
性別

男子 下地　駿麻 八重山 日下部　晴人 熊本国府 川越　晴空人 国分中央

女子 神田　あやの 宮崎商業 田畑　帆乃香 松陽 幾　真希 鹿児島女子

男子 山本　陽太 九州学院 米田　太陽 九州学院 池下　航和 宮崎工業

女子 神田　あやの 宮崎商業 森山　静穂 宮崎商業 田畑　帆乃香 松陽

男子 佐藤　恵斗 国分中央 米田　太陽 九州学院 有上　優祐 鹿屋

女子 森山　静穂 宮崎商業 坂田　優 熊本商業 金城　あいら 八重山

男子 井上　拓優 済々黌 仲井真　タイ剣人 北山 河野　壱成 鹿児島商業

女子 尾方　唯莉 東海大熊本星翔 米澤　杏樹 出水中央 森山　七海 鹿児島女子

男子 山内　健登 樟南 水野　龍志 小林 曳田　道斗 宮崎日大

女子 バイレ　シンシア 神村学園 小代﨑　陽向子 国分中央 堤　好伽 有明

3000ｍ 女子 バイレ　シンシア 神村学園 小代﨑　陽向子 国分中央 栗原　泉 千原台

5000ｍ 男子 内田　征治 開新 鶴川　正也 九州学院 山内　健登 樟南

100ｍH 女子 白石　絢菜 熊本商業 宮里　日生吏 中部商業 松田　果子 済々黌

110ｍH 男子 内村　慎 加治木工業 山本　伸哉 天草工業 小川　脩平 中部商業

男子 米田　太陽 九州学院 田中　天智龍 鹿児島南 深澤　健斗 宇土

女子 別府　理保 熊本商業 宮里　日生吏 中部商業 中村　真実 宮崎商業

3000ｍSC 男子 山本　柊介 八代東 麓　逸希 開新 田中　泰世 出水中央

男子 榊　大翔 熊本高専八代 向井　大賀 鹿児島商業 渡口　怜 北山

女子 金子　櫻 尚絅 松下　奈津希 鹿児島女子 大久保　侑花 日向

男子

女子

男子

女子

男子 中村　滉希 鹿児島南 下村　翔英 甲南 西山　賢太朗 熊本工業

女子 岸本　志恵 中部商業 若吉　千里 松陽 嶽元　彩圭 秀岳館

男子 儀間　永世 中部商業 當間　紫音 中部商業 中村　光志 宮崎工業

女子 福田　紅菜 鹿児島 古堅　愛理 中部商業 小林　李音 中部商業

男子 小川　脩平 中部商業 有村　拓巳 鹿児島南 松島　流星 熊本西

女子 神田あやの 宮崎商業 竹元　咲 鹿児島 冨満　朝夏 鹿児島女子

男子 松島　流星 熊本西 具志堅　琉海 中部商業 竹中　暁登 宮崎工業

女子 石山　礼菜 熊本中央 森山　静穂 宮崎商業 松澤　李夏 鹿児島

男子 井手上　大翔 熊本西 甲斐　雄也 宮崎工業 山口　頌真 球磨工業

女子 山部　若菜 熊本国府 中山　華子 宮崎工業 知念　虹花 知念

男子 藤原　孝史朗 沖カトリック 甲斐　雄也 宮崎工業 能勢　未夏海 鹿児島南

女子 松田　彩夢 那覇西 甲斐　涼 宮崎工業 堀田　萌 熊本西

男子 浦口　凱壱 鹿児島南 宮城　貫太 中部商業 杉田　興樹 宮崎工業

女子 有上　茉那 鹿児島水産 大濱　未結 熊本西 中村　琉夏 久米島

