平成２９年度公益財団法人宮崎県体育協会「スポーツ優秀賞」名簿
１ スポーツ優秀賞 団体
団体名及び選手 〇は学年
団体数
競技名
＜宮崎県中学校選抜チーム＞

1

陸上競技

滝口 俊人（たきぐち としひと）
①小林市立三松中学校
池下 航和（いけした こうわ）
③宮崎市立広瀬中学校
山村 息吹（やまむら いぶき）
②宮崎市立大塚中学校
山内 優毅（やまうち ゆうき）
③宮崎大学教育学部附属中学校

大会名【主催団体名】

第４８回ジュニアオリンピック陸上競技大会
ABC男子共通４×１００ｍリレー
第２位 ４２秒５２ 宮崎県中学新記録
【公益財団法人日本陸上競技連盟】

大会期日

成績

H29.10.29

第２位

H29.8.18~23

第3位

H29.9.24

第３位

H29.7.28~30

第３位

H29.12.15~17

準優勝

＜日章学園中学校＞

2

サッカー競技

山田 隆博（やまだ たかひろ）③
甲斐 太陽（かい たいよう）③
岩倉 廉夢（いわくら れむ）③
的場 大翔（まとば ひろと）③
川越 央翔（かわごえ ひろと）③
鈴木 天己（すずき てんき）③
橋倉 竜哉（はしくら りゅうき）③
山口 奏夢（やまぐち かなめ）③
小野 大斗（おの たいと）③
日吉 悠真（ひよし ゆうま）③
木脇 蓮苑（きわき れおん）②
徳重 来輝（とくしげ らいき）③
葭岡 遥来（よしおか はるく）②
橋 天飛磨（はし てんま）②
馬籠 康星（まごめ こうせい）②
河野 翔（かわの かける）③
日髙 隆樹（ひだか りゅうき）①
藤本 優希（ふじもと ゆうき）②

第48回全国中学校サッカー大会
【公益財団法人日本中学校体育連盟】
【公益財団法人日本サッカー協会】

＜宝道場＞

3

柔道競技

荒川 琉正（あらかわ りゅせい）
⑤高鍋町立高鍋西小学校
栗林 智也（くりばやし ともや）
⑥宮崎市立江平小学校
渡辺 そら（わたなべ そら）
⑥宮崎市立東大宮小学校
山本 咲奈（やまもと さな）
⑥宮崎市立加納小学校
木下 勇之介（きした ゆうのすけ）
⑤宮崎市立江平小学校

マルちゃん杯全日本柔道大会
【公益財団法人全日本柔道大会】

＜宮崎県男子選抜チーム＞

4

ソフトテニス競技

川﨑 康平（かわさき こうへい）
⑤宮崎市立宮崎西小学校
大山 瑠偉（おおやま るい）
⑤都城市立菓子野小学校
富山 陽太（とみやま ひなた）
⑥日南市立吾田東小学校
峯田 智生（みねだ ともき）
⑥延岡市立南方小学校
永田 奏輝（ながた そうき）
⑥都城市立江平小学校
生駒 勇丞（いこま ゆうすけ）
⑥宮崎市立清武小学校
井戸川 惺（いどがわ せい）
⑥日南市立日南東郷小中学校）
井上 紘（いのうえ こう）
⑥串間市立有明小学校

第３４回全日本小学生ソフトテニス選手権大会
【公益財団法人日本ソフトテニス連盟】

Panthers(延岡学園高等学校)
5

白川 万智（しらかわ まち）③
バスケットボール競技 松村 美怜（まつむら みれい）③
神野 海（じんの まりん）③

第４回３×３U18日本選手権
【公益財団法人日本バスケットボール協会】

備考

平成２９年度公益財団法人宮崎県体育協会「スポーツ奨励賞」名簿
１ スポーツ奨励賞 団体
競技名

1

体操競技

団体名及び選手 〇は学年
＜小林市立小林中学校＞
吉ノ薗 悠李（よしのその ゆうり）③
山下 大輔（やました だいすけ）③
東 碧威（ひがし あおい）③
永原 伊織（ながはら いおり）③
下村 悠晟（しもむら ゆうせい）②
有馬 優斗（ありま ゆうと）①
熊迫 洋人（くまさこ ようと）①

