
 

平成２７年度 全国高校総体出場 
団体の部 

ソフトテニス部 

白井 雅之 （３年：鹿屋東中） 

枦木 廉太 （３年：川辺中） 

柳田賢太朗 （３年：吉野東中） 

栗山 健志 （３年：川辺中） 

神薗  僚 （３年：川辺中） 

 上之薗吏恭 （３年：喜入中） 

藤﨑 昴行 （３年：鹿屋中） 

 三反田拓斗 （２年：吉野中） 

 

バスケットボール部 

 山田安斗夢 （３年：坂元中） 

大田 和也 （３年：鴨池中） 

板敷晃太朗 （３年：東谷山中） 

永山 拓磨 （３年：明和中） 

稲毛 侑聖 （３年：鴨池中） 

寺澤 健汰 （１年：城西中） 

小吉靖太郎 （３年：吉田南中） 

小吉滉太郎 （３年：吉田南中） 

川野 大雅 （２年：天保山中） 

熊之細 拳 （２年：緑丘中） 

 山田 亮平 （３年：和田中） 

尾脇  彰 （３年：吉野中） 

柔道部 

半渡 賢太 （３年：中種子中） 

塩田 悠乃 （３年：里中） 

小牟田修一 （３年：阿久根中） 

川畑 智央 （２年：末吉中） 

宮田寅之介 （２年：川辺中） 

野間 雄貴 （２年：川辺中） 

大久保魁皇 （２年：川辺中） 

 

音楽部 

  岩﨑 旋馬 （３年：坂元中） 

 佐多 洋哉 （３年：武岡中） 

 中尾 拓哉 （３年：武岡中） 

 上山 和史 （３年：桜島中） 

バドミントン部 

牧口 武弘 （３年：根占中） 

樺山 裕之 （３年：伊敷台中） 

田中 佑貴 （３年：吉野東中） 

田中 陸人 （３年：吉野中） 

勢瀬  凌 （２年：皇徳寺中） 

吉岡弘太郎 （１年：城西中） 

白川 湧弥 （１年：皇徳寺中） 

 

  福重 海礼 （３年：吉野中） 

  春田 悌吾 （３年：桜島中） 

  猪鹿倉嵩士 （２年：伊敷中） 

  前田 克望 （２年：伊敷中） 

  湯田 翔馬 （２年：吉野中） 

  門前 敦之 （１年：坂元中） 

  酒匂 大和 （１年：桜島中） 

  瀬戸口 一 （１年：坂元中） 

  中渡瀨大智 （１年：坂元中） 

※ 音楽部は，全国高校総合文化祭 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２７年度 全国高校総体出場 
個人の部≪団体の部掲載者は，出身中名省略≫ 

ソフトテニス部 

 個人ダブルス 

  栗山 健志   白井 雅之 

  藤﨑 昴行   上之薗吏恭 

  枦木 廉太   三反田拓斗 

  柳田賢太朗   神薗  僚 

バドミントン部 

 個人ダブルス 

  田中 佑貴   田中 陸人 

  牧口 武弘   勢瀬  凌 

 個人シングルス 

  田中 佑貴   田中 陸人 

陸上競技部 

ハンマー投げ，円盤投げ 

  湯之上 蓮 （３年：日吉中） 

５０００ｍ競歩 

 飯伏 遥己 （３年：青戸中） 

 田中 大基 （２年：伊敷中） 

三段跳び 

  桐野 友樹 （３年：栗野中） 

やり投げ 

  原田 千尋 （３年：一湊中） 

柔道部 

 個人９０ｋｇ級   半渡 賢太 

ヨット部 ＦＪ級 

  樋髙陽之助 （３年：城西中） 

  中村 将哉 （３年：南中） 

相撲部 個人 

  川田 大和 （３年：喜入中） 

ボクシング同好会 ライトフライ級 

  福元 勝明 （３年：西紫原中） 

 

 

 

 

 

平成２７年度 九州高校総体出場 
団体の部 

相撲部 

 德島 幸輝 （３年：赤木名中） 

 川田 大和 （３年：喜入中） 

吉村 優樹 （３年：東城中） 

鶴﨑 翔太 （３年：錦江中） 

持留 大毅 （３年：神村学園中） 

榮  順平 （２年：赤木名中） 

 喜島 拓美 （２年：古仁屋中） 

バレーボール部 

 楠見 悠樹 （３年：末吉中） 

 河東 祐大 （３年：吉野中） 

 柳  泰雅 （３年：田検中） 

 右田 堅人 （３年：鹿屋東中） 

 谷口裕太郎 （２年：第一鹿屋中） 

 福島 省悟 （２年：隼人中） 

 加藤 誠也 （２年：鹿屋東中） 

柳  俊輔 （３年：田検中） 

備  一真 （３年：坂元中） 

森田 純平 （１年：国見中） 

川﨑健太朗 （１年：宮之城中） 

 田代 真輝 （２年：宮之城中） 



 

平成２７年度 九州高校総体出場 
個人の部≪団体の部掲載者・全国大会出場者は，出身中名省略≫ 

陸上競技部 

砲丸投げ・円盤投げ 

湯之上 蓮   原田 千尋 

ハンマー投げ 

湯之上 蓮 

５０００ｍ競歩 

 飯伏 遥己   田中 大基 

三段跳び・走り幅跳び 

 桐野 友樹 

やり投げ 

  原田 千尋 

  春田 慶介 （３年：大川中） 

４００ｍ 

  新村 雄大 （３年：山川中） 

１１０ｍＨ・４００ｍＨ 

 鳥越 将生 （２年：城西中） 

走り高跳び 

  川中  陸 （１年：帖佐中） 

 ４００ｍ×４リレー 

  新村 雄大   桐野 友樹 

鳥越 将生 

  中島 悠輔 （２年：西紫原中） 

  西牟田侑磨 （２年：吉野中） 

  岩下 隆聖 （２年：城西中） 

ソフトテニス部 

 個人ダブルス 

  栗山 健志   白井 雅之 

  藤﨑 昴行   上之薗吏恭 

  枦木 廉太   三反田拓斗 

  柳田賢太朗   神薗  僚 

  佐々木友輔 （２年：大崎中） 

  草地 流偉 （２年：大崎中） 

柔道部 

 個人９０ｋｇ級 

  半渡 賢太   野間 雄貴 

バドミントン部 

 個人ダブルス 

  田中 佑貴   田中 陸人 

  牧口 武弘   勢瀬  凌 

 吉岡弘太郎   白川 湧弥 

 個人シングルス 

  田中 佑貴   田中 陸人 

  樺山 裕之 

ヨット部 

 ＦＪ級 

  樋髙陽之助   中村 将哉 

  山口 拓海 （３年：長田中） 

  吉村 真輝 （３年：武中） 

ボクシング同好会 

ライトフライ級  福元 勝明 

ウエルター級 

４２０級 

谷口  拓 （３年：甲南中） 

  石田 千尋 （２年：城西中） 

 下西惣一郎 （３年：大崎中） 

ミドル級 

  久留 貴昌 （２年：鴨池中） 

相撲部 

 個人無差別級 

  川田 大和 

 個人１００ｋｇ以上級 

  川田 大和   德島 幸輝 

  榮  順平 

 個人８０ｋｇ未満級 

  持留 大毅 

  眞畑 佑弥 （１年：明和中） 

卓球部 個人ダブルス 

  郡山  渉 （３年：財部中） 

  砂盛  誠 （３年：天城中） 

剣道部 個人 

  竹之下修豪 （３年：坂元中） 

書道部 個人 

  高木 悠太 （３年：天保山中） 



 

 