男子 一村　陸斗 松橋 能勢　未夏海 鹿児島南 倉本　優斗 水俣

女子 山名　友里愛 中部商業 大田　海月 宮崎工業 宮崎　こと恵 熊本西

男子 松田　壮汰 宮崎工業 松島　流星 熊本西 中山　敬 熊本西

女子 米村　凜 熊本商業 下田　稚奈 鹿児島女子 津曲　瑞帆 宮崎商業

男子 大森　涼奨 唐津商業 中杉　勇斗 常磐 菅野　遼 佐伯鶴城

女子 田上　舞美 ルーテル学院 田山　茅咲 香住丘 野口　美穂 常磐

男子 田中　大寛 別府翔青 中杉　勇斗 常磐 小山　陽翔 東福岡

女子 田上　舞美 ルーテル学院 田山　茅咲 香住丘 有村　咲希 鹿児島情報

男子 田中　大寛 別府翔青 坂田　涼人 大分雄城台 原　空輝 東福岡

女子 立山　青葉 大分雄城台 渡辺　美空 福大附属若葉 髙本　彩未 佐賀学園

男子 水上　瑠日 ルーテル学院 坂田　涼人 大分雄城台 金川　直樹 九産大九州

女子 藤井　みなみ 佐賀学園 牛島　未空 城北 宮﨑　彩子 佐賀商業

800ｍ自由形 女子 藤井　みなみ 佐賀学園 宮﨑　彩子 佐賀商業 牛島　未空 城北

1500ｍ自由形 男子 野田　京聖 佐賀学園 水上　瑠日 ルーテル学院 吉村　和真 佐世保南

男子 小鶴　皓大 東福岡 御手洗　大心 佐伯鶴城 西小野　皓大 鹿児島情報

女子 井上　結貴 宗像 末廣　真生 佐賀商業 今山　里緒菜 柳川

男子 西小野　皓大 鹿児島情報 村上　賢之慎 熊本西 金川　直樹 九産大九州

女子 井上　結貴 宗像 末廣　真生 佐賀商業 今山　里緒菜 柳川

男子 榎田　大己 鹿児島情報 吉田　拓斗 都城農業 後藤　旭登 上智福岡

女子 小関　葵 青雲 木下　綾乃 光陵 大迫　詩乃 常磐

男子 榎田　大己 鹿児島情報 吉田　拓斗 都城農業 居石　錬成 佐賀商業

女子 日迫　柚 鹿児島情報 小関　葵 青雲 谷口　春華 八代白百合

男子 佐藤　晴輝 東福岡 立山　拓路 大分雄城台 脇　雄介 国分

女子 後野　真衣 加世田 長森　花楓 九州学院 川口　里利央 福大附属若葉

50ｍ自由形

100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ

100ｍ平泳ぎ

3位

800ｍ
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400ｍH

令和元年度九州高等学校総合体育大会上位入賞者一覧
競技種目

200ｍ

400ｍ

5000ｍW

南九州陸上

1500ｍ

三段跳

100ｍ

砲丸投

円盤投

ﾊﾝﾏｰ投

走高跳

200ｍ背泳ぎ

100ｍ背泳ぎ

400ｍ自由形

優勝

100ｍ自由形
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棒高跳
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九州学院

