
 

平成２８年度 全国高校総体出場 
団体の部 

ソフトテニス部 

草地 流偉 （３年：大崎中） 

山野 竜暉 （３年：大崎中） 

三反田拓斗 （３年：吉野中） 

和田 健寛 （３年：重富中） 

佐々木友輔 （３年：大崎中） 

 竹之内春樹 （２年：吉野東中） 

大野 響生 （２年：宮之城中） 

 一ツ木開輝 （２年：宮之城中） 

バドミントン部 

勢瀬  凌 （３年：皇徳寺中） 

瀬戸口舞樹 （３年：牧園中） 

吉岡弘太郎 （２年：城西中） 

白川 湧弥 （２年：皇徳寺中） 

緒方雪之亮 （２年：武中） 

平岡 立成 （２年：伊敷台中） 

祢占翔士騎 （１年：皇徳寺中） 

廣瀬 泰生 （１年：皇徳寺中） 

相撲部 

榮  順平 （３年：赤木名中） 

喜島 拓美 （３年：古仁屋中） 

眞畑 佑弥 （２年：明和中） 

 

 岩切 隆晏 （２年：武中） 

 伊波 興輝 （１年：住用中） 

松元亜斗夢 （１年：赤木名中） 

 

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 

  山野 竜暉   草地 流偉 

  一ツ木開輝   三反田拓斗 

  和田 健寛   竹之内春樹 

バドミントン部 

 個人ダブルス 

  勢瀬  凌   平岡 立成 

 個人シングルス 

  勢瀬  凌   吉岡弘太郎 

相撲部 個人    榮  順平 ヨット部 

 ＦＪ級 

  有川 浩平 （３年：清水中） 

  宇田 惇一 （３年：和田中） 

４２０級 

  石田 千尋 （３年：城西中） 

  新村 直大 （２年：西陵中） 

陸上競技部 

４００ｍ障害  

  鳥越 将生 （３年：城西中） 

３０００ｍ障害  

  河口 竜也 （３年：長田中） 

５０００ｍ競歩 

 白尾  隼 （３年：甲南中） 

三段跳び 

  岩下 隆聖 （３年：開聞中） 

ボクシング同好会 

 ライト級 

  小齊平康平 （３年：坂元中） 

柔道部 個人６６ｋｇ級 

  宮田寅之介 （３年：川辺中） 

ウエルター級 

  八汐 勇太 （２年：西紫原中） 

書道部 

  稲冨 利希 （３年：緑丘中） 

 

※書道部は，全国高等学校総合文化祭 

 

 

 



 

平成２８年度 九州高校総体出場 
団体の部 

柔道部 

 川畑 智央 （３年：末吉中） 

 阿部 天眞 （３年：古仁屋中） 

 宮田寅之介 （３年：川辺中） 

野間 雄貴 （３年：川辺中） 

大久保魁皇 （３年：川辺中） 

馬場 剛士 （２年：日当山中） 

柞木 速斗 （１年：川辺中） 

剣道部 

 桜井竜之介 （３年：阿久根中） 

 米永 康瑛 （３年：大崎中） 

 川原 正也 （３年：伊敷中） 

 美戸竜太郎 （３年：大崎中） 

 岡元 竜馬 （３年：紫原中） 

 上 遼太郎 （３年：伊集院中） 

 古川 征矢 （３年：吹上中） 

 竹内  秀 （２年：桜丘中） 

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 

１１０ｍ障害・４００ｍ障害 鳥越 将生 

３０００ｍ障害 河口 竜也 

５０００ｍ競歩 白尾  隼 

  若杉恵太郎 （３年：甲南中） 

三段跳び 岩下 隆聖 

三段跳び・走り幅跳び 

 南  裕太 （３年：東谷山中） 

ハンマー投げ 

中村 泰輔 （２年：錦江中） 

宮原 孝汰 （１年：重富中） 

５０００ｍ 

市来原 潤 （３年：城西中） 

走り高跳び 

  川中  陸 （２年：帖佐中） 

  杉浦 楓真 （１年：鹿屋東中） 

ソフトテニス部 

 個人ダブルス 

  山野 竜暉   草地 流偉 

  一ツ木開輝   三反田拓斗 

  和田 健寛   竹之内春樹 

柔道部 

個人６６ｋｇ級  宮田 寅之介 

個人９０ｋｇ級  野間 雄貴 

バドミントン部 

 個人ダブルス 

  勢瀬  凌   平岡 立成 

  吉岡弘太郎   祢占翔士騎 

 個人シングルス 

  勢瀬  凌   吉岡弘太郎 

  白川 湧弥   平岡 立成 

ヨット部 

ボクシング同好会 

 ライト級    小齊平康平 

ウエルター級  八汐 勇太 

ミドル級 

 久留 貴昌 （３年：鴨池中） 

 竹ノ内 椋 （３年：武中） 

 ＦＪ級 

  有川 浩平   宇田 惇一 

４２０級 

  石田 千尋   新村 直大 

  中園 雄貴 （３年：清水中） 

 播磨秋太郎 （３年：清水中） 

相撲部 個人無差別級 榮  順平 

 個人１００ｋｇ以上級 喜島 拓美 

シーホッパー級 

  亀之園拓斗 （２年：福平中） 

 岩切 隆妟   伊波 興輝 

 個人８０ｋｇ以上１００ｋｇ未満級 眞畑 佑弥 

水泳部 １００ｍバタフライ 

  土岐 武瑠 （１年：西紫原中） 

 個人８０ｋｇ未満級 松元亜斗夢 剣道部 個人 川原 正也  米永 康瑛 



 

 


