秒９５８ ５位

少年女子
スプリント
Ｋ－２（５００)

予選：４位２分２５秒７６５　準決勝：１位　２分１３秒４１２
決勝：５位　２分８秒０４３ ５位

予選：６位　決勝トーナメント１回戦：２－６　神奈川
※１回戦の成績により６位

６位

予選：７位　決勝トーナメント１回戦：５－４　栃木
準々決勝：５－３京都準決勝：１－５　千葉３位決定戦：４－５佐賀 ４位

成年男子 個人組手（軽量級） 大田黒皓也 東海大学
２回戦：２－１　京都　３回戦：反則勝ち　長崎
４回戦：１－２　兵庫　　５位

５位

成年男子 個人組手（重量級） 飯村吏毅哉 (有)綱田牧場
１回戦：４－０　徳島　２回戦：３－１　茨城３回戦：３－１　佐賀４回戦：５－１　鹿児島
準決勝：２－４　福井　　３位決定戦：６－０　岐阜 ３位

少年男子 個　人　組　手 田村　響 芦北高校
１回戦：８－０岩手　２回戦３－０宮﨑
３回戦：５－２広島　４回戦：０－２静岡

５位

１回戦：３－１　静岡　　２回戦：３－１　茨城
３回戦：３－１　沖縄　４回戦０－３　福井

５位

なぎなた
１回戦：３－０　鹿児島　２回戦：３－０　栃木３回戦：０－３兵庫準々決勝３－０福井
準決勝：１－２奈良　　３位決定：０－３　島根 ４位

成年女子 個人 今井　双葉 熊本学園大学
予選前半：１２位（６２６点）　後半（６２５点）
決勝：８位　　合計１８１７点

８位

少年女子 団　体（２人チーム）
予選前半４位（１１４７点）　後半３位（合計２３０２点）
決勝：６位（合計記録３３１２点）

６位

ゴルフ １日目：３位　　最終成績：８位　合計記録４４８ ８位

成　　　績
入賞
順位

アーチェリー

空手道

ボウリング

競　技 種別 種目 氏　名 （所　　属）

ライフル射撃

剣　道

カヌー

成年女子 選抜[春山り・春山さ・佐藤]

選抜［八木・甫立］

少 年 男 子 秀岳館[村上・青木・池田]

成年男子 選抜[石井･上村･田口]

少年男子 選抜[戸田･杉山･坂田]

団　　体　　組　　手 大田黒･黒川・田村・飯村･吉安･福本

少年男子 選抜[福田･小川･重黒木･池内･櫻井]

成年男子 選抜

水俣高校[朱・竹下]

水俣高校[朱・竹下]

女子 選抜[白石･白石･園田･酒井･岡村]

成年女子 再春館製薬所［峰･仲井･樋口］

成年女子 選抜[緒方･渡邊･海津]

成年女子 選抜［安藤・松岡・西川］

少年男子 文徳［橋本･津澤･草野･山本･花岡］

選抜[舩本誠・舩本宗・尾川]