2位

200ｍ平泳ぎ

混成競技

宮崎商業 熊本商業 鹿児島

水泳

水泳

宮崎工業 延岡工業

九州学院 国分中央 宮崎工業

宮崎商業 中部商業 鹿児島



性別 3位競技種目 優勝 2位

男子 米田　瑠 九州学院 西村　理汰 諫早 立山　拓路 大分雄城台

女子 後野　真衣 加世田 長森　花楓 九州学院 小山田　季未 筑紫

男子 早﨑　遼真 鹿児島 藤田　斗優 東福岡 仲　颯斗 三潴

女子 石原　愛依 柳川 山下　ひなた 甲南 高原　彩花 福岡中央

男子 早﨑　遼真 鹿児島 高田　航輔 九産大九州 藤田　斗優 東福岡

女子 石原　愛依 柳川 山下　ひなた 甲南 宮崎　菜々子 筑陽学園

男子

女子

男子

女子

男子

女子

男子 山本　馨 別府翔青

女子 村山　聖来 致遠館 湯川　陽菜 沖学園 宮田　夏綺 鹿児島実業

男子 山本　馨 別府翔青

女子 村山　聖来 致遠館 湯川　陽菜 沖学園 宮田　夏綺 鹿児島実業

総合 男子 井上　慎友 出水商業 田口　陸斗 自由ヶ丘 髙橋　崚太 出水商業

ゆか 男子 井上　慎友 出水商業 田口　陸斗 自由ヶ丘 大坪　拓途 鳥栖工業

あん馬 男子 田口　陸斗 自由ヶ丘 髙橋　崚太 出水商業 井上　慎友 出水商業

吊り輪 男子 浜崎　由晟 佐賀清和 籾井　琉希 鳥栖工業 本山　蒼馬 九州国際大学付属

大坪　拓途 鳥栖工業

福田　雄翔 熊本学園大学付属

平行棒 男子 井上　慎友 出水商業 清野　毅志 自由ヶ丘 大坪　拓途 鳥栖工業

鉄棒 男子 田口　陸斗 自由ヶ丘 前野　修摩 自由ヶ丘 福田　雄翔 熊本学園大学付属

総合 女子 野口　祐美賀 鳥栖 社家間　由希 鳥栖 籾井　野々華 鳥栖

跳馬 女子 田島　やまぶき 鳥栖 野口　祐美賀 鳥栖 籾井　野々華 鳥栖

段違い平行棒 女子 野口　祐美賀 鳥栖 籾井　野々華 鳥栖 社家間　由希 鳥栖

平均台 女子 野口　祐美賀 鳥栖 真﨑　覇菜 聖和女子学院 社家間　由希 鳥栖

ゆか 女子 野口　祐美賀 鳥栖 田島　やまぶき 鳥栖 社家間　由希 鳥栖

総合 男子 森園　颯大 れいめい 石橋　知也 神埼清明 田窪　莉久 れいめい

スティック 男子 森園　颯大 れいめい 石橋　知也 神埼清明 田窪　莉久 れいめい

リング 男子 森園　颯大 れいめい 石橋　知也 神埼清明 田窪　莉久 れいめい

総合 女子 有村　文里 信愛女学院 伊藤　陽菜子 別府鶴見丘 築地　遥 福岡魁誠

ボール 女子 有村　文里 信愛女学院 伊藤　陽菜子 別府鶴見丘 松本　華 佐賀女子

クラブ 女子 伊藤　陽菜子 別府鶴見丘 築地　遥 福岡魁誠 有村　文里 信愛女学院

男子 甲斐　滉基 九州産業 後藤　孝太朗 興南 福重　旺良 鹿児島工業

女子 城戸　あかね 東鷹 山下　皆愛 加治木工業 岡田　文璃 牛深

男子 若松 鹿屋農業 橋口 宮崎商業 中山 熊本学園大学付属

女子 石原 川内商工 古賀 大村城南 桐原 早稲田佐賀

男子

女子

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 男子 中山　遼太郎 九州学院 平川　稜将 千原台 入江　航太 九州学院

４㎞速度競走 男子 松岡　優馬 千原台 樽見　潤平太 祐誠 藤田　翔太郎 南大隅

１㎞ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 男子 入江　航太 九州学院 堀川　敬太郎 祐誠 加藤　凱也 都城工業

５００ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 女子 田中　夢菜 千原台 金田　舞夏 祐誠 中村　鈴花 千原台

男子 飯田　要次郎 九州学院 稲留　敦貴 南大隅 松岡　優馬 千原台

女子 内野　艶和 祐誠 中村　鈴花 千原台 阿南　里奈 別府翔青
３㎞ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 男子 生野　優翔 日出総合 稲留　敦貴 南大隅 堀川　敬太郎 祐誠
２㎞ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 女子 田中　夢菜 千原台 内野　艶和 祐誠 中村　鈴花 千原台