大会名【主催団体名】

大会期日

成績

第４１回九州中学校新体操大会
男子団体
【九州中学校体育連盟】

H29.8.7~8

優勝

第50回九州中学校
バレーボール競技大会
男子
【九州中学校体育連盟】

H29.8.5~7

＜串間市立串間中学校＞

2

バレーボール競技

中島
濵田
山下
中島
山﨑
野﨑
瀬尾
野田
折田
清水
結城
川口

左京（なかしま さきょう）③
大地（はまだ だいち）③
隼佑（やました しゅんすけ）③
右京（なかしま うきょう）③
雄斗（やまさき ゆうと）③
練太郎（のざき れんたろう）③
拓夢（せお たくむ）③
剛佑（のだ こうすけ）②
峻丞（おりた しゅんすけ）①
創太（しみず そうた）①
蓮乃介（ゆうき れんのすけ）①
凌太（かわぐち りょうた）①

優勝

＜三股町立三股中学校＞

3

軟式野球競技

佐澤 深志（さざわ ふかし）③
三渡 裕真（みわたり ゆうま）③
髙尾 颯悟（たかお そうご）③
海野 皓大（うみの こうだい）③
橋口 尭矢（はしぐち たかや）③
瀧山 裕貴（たきやま ひろき）③
川野 賢太朗（かわの けんたろう）③
堀内 俊希（ほりうち よしき）③
馬庭 大器（まにわ だいき）③
江尻 晃規（えじり こうき）③
種子田 颯哉（たねだ そうや）③
政野 流星（まさの りゅうせい）③
黒坂 涼馬（くろさか りょうま）③
金丸 峰大（かねまる ほうだい）③
上石 綺羅（かみいし きら）②
藤野 佑青（ふじの ゆうせい）②
二見 優希（ふたみ ゆうき）②
山城 一翔（やましろ いっと）②

第４２回九州中学校
軟式野球競技大会

H29.8.4~6

優勝

H29.8.7~9

優勝

【九州中学校体育連盟】

＜日章学園中学校＞

4

サッカー競技

山田 隆博（やまだ たかひろ）③
甲斐 太陽（かい たいよう）③
岩倉 廉夢（いわくら れむ）③
的場 大翔（まとば ひろと）③
川越 央翔（かわごえ ひろと）③
鈴木 天己（すずき てんき）③
橋倉 竜哉（はしくら りゅうき）③
山口 奏夢（やまぐち かなめ）③
小野 大斗（おの たいと）③
日吉 悠真（ひよし ゆうま）③
木脇 蓮苑（きわき れおん）②
徳重 来輝（とくしげ らいき）③
葭岡 遥来（よしおか はるく）②
橋 天飛磨（はし てんま）②
馬籠 康星（まごめ こうせい）②
前田 星七（まえだ せな）②
日髙 隆樹（ひだか りゅうき）①
藤本 優希（ふじもと ゆうき）②

第48回九州中学校サッカー競技大会
【九州中学校体育連盟】

＜門川町立門川中学校＞

5

ソフトボール競技

黒木
黒木
尾形
濱田
新田
松山
米良
安田
小林
小林
田端
金丸
児玉

勝明（くろぎ かつあき）③
海人（くろぎ かいと）③
大和（おがた やまと）②
由都（はまだ ゆいと）②
武留（にった たける）②
大地（まつやま だいち）②
聖斗（めら きよと）②
風星（やすだ ふうせい）②
蒼大（こばやし そうだい）①
旺雅（こばやし おうが）①
唯人（たばた ゆいと）①
壱成（かねまる いっせい）①
昊(こだま そら)①

第29回九州中学校
ソフトボール競技大会
【九州中学校体育連盟】

H29.8.4~6

優勝

備考

