
No 氏名 所属 競技 種別 成　績

1 村尾　龍矢 テゲバジャーロ宮崎

2 井原　伸太郎 テゲバジャーロ宮崎

3 近藤　貴耶 テゲバジャーロ宮崎

4 水永　翔馬 テゲバジャーロ宮崎

5 藤岡　浩介 テゲバジャーロ宮崎

6 中村　健志 テゲバジャーロ宮崎

7 川上　典洋 テゲバジャーロ宮崎

8 肝付　将臣 ホンダロックＳＣ

9 古垣　秀晃 ホンダロックＳＣ

10 諏訪園　良平 ホンダロックＳＣ

11 中山　拳一 ホンダロックＳＣ

12 長谷川　雄志 宮崎産業経営大学

13 北村　知也 宮崎産業経営大学

14 前田　椋介 宮崎産業経営大学

15 宇津元　伸弥 宮崎産業経営大学

16 園田　努 旭化成

17 松岡　真央 旭化成

18 金丸　祝一 旭化成

19 上杉　大輝 旭化成

20 川田　直諒 旭化成

21 柴田　新吾 旭化成

22 夏田　陽平 旭化成

23 小野　昌康 旭化成

24 黒木　大輔 門川漁業協同組合

25 河合　恵祐 旭化成

26 寺原　瑞希 旭化成

27 椎葉　巨将 旭化成

28 小川　翔悟 日章学園高等学校

29 樋口　太一 日章学園高等学校

30 小川　航汰 日章学園高等学校

31 後藤　大空 延岡学園高等学校

32 黒木　淳 延岡学園高等学校

33 郡　堅二郎 延岡学園高等学校

34 米澤　協平 延岡学園高等学校

35 ムヤカバング　フランシス 延岡学園高等学校

36 千々岩　修大 延岡学園高等学校

37 石黒　渚 延岡学園高等学校

38 森下　瞬真 延岡学園高等学校

39 岩下　恵達 延岡学園高等学校

40 隈元　治輝 県立小林高等学校

41 手島　諒喜 県立小林高等学校

42 大森　尊之 県立小林高等学校

43 諸石　雅也 延岡学園高等学校

44 松井　雄幸 延岡学園高等学校

45 河内　綾 県立小林高等学校

46 井ノ口　なな子 県立小林高等学校

47 成﨑　結 県立小林高等学校

48 財部　舞 県立小林高等学校

49 フェスターガード　ヤヤ 県立小林高等学校

50 老山　花歩 県立小林高等学校

51 江頭　璃梨 県立小林高等学校

52 江藤　涼 延岡学園高等学校

53 ムボムボ　ムロロ　ファーロン 延岡学園高等学校

54 ウォーカー　ライアン　純 県立宮崎商業高等学校

55 日高　千保理 日章学園高等学校

56 吉元　美百合 県立小林高等学校

57 鹿島　鉄平 ヨネックス（株）販売促進部２課

58 井口　雄一 有限会社スマッシュイグチ

59 井口　雄介 宮崎市立生目中学校

60 中村　匡起 日本体育大学

61 川﨑　浩希 日本体育大学

62 西本　一雅 県立都城商業高等学校

63 森田　晴紀 県立都城商業高等学校

64 田中　康文 県立都城商業高等学校

65 林　昭道 県立都城商業高等学校

66 諌山　響 県立都城商業高等学校

67 井戸川　純平 宮崎日本大学高等学校

68 山口　泰知 日章学園高等学校

69 枝川　吏輝 日章学園高等学校

　　　　　　　