ﾎﾟｲﾝﾄ・ﾚｰｽ 男子 中村　栄杜 千原台 永井　豪 別府翔青 加藤　凱也 都城工業

男子 下山　聖斗 南大隅 松本　秀之慎 九州学院 佐藤　礼二郎 日出総合

女子 田中　夢菜 千原台 平部　莉彩 都城工業 羽田野　愛花 別府翔青

男子 古林　一夢 南大隅 大河内　将泰 南大隅 永射　琢也 南大隅

女子 内野　艶和 祐誠 阿南　里奈 別府翔青 田中　夢菜 千原台

４㎞ﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 男子

男子

女子

自由ヶ丘前野　修摩出水商業井上　慎友男子跳馬

佐伯鶴城

東福岡 鹿児島 大分雄城台

東福岡 九産大九州 鹿児島情報

柳川 ルーテル学院 城北

日田三隈 鹿屋工業 済々黌

日田三隈 唐津東 妻

800ｍﾘﾚｰ

ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

東福岡 大分雄城台

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

ﾎﾞｰﾄ

体
操
競
技

新
体
操

弓道

自転車

飛込

高飛込

400ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

飛板飛込

400ｍﾘﾚｰ

400ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

200ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

200ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ

千原台 祐誠

九州学院 日出総合 南大隅

柳川 福大附属若葉 九州学院

別府翔青

ｽｸﾗｯﾁ･ﾚｰｽ

ｹｲﾘﾝ

ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

別府翔青 千原台 祐誠

柳川 ルーテル学院 城北

水泳



性別 3位競技種目 優勝 2位

55㎏級 男子 嶋江　大悟 有田工業 岳野　祐己 西彼農業 中島　晴 諫早農業

61㎏級 男子 砂川　裕哉 豊見城 新田　翼 杵築 德永　真大 小林

67㎏級 男子 川野　竜矢 大分工業 濵　龍大 諫早農業 飯田　歩睦 筑紫台

73㎏級 男子 首藤　佑希 大分工業 蘭牟田　宵響 小林秀峰 山田　智大 西彼農業

81㎏級 男子 浅野　太郎 八幡中央 小森　翔 諫早農業 伊波　佑 豊見城

89㎏級 男子 内田　義一 八幡中央 中村　拓斗 諫早農業 髙吉　賢人 豊見城

96㎏級 男子 池島　旺我 小林秀峰 山崎　翔 諫早農業 有冨　亮 有田工業

102㎏級 男子 棚原　幹勝 沖縄工業 木下　一生 八幡中央 本田　宗稔 西彼農業

102㎏超級 男子 山田　俊輔 沖縄工業

48㎏級 女子

53㎏級 女子

5８㎏級 女子

63㎏級 女子

69㎏級 女子

