
 

平成２６年度 全国高校総体出場 
団体の部 

バドミントン部 

 福元 直也 （３年：武中） 

釘﨑  椋 （３年：第一鹿屋中） 

有川 直輝 （２年：伊敷台中） 

田中 佑貴 （２年：吉野東中） 

田中 陸人 （２年：吉野中） 

牧口 武弘 （２年：根占中） 

 勢瀬  凌 （１年：皇徳寺中） 

バレーボール部 

 津田 大地 （３年：久志中） 

国生 一希 （３年：栗野中） 

大西 航平 （３年：国分南中） 

迫田 郭志 （３年：開聞中） 

福吉 圭太 （３年：頴娃中） 

池田 幸太 （３年：坂元中） 

 楠見 悠樹 （２年：末吉中） 

柳  俊輔 （２年：田検中） 

田渕 真宏 （３年：伊敷台中） 

柳  泰雅 （２年：田検中） 

福田 隆太 （３年：伊敷中） 

河東 祐大 （２年：吉野中） 

剣道部 

中森  寛 （３年：吉野東中） 

古川 和輝 （３年：吹上中） 

横山 瑞樹 （３年：高山中） 

上野 孝嘉 （３年：桜丘中） 

今原 圭祥 （３年：福平中） 

吉本  勝 （３年：吉野中） 

竹之下修豪 （２年：坂元中） 

平成２６年度 九州高校総体出場 
団体の部 

ソフトテニス部 

岩﨑 宏明 （３年：城西中） 

野元 璃久 （３年：吉野中） 

枦木 廉太 （２年：川辺中） 

 柳田賢太朗 （２年：吉野東中） 

栗山 健志 （２年：川辺中） 

神薗  僚 （２年：川辺中） 

上之薗吏恭 （２年：喜入中） 

 白井 雅之 （２年：鹿屋東中） 

バスケットボール部 

 米倉 崚平 （３年：天保山中） 

大田 信和 （３年：鴨池中） 

板敷晃太朗 （２年：東谷山中） 

秋山 直樹 （３年：甲南中） 

弟子丸 健 （３年：西陵中） 

山田安斗夢 （２年：坂元中） 

 西村公洋智 （３年：吉野中） 

前川 駿斗 （３年：吉野東中） 

大田 和也 （２年：鴨池中） 

永山 拓磨 （２年：明和中） 

山田 亮平 （２年：和田中） 

尾脇  彰 （２年：吉野中） 

相撲部 

 森田 聖太 （３年：錦江中） 

 池田 福也 （３年：赤木名中） 

 牧瀬 精太 （３年：中種子中） 

 小村 紘仁 （３年：喜入中） 

 德島 幸輝 （２年：赤木名中） 

 吉村 優樹 （２年：東城中） 

榮  順平 （１年：赤木名中） 



 

平成２６年度 全国高校総体出場 
個人の部 

バドミントン部 

 個人ダブルス 

  福元 直也   釘﨑  椋 

 田中 陸人   勢瀬  凌 

 個人シングルス 

  福元 直也   田中 佑貴 

ソフトテニス部 

 個人ダブルス 

  栗山 健志   白井 雅之 

  岩﨑 宏明   神薗  僚 

  柳田賢太朗   上之薗吏恭 

剣道部 

 個人   古川 和輝 

相撲部 

 個人無差別級 

  森田 聖太  德島 幸輝 ヨット部 

 ＦＪ級 

  大窪 貴之 （３年：紫原中） 

  田中  亮 （３年：谷山北中） 

柔道部 

 個人９０ｋｇ級 

  半渡 賢太 （２年：中種子中） 

ボクシング部 

 バンタム級 

  大久 祐哉 （３年：皇徳寺中） 

ウエルター級 

  新田 隆人 （３年：清水中） 

陸上競技部 

 １１０ｍＨ 

  前田 紘毅 （３年：帖佐中） 

１００ｍ 

  前田 一誠 （３年：種子島中） 

八種競技 

  矢﨑 佳輝 （３年：帖佐中） 

 走り高跳び 

  上別府剛志 （３年：栗野中） 

ハンマー投げ 

  湯之上 蓮 （２年：日吉中） 

円盤投げ 

  松尾 将太 （３年：鷹巣中） 

書道部 

 個人 

  小溝 優樹 （３年：武中） 

将棋部 

 個人 

  吉迫 敦哉 （３年：吉野中） 

※ 書道部・将棋部は， 

全国高校総合文化祭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２６年度 九州高校総体出場 
個人の部 

陸上競技部 

１００ｍ・２００ｍ   前田 一誠 

１１０ｍＨ 

  前田 紘毅   矢﨑 佳輝 

４００ｍＨ    前田 紘毅 

八種競技     矢﨑 佳輝 

走り高跳び 

  上別府剛志   矢﨑 佳輝 

走り幅跳び    上別府剛志 

砲丸投げ・円盤投げ・ハンマー投げ 

松尾 将太   湯之上 蓮 

４００ｍ 

  土師 幸大 （３年：和田中） 

８００ｍ 

  宇都 裕矢 （３年：生冠中） 

３０００ｍＳＣ 

  龍田 優斗 （３年：第一中） 

三段跳び 

  岡元 優樹 （３年：大口中） 

５０００ｍＷ 

  飯伏 遥己 （２年：青戸中） 

やり投げ 

  原田 千尋 （２年：一湊中） 

１００ｍ×４リレー 

  前田 一誠   前田 紘毅 

  川宿田光毅 （３年：市来中） 

  濵畑 龍生 （３年：高尾野中） 

  新村 雄大 （２年：山川中） 

  桐野 友樹 （２年：栗野中） 

 ４００ｍ×４リレー 

  南  幸生 （３年：第一中） 

前田 一誠   前田 紘毅 

  土師 幸大   濵畑 龍生 

  新村 雄大 

バドミントン部 

 個人ダブルス 

  福元 直也   釘﨑  椋 

 田中 陸人   勢瀬  凌 

 個人シングルス 

  福元 直也   田中 佑貴 

ソフトテニス部 

 個人ダブルス 

  栗山 健志   白井 雅之 

  岩﨑 宏明   神薗  僚 

  柳田賢太朗   上之薗吏恭 

相撲部 

 個人無差別級 

  森田 聖太   德島 幸輝 

 個人８０ｋｇ以上１００ｋｇ未満級 

  池田 福也 

 個人８０ｋｇ未満級 

  持留 大毅 （２年：神村学園中） 

ヨット部 

 ＦＪ級 

  大窪 貴之   田中  亮 

  後山 昭樹 （３年：紫原中） 

  中村 将哉 （２年：南中） 

坂本 航平 （３年：天保山中） 

  吉村 真輝 （２年：武中） 

柔道部 

 個人９０ｋｇ級   半渡 賢太 

 個人８１ｋｇ級 

  塩田 悠乃 （２年：里中） 

ボクシング部 

ウエルター級  新田 隆人 

バンタム級   大久 祐哉 

フライ級 

  冨田 祐貴 （３年：谷山北中） 

剣道部 

 個人   古川 和輝 

ピン級 

  德永 睦仁 （３年：清水中） 

 