バドミントン

少年女子 第２位

成年男子 第４位

ソフトテニス

少年男子 第４位

バスケットボール

第７３回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」入賞者一覧

第３位

第５位タイ

サッカー 成年男子

ソフトボール

【選手・団体の部】

成年男子

ゴルフ 少年男子 第７位

第５位タイ少年男子

弓道 少年団体（遠的） 第１位タイ

少年男子 第５位タイ



No 氏　　名 所　属 競技 種別 種目 成　績

1 伊知地　千奈 筑波大学 成年女子 砲丸投 第４位

2 松岡　知紀 県立宮崎南高等学校 少年男子Ａ ４００ｍ 第７位

3 廣田　元輝 県立都城西高等学校 少年男子共通 やり投 第４位

4 上之園　結子 県立宮崎工業高等学校 少年女子Ａ １００ｍＨ 第８位

5 神田　あやの 県立宮崎商業高等学校 少年女子Ａ 走幅跳 第７位

6 成松　小聖 県立宮崎工業高等学校 少年女子共通 砲丸投 第６位

7 岡本　光生 県立宮崎工業高等学校 少年女子共通 円盤投 第３位

8 山口　七海生 日本体育大学 水泳 成年男子 ２００ｍ個人メドレー 第８位

9 押川　幸輝 東京農業大学 成年男子 ミドル級 第５位タイ

10 川野　蓮斗 日章学園高等学校 少年男子 フライ級 第３位タイ

11 西山　潮音 日章学園高等学校 少年男子 バンタム級 第３位タイ

12 堤　龍之介 日章学園高等学校 少年男子 ライト級 第３位タイ

13 脇田　夢叶 日章学園高等学校 少年男子 ライトウェルター級 第５位タイ

14 時吉　樹 日章学園高等学校 少年男子 ミドル級 第２位

15 川野　陽介 陸上自衛隊朝霞駐屯地体育学校 成年男子 フリースタイル６１㎏級 第３位タイ

16 椎葉　桂己 中央大学 成年男子 グレコローマンスタイル６０㎏級 第５位タイ

17 松﨑　勇人 日本体育大学 成年男子 グレコローマンスタイル８７㎏級 第５位タイ

18 黑木　唯斗 県立日南振徳高等学校

19 中村　航 県立日南振徳高等学校

５３㎏級スナッチ 第２位

５３㎏級　C&J 第４位

６９㎏級スナッチ 第３位

６９㎏級　C&J 第３位

８５㎏級スナッチ 第８位

８５㎏級　C&J 第２位

５３㎏級スナッチ 第３位

５３㎏級　C&J 第７位

６２㎏級スナッチ 第５位

６２㎏級　C&J 第８位

25 二日市　紫音 県立小林高等学校 ７７㎏級スナッチ 第８位

26 持永　洋壮 いちご・宮交シティ 成年男子 ５０ｍ３×４０Ｍ 第６位

５０ｍ３×２０Ｗ 第３位

５０ｍＰ６０Ｗ 第６位

カナディアンシングル２００ｍ 第７位

カナディアンシングル５００ｍ 第６位

カナディアンシングル　200ｍ 第７位

カナディアンシングル　５００ｍ 第４位

30 大垣　柚月 県立宮崎商業高等学校

31 樋渡　千歩 県立宮崎商業高等学校

32 黒木　香苗 県立宮崎商業高等学校

33 原田　光 県立宮崎商業高等学校

成年女子 組手個人 第５位タイ

35 浜砂　昭仁 宮崎第一高等学校

36 井上　詩那 宮崎第一高等学校

37 花車　泰平 宮崎産業経営大学

38 新名　佑悟 宮崎産業経営大学

39 永島　誠也 日章学園高等学校

石川　嵩晴 県立宮崎大宮高等学校

27

28

29

松本　靖世 いちご・宮交シティ

松田裕介 有限会社松田商店

【選手・個人の部】

第８位

陸上競技

ボクシング

レスリング

４２０級少年男子

成年男子

第３位

第３位

カヌー

少年男子

成年女子

成年男子

県立小林高等学校

髙尾　宏明 自衛隊体育学校

セーリング

ライフル射撃

中村　友生 県立みやざき中央支援学校

田畑　圭祐

22

23

24 県立小林秀峰高等学校

ウエイトリフティング

20

21

青野　靖希 県立日南くろしお支援学校

中武　涼

第５位タイ

34

少年男子

カヤックフォア２００ｍ

カヤックフォア５００ｍ

少年女子

八頭司　歩 宮崎産業経営大学

空手道

組手団体