９０㎏級 女子

９０㎏超級 女子

男子 林　祥蓮 鹿児島 林　智也 玄界 口弘　航平 鹿児島南

女子 森　陽奈子 豊府 山口　寿々奈 鹿児島南 岡田　花鈴 別府翔青

男子 小田　翔一朗 別府翔青 板楠　大知 翔陽 神村　渉 鹿児島南

女子 森　陽奈子 豊府 今村　未羽 鹿児島 神山　遊依 福岡魁誠

男子 高山　幸大 鶴丸 古川　蓮 鹿児島南 平田　悠翔 福岡魁誠

女子 尾﨑　世梨 鹿児島南 髙橋　千里香 玄界 馬場　菜緒 鹿児島南

松尾　勇輝 糸瀬　雅玖翔 木村　成寿 船岡　遼人 松尾　一旦 森本　悠太

神　智涼 古川　有輝

後藤　夏海 青柳　萌子 大川　咲月 篁　真明 松原　安里 岡方　梨音

田中　愛梨 溝江　舞 村山　実由 中村　恵里 津守　玲那 戸崎　柊香

宮崎　朝光 川原　雅隆 池田　隼太 北方　雄悟 尾上　悠晟 山口　篤郎

中島　康佑 中嶋　伸吾 小山　晃生 中鉢　賢匠 吉武　凪斗

瀧　心海 和田　紗季 市野瀬　真里乃 佐藤　遥 大林　優 田中　楓梨

原田　茉依 神鳥　朝凪 都留　千有乃 二宮　江梨奈

男子 上園田　心太浪 唐津西Ａ 安永　昴生 上智福岡Ａ 濱田　登羽 福岡第一Ａ

女子 山口　奈津実 福岡第一Ａ 鈴木　萌風 唐津西Ａ 五嶋　杏莉 松陽Ａ

男子 西田　一葉 三潴 村尾　飛月 球磨工業 大岩　歩夢 神埼

女子 尾上　楓 曽於 西條　花菜 宮崎大宮 益川　菖 大分豊府

鳥越　天宮 大瀬　航 大久保　純吾 田中　凜太朗 石丸　直樹 竹川　一磨

西條　花菜 矢野　碧 加来　美也 益川　菖 村田　優希奈 圖師　佳奈実

秋山　真乃輔 福田　龍之介 松藤　心 西田　一葉 山田　雅弘 山田　渉

溝辺　凌人 鳥越　天宮 大久保　純吾 田中　凜太朗 近藤　燎 宮原　涼輔

村田　優希奈 圖師　佳奈実 若林　望映 小畑　奈津 川﨑　陽那子 開田　京香

長友　優奈 大木　麻由 小野　彩音 奥切　友香 林　彩織 泉田　美巴

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ（ｼﾝｸﾞﾙ） 男子 米光　陸 高田 荒金　透音 大分舞鶴 原田　雅功 宮崎商業

藤澤　龍介 後藤　大和 荒金　透音 内田　麟太郎 立岩　魁仁 立岩　颯仁

北﨑　健介 立岩　魁仁 藤澤　龍介 後藤　大和 熊井　雄弥 中園　太陽

立岩　颯仁 橋本　豪 髙﨑　圭悟 小磯　彰太郎 江畑　雅冬 進藤　敦司

男子 穴井　達大 玖珠美山 川﨑　空人 都城 加藤　涼太郎 鳥栖工業

女子 森本　美七海 ルーテル学院 梶原　夏美 福岡中央 立元　日香里 都城西

那須　心星 横山　琉葵 村杜　光翼　 馬籠　零士 渋田　晃輝 前田　琉彗

鹿　彩乃 諸岡　彩 後藤　桜 山本　祐子 岩村　爽来 村上　栞梨

都城都城工業希望が丘

水俣

別府翔青A 別府翔青C 別府翔青B

エペ

ﾌﾙｰﾚ

ウェイトリフティング

男子

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ（ﾍﾟｱ）

女子

男子

　

