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九州・沖縄地区高専体育大会競技結果
第56回
担当校

九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会
鹿児島工業高等専門学校

ソフトテニス

陸 上

★は全国大会出場

令和元年７月13・14 日
日置市吹上浜公園テニスコート

令和元年７月13・14日
白波スタジアム（鹿児島県立鴨池陸上競技場）、
鴨池補助競技場

男子団体 第３位
男子個人戦の部
★準優勝：御手洗良紀（5C）、森山 竣矢（4C）

水 泳

令和元年７月19日
鴨池公園水泳プール

【決 勝】
男子 100ｍ
第５位：森光 春暁（2C）
第７位：佐藤 匠悟（1M）
男子 200ｍ
第６位：森光 春暁（2C）
第８位：吉田 大成（3C）
男子 400ｍ
第６位：吉田 大成（3C）
男子 800ｍ
第５位：栗
誠哉（4S）
男子 1500ｍ
第６位：宿野 圭佑（5M）
第８位：栗
誠哉（4S）
男子 5000ｍ
★第３位：宿野 圭佑（5M）
男子 110ｍハードル
第４位：植原 茂樹（1S）
男子４×100ｍ
第５位：佐藤 匠悟（1M）
森光 春暁（2C）
吉田 大成（3C）
染矢 一樹（2M）

担当校

卓 球

男子４×400ｍ
第７位：吉田 大成（3C）
栗
誠哉（4S）
染矢 一樹（2M）
森光 春暁（2C）
男子砲丸投
★第２位：後藤 滉太（2C）
男子円盤投
第４位：後藤 滉太（2C）
男子 1500ｍ（オープン）
第２位：矢野 稜之（2C）
第７位：吉田 圭吾（4E）
女子走高跳
第３位：阿南 日和（2C）

男子 200ｍ平泳ぎ
第４位：稲田 真大（3C）
男子 200ｍ自由形
第６位：安藤 拓翔（2S）
男子 200ｍ背泳ぎ
第５位：小澤 和也（2S）

男子 100ｍ平泳ぎ
第６位：稲田 真大（3C）
男子 100ｍバタフライ
第８位：朝田 悠斗（2S）

【タイム決勝】
男子 200ｍバタフライ
★第１位：小澤 和也（2S）
男子 400ｍフリーリレー
第８位：兒玉 峻暢（5C）
野上 皓平（2M）
朝田 悠斗（2S）
安藤 拓翔（2S）
男子 400ｍメドレーリレー
第５位：小澤 和也（2S）
兒玉 峻暢（5C）
野上 皓平（2M）
安藤 拓翔（2S）
女子 50ｍ自由形
第７位：原
成実（4M）

女子 100ｍ平泳ぎ
第６位：中屋敷 楓（3S）
第８位：山路 菜月（3S）
女子 100ｍ背泳ぎ
第４位：原
成実（4M）
女子４×50ｍメドレーリレー
第５位：原
成実（4M）
中屋敷 楓（3S）
山路 菜月（3S）
疋田 萌華（1S）
女子４×50ｍフリーリレー
第５位：山路 菜月（3S）
中屋敷 楓（3S）
疋田 萌華（1S）
原
成実（4M）

熊本高等専門学校（八代キャンパス）
令和元年７月13・14日
八代市東陽スポーツセンター

女子ダブルス
★優 勝：篠田 侑実（5M）
甲斐 杏子（4C）
女子ダブルス
★準優勝：中野 和奏（2C）
船橋のどか（1C）

剣 道

令和元年７月 20・21日
八代市東陽スポーツセンター

男子個人
★準優勝：森岡 僚汰（2E）

野 球

令和元年７月19 〜 22日
（第一会場）県営八代運動公園野球場
（第二会場）川上哲治記念球場

★準優勝：大分高専
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都城工業高等専門学校

担当校

令和元年６月29・30日

柔 道

テニス

早水公園体育文化センター
武道場

男子 60 ㎏級
第３位：木本 裕大（4M）
第３位：葛城祥太郎（3C）
男子 73 ㎏級
★準優勝：廣瀬瑠唯斗（3C）
男子 90 ㎏超級
第３位：高野
聡（5E）
第３位：山野 雄貴（2M）

熊本県民総合運動公園 パークドーム熊本

男子団体 第３位
男子シングルス
第３位：上向井大輝（5M）
男子ダブルス
★準優勝：上向井大輝（5M）
甲斐 睦大（4E）
女子団体 準優勝
女子ダブルス
★準優勝：岡﨑 夢乃（5C）
安部
萌（2C）

令和元年７月12 〜 14日

サッカー

令和元年７月12・13日

宮崎県都城市高城運動公園多目的広場

優秀選手賞 山下 航史（5M）

各種大会結果報告・全国高専大会競技結果
第54回

全国高等専門学校体育大会

担当校

広島商船高等専門学校
令和元年８月17・18日

陸 上

エディオンスタジアム広島

担当校

硬式野球

（広島広域公園陸上競技場）

男子 5000ｍ
男子砲丸投

津山工業高等専門学校
令和元年８月20 〜 22日
岡山県倉敷マスカットスタジアム
（メイン・サブ球場）

第６位 宿野 圭佑（5M）
第８位 後藤 滉太（2C）

準優勝：大分高専

令和元年度（第50回岡田杯）大分県高等学校新人水泳競技大会（兼）
第81回（末弘杯）全九州高等学校新人水泳競技大会大分県予選
令和元年８月31日

男子 50ｍ背泳ぎ
第７位 小澤 和也（2S）
男子 100ｍ背泳ぎ
第４位 小澤 和也（2S）

令和元年度

男子 50ｍバタフライ
第８位 安藤 拓翔（2S）
男子 200ｍバタフライ
第６位 小澤 和也（2S）

大分県高等学校新人陸上競技大会

男子砲丸投：第３位 後藤 滉太（2C）

男子 200ｍ：第７位 森光 春暁（2C）

女子 50ｍ背泳ぎ
第８位 江藤 綾花（2S）
女子 50ｍ平泳ぎ
第７位 疋田 萌華（1S）

令和元年９月15日・16日

男子 1500ｍ：第８位 矢野 稜之（2C）