男子

ｶﾔｯｸ（ﾍﾟｱ）

女子

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ（ﾌｫｱ）

ｶﾔｯｸ（ﾌｫｱ）

420級ｿﾛ

サーブル

ｶﾇｰ

ｶﾔｯｸ（ｼﾝｸﾞﾙ）

ﾖｯﾄ

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ

少林寺拳法

単独演武

男子

女子

組演武

武雄 延岡工業 大津

球磨工業 宮崎工業 高田

FJ級ｿﾛ

シングルハンダー級

男子

宮崎商業 大分舞鶴

中村学園三陽A 中村学園三陽B

人吉 三潴 西陵

女子

男子

女子

福岡第一Ａ

福岡第一Ａ 中村学園三陽A 別府翔青Ａ

宮崎大宮 大分豊府 宮崎商業

別府翔青B西南学院Ａ

宮崎工業 大分舞鶴 球磨工業

人吉 三潴

別府翔青A

高田



性別

奥村　丈 東　倖平 田中　康文 大山　聖捺 山口　凜樹 浦山　凌 西岡　遼太郎 下原　聖矢

吉川　小百合 髙嶺　心萌 髙濵　美厘 佐藤　優里 宮原　あかり 山田　奈央 岡田　舞 古藤　向日葵

男子 宮田　陸 筑陽学園 小川　智裕 柳川 其田　怜 大分舞鶴 堤野　真司 柳川

女子 元山　未優 鳳凰 空久保　果音 鳳凰 木庭　千紘 熊本学園大学付属 伊藤　凜 鳳凰

森田　凌矢 山口　柚希 小川　智裕 七尾　岳俊 本嶋　風太 宮田　陸 中留　諒太 堤野　真司

元山　未優 中村　香里 松本　祐華 山本　未来 髙岡　鈴蘭 藤永　笑子 空久保　果音 佐藤　唯

男子 刘　念 日南学園 中村　和覇 明豊 杉本　和也 希望が丘 　中原　湧斗 瓊浦

女子 稲吉　美沙 希望が丘 榎谷　優香 鹿児島城西 山鹿　真奈 長崎女子商業 藤森　友菜 希望が丘

阿部　悠人 杉本　和也 渡辺　龍介 田原　翔太 中村　和覇 岩間　充晃 泊　航太 米倉　勝

稲吉　美沙 田中　木葉 橋本　朔来 山本　千歳 首藤　美咲 仲本　七虹 藤森　友菜 杉本　果緒

無差別級 男子 草野　直哉 文徳 花岡　真生 文徳 矢田　翔太 中津東 谷山　隆太 鹿児島商業

軽量級 男子 草野　月 熊本農業 高橋　祐正 楊志館 伊藤　晃成 多久 稲又　勇大 佐賀清和

中量級 男子 　川上　竜昌 文徳 北野　泰聖 熊本農業 外尾　祐樹 佐賀清和 伊佐　彪冴 文徳

重量級 男子 草野　直哉 文徳 山本　剛瑠 文徳 里　海斗 鹿児島商業 花岡　真生 文徳

60㎏級 男子 近藤　隼斗 佐賀工業 近藤　秀斗 高田 宮﨑　琳太郎 佐賀工業 田中　祥 長崎南山

66㎏級 男子 田中　龍馬 佐賀商業 幸田　朗 明楼館 吉岡　正晃 鎮西 光岡　岳人 大牟田

73㎏級 男子 田中　裕大 大牟田 染矢　兼玖 宮崎日大 岩瀬　勝斗 佐賀商業 香月　涼佑 若松

81㎏級 男子 竹市　大祐 大牟田 小畑　大樹 佐賀商業 井手　拓朗 佐賀北 村﨑　聖 東福岡

90㎏級 男子 戸髙　淳之介 延岡学園 中村　峻平 沖学園 前田　豪月 九州学院 寺戸　将大 佐賀商業

100㎏級 男子 森　健心 大牟田 岩永　洸輔 九州学院 村上　光志 東海大熊本星翔 瀧石　靖弘 国東

100㎏超級 男子 服部　大喜 大牟田 屋田　継心 沖縄尚学 大杉　鴻燿 国東 北島　凌 宮崎日大

48㎏級 女子 白石　響 熊本西 中馬　梨歩 国分中央 原田　瑞希 柳ヶ浦 宮城　杏優菜 沖縄尚学

52㎏級 女子 高屋　歌鈴 長崎明誠 大石　凜 佐賀工業 山本　萌 小城 酒井　怜奈 鵬翔

57㎏級 女子 大森　朱莉 敬愛 原口　結 南筑 園田　華菜 九州学院 庄野　文香 佐賀工業

63㎏級 女子 山口　葵良梨 大牟田 古城　菜南美 国分中央 谷　帆乃佳 国東 鹿　歩夏 佐賀商業

70㎏級 女子 髙木　水月 敬愛 辻野　瑠流伽 敬愛 工藤　奈々 柳ヶ浦 古賀　理帆 佐賀商業

78㎏級 女子 山本　楓花 長崎明誠 丸山　みかの 敬愛 森　心晴 大牟田 古賀　真里菜 佐賀工業

78㎏超級 女子 松澤　佑栞 敬愛 橋口　茉央 佐賀商業 田中　里沙 熊本西 外間　蘭 沖縄尚学

男子 池田　虎ノ介 福大大濠 板井　俊将 明豊 藤島　剣 福岡常葉 池田　龍ノ介 福大大濠

女子 岩本　瑚々 島原 野田　あゆか 鵬翔 山田　絵梨 佐伯鶴城 井石　優菜 佐賀学園

男子 野田　統馬 八代東 池端　元哉 熊本学園大学付属 花田　彬 八代東 町　祥英 瓊浦

女子 郡司　莉子 八代白百合 小方　里羽 諫早商業 古賀　咲直 福岡常葉 宮里　紗羽 八代白百合

中島　巧 杉本　一樹 町田　脩太 永渕　雄大 池田　大将 實藤　圭亮 池端　元哉 嶽本　樹希

小方　里羽 小川　星実 田中　果帆 江里口　玲奈 青野　希帆 山田　菜月 飯田　朱音 草野　真央

ピン級A 荒竹　一真 鹿屋工業 田端　佑元 日章学園 白木　壱崇 東海大熊本星翔 砂川　朝都夢 那覇工業

ピン級B 坂田　一颯 東海大熊本星翔 池田　志門 東福岡 津波古　琉雅 嘉手納 大崎　銀一朗 鶴崎工業

ﾗｲﾄﾌﾗｲ級Ａ 中山　颯太 東福岡 上野　晶 開新 寺田　歩夢 高志館 川本　響生 日章学園

ﾗｲﾄﾌﾗｲ級Ｂ 三浦　正也 日章学園 冨永　武聖 東福岡 外村　浩輝　 開新 與那嶺　諒 真和志

ﾌﾗｲ級Ａ 川野　蓮斗 日章学園 中山　慧太 東福岡 入田　琴司 開新 山口　友士 杵島商業

ﾌﾗｲ級Ｂ 重藤　大虎　 豊国学園 髙田　克真 東海大熊本星翔 君嶋　健斗 日章学園 　弓削　佑斗 大分工業

ﾊﾞﾝﾀﾑ級Ａ 原田　周大 豊国学園 山川　健太 日章学園 江﨑　由 熊本農業 大久保　航 鹿屋工業

ﾊﾞﾝﾀﾑ級Ｂ 川瀬　克弥 熊本農業 和田　大志 東鷹 山口　寧斗 沖縄水産 高下　魁星 日章学園

ﾗｲﾄ級Ａ 祝　聖哉 豊国学園 宮原　紳瑠 高志館 川口　彪吾 瓊浦 上野　凛大 九州学院

ﾗｲﾄ級Ｂ 近藤　虎仁 日章学園 折久木　大地 鹿屋工業 松岡　大葵 大分工業 鳥山　冬聖 長崎鶴洋

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級Ａ 脇田　夢叶 日章学園 野添　悠 東海大熊本星翔 川西　響 長崎東 内村　源斗 鹿屋工業

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級Ｂ 上田　光紀 東海大熊本星翔 嶋田　隼人 大分工業 八郷　寿紀 出水工業 赤嶺　広夢 浦添

鳳凰

ソフトﾃﾆｽ

男子
大牟田 都城商 鹿児島商

女子
八重山 熊本中央 佐賀清和

柳川 筑陽学園 柳川

鳳凰

令和元年度九州高等学校総合体育大会上位入賞者一覧
競技種目 優勝 2位 3位

都城商

希望が丘 明豊

女子
沖縄尚学

中村学園女子

ﾃﾆｽ

ｼﾝｸﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

男子
鳳凰

沖縄尚学

柔道

相撲

明豊 希望が丘

女子
希望が丘 希望が丘 希望が丘 希望が丘

卓球

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

ｼﾝｸﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

男子
瓊浦

剣道

ｼﾝｸﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

男子

熊本学園大学付属

女子
諫早商業 多久 鹿児島女子 昭和学園

男子

男子

男子

男子

瓊浦 日章学園

男子

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ

男子



性別競技種目 優勝 2位 3位

ｳｪﾙﾀｰ級Ａ 永野　友己 日章学園 水原　彰吾 那覇工業 堀内　洵貴 東福岡 池野　海斗 瓊浦

ｳｪﾙﾀｰ級Ｂ 安藤　武蔵 日章学園 寺本　朱里 熊本工業 児玉　悠揮 鶴崎工業 玉村　海藍 沖縄水産

ﾐﾄﾞﾙ級Ａ 松野　晃汰 日章学園 木下　幹太 鶴崎工業 甲斐　光 開新 赤司　拓也 高志館

ﾐﾄﾞﾙ級Ｂ 松本　海周 東海大熊本星翔 池田　恭士朗 長崎鶴洋 安部　虎之助 鶴崎工業 佐々木　杜南　 鹿児島商業

ピン級 女子 濱田　花菜 秀岳館 前田　果蓮 筑前 堀　宝水 日章学園

ライトﾌﾗｲ級 女子 岸本　有彩 嘉手納 金澤　あかり 日章学園 髙本　遥夏 清峰 平尾　虹海 熊本農業

ﾌﾗｲ級 女子 原田　美琴 東海大熊本星翔 貞松　優華 高志館 野口　来晴 長崎鶴洋 渡邉　彩梅 大宰府

バンタム級 女子 吉原　憧子 唐津西 井上　歩 熊本農業 稲富　真由 大宰府

フェザー級 女子 北﨑　天寿 九州学院

ライト級 女子 佐伯　亜海 熊本農業 三輪　帆乃花 日向

男子 村上　達也 大分南 小部　翼 宮崎第一 弓削　慶介 芦北 丸石　絢斗 開新

女子 園田　遥香 開新 池部　真帆 九州学院 仁禮　春奈 鹿児島城西 川口　孔 開新

男子 吉田　啓希 九州学院 吉元　雄琉 甲南 末松　悟旺 東福岡 太田　那津樹 東福岡

女子 齊藤　瑶葵 大分南 佐和田　莉乃 浦添 宇都宮　優佳 博多 日高　瑞希 鹿児島第一

5１ｋｇ級 男子 荒木　瑞生 鳥栖工業 中石　皓大 都城西 内田　翔真 玉名工業 工藤　瑠斗 日本文理大学附属

55ｋｇ級 男子 尾西　大河 鳥栖工業 中﨑　円太 樟南 河野　偉舜 都城西 中尾　蓮 玉名工業

60ｋｇ級 男子 小野　正之助 鳥栖工業 伊藤　翔哉 鳥栖工業 長谷川丈一郎 鹿屋中央 松田　陸 樟南

6５ｋｇ級 男子 須田　快晴 鳥栖工業 仲泊　勇之助 北部農林 森崎　悠太郞 島原 勝　裕太郎 日本文理大学附属

7１ｋｇ級 男子 小柴　伊織 鳥栖工業 小田桐　和真 鹿屋中央 友寄　汰志 北部農林 出田　匠 玉名工業

8０ｋｇ級 男子 前田　真那弥 宮崎工業 北村　勇気 鹿島実業・新鹿島 大槻　慶太 玉名工業 中村　旺魅 樟南

9２ｋｇ級 男子 芹川　力亜 鹿島実業・新鹿島 中原　陸 鹿屋中央 飯沼　啓将 日向学院 永沼　和大 小倉商業

12５ｋｇ級 男子 田中　悠輝 玉名工業 内藤　絢太 宮崎日大 繁永　海斗 築上西 渡邉　荘陽 日向学院

４７ｋｇ級 女子 髙木　愛美 樟南 平川　舞歩 三井 河野　愛琳 都城西

５０ｋｇ級 女子 岩村　凜音 福島 今川　華乃 苅田工業 浜崎　蘭 樟南

５３ｋｇ級 女子 大野　真子 北稜 大城　愛 北部農林 栗野　聖 宮崎日大

５７ｋｇ級 女子 吉武　まひろ 島原 山路　さくら 樟南 成合　優　 宮崎農業

６２ｋｇ級 女子 橋本　京華 日本文理大学附属 多田　まどか 福島

６８ｋｇ級 女子 山口　亜優実 樟南 赤本　来瞳 小倉商業 岡部　采矢 津久見

7４ｋｇ級 女子 中堀　水葵 築上西 後藤　彩乃 日向学院 古賀　美颯野 島原

平田　凜 石郷　はる 新川　珠羽 上江洲　誉 秋葉　笑里 上牧　千笑 平田　華代 佐々木　梨奈

個人 女子 山城　り子 首里 秋葉　笑里 川辺 玉村　純鈴 沖縄尚学 舩原　希実 松浦

男子 森崎　志斗 大村工業 宮成　孝輔 大分東明 森口　弘規 大分東明 田中　裕樹 東海大熊本星翔

女子 筒井　楓 大分舞鶴 飯山　情 鹿児島工業 朝永　絵梨花 諫早東 内間　美蘭野 浦添商業
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中村学園女子 知念 川辺


