
宮崎県都城市(7/31～8/2)

曽　田　博　満 3年 城西 大　赦　はじめ 3年 帖佐
松　元　　　亮 3年 東市来 山　元　翔太郎 3年 川内北
鶴　川　侑　樹 2年 伊敷 二　俣　光　輝 3年 宮之城
有　川　凌　平 2年 伊敷台 松　山　永　汰 3年 知覧
直　崎　広　生 2年 大和 濵　村　直　哉 3年 清水
山　元　雄　太 2年 皇德寺 下　野　郁　也 3年 青戸
牛　込　武　斗 1年 伊敷 岩　﨑　斗　夢 3年 加世田
峰　元　智　生 1年 皇德寺 轟　木　琉　斗 2年 重富

髙　附　雄大郎 2年 吉野東
田　原　拓　弥 2年 吉野東

谷　山　隆　太 3年 伊敷 田　原　一　輝 2年 花岡
吉　元　　  倫 3年 種子島 大　山　摩奈翔 2年 中央
里　　　海　斗 2年 赤木名 2年 宮之城
濱　口　颯　翔 1年 朝日 柳　　　嵐　汰 2年 田検
西　加　陽　斗 1年 朝日 味　吉　二千翔 1年 花岡

馬　渡　拓　巳 1年 日当山

宮崎県宮崎市(7/26～7/28) 沖縄県那覇市(7/26～7/28)

中　山　敢　暉 3年 宮之城 谷　山　隆　太 3年 伊敷
坂　口　　　翔 3年 吉野 吉　元　　  倫 3年 種子島
山　口　凜　樹 3年 川内南
浦　山　　　凌 3年 福平 熊本県熊本市(8/4～8/6)

内　村　太　陽 2年 松元 富　山　大　生 3年 伊仙
倉　田　　　歩 2年 加世田

鹿児島県鹿児島市(8/15～8/20)

塗　木　貴　翔 3年 知覧
曽　田　博　満 3年 城西 田　原　大　暉 2年 東城
松　元　　　亮 3年 東市来 ヨット部
鶴　川　侑　樹 2年 伊敷 和歌山県和歌山市(8/12～16)

有　川　凌　平 2年 伊敷台 春　山　祥　輝 2年 帖佐
直　崎　広　生 2年 大和 昇　　　勁　士 2年 谷山北
牛　込　武　斗 1年 伊敷 田　平　佳　祐 2年 清水

北　　　修　紋 2年 天保山

沖縄県沖縄市(8/4～8) 向　井　大　賀 3年 喜界
河　野　壱　成 3年 高山 内　野　凜　生 1年 米ノ津

陸上競技部

相撲部

バドミントン部
熊本県八代市(8/1～8/5)

卓球部

ソフトテニス部
個　　　人　　　の　　　部

相撲部

令和元年度　全国高校総体出場

団　　　体　　　の　　　部

バドミントン部 バレーボール部
熊本県八代市(8/1～8/5)

沖縄県那覇市(7/26～7/28)

剣道部



曽　田　博　満 3年 城西 谷　山　隆　太 3年 伊敷
松　元　　　亮 3年 東市来 吉　元　　  倫 3年 種子島
鶴　川　侑　樹 2年 伊敷 里　　　海　斗 2年 赤木名
有　川　凌　平 2年 伊敷台 濱　口　颯　翔 1年 朝日
直　崎　広　生 2年 大和 西　加　陽　斗 1年 朝日
山　元　雄　太 2年 皇德寺
牛　込　武　斗 1年 伊敷 福岡県福岡市(7/6，7)

峰　元　智　生 1年 皇德寺 中　山　敢　暉 3年 宮之城
坂　口　　　翔 3年 吉野

宮崎県都城市(6/15，16) 山　口　凜　樹 3年 川内南
大　赦　はじめ 3年 帖佐 浦　山　　　凌 3年 福平
山　元　翔太郎 3年 川内北 山　野　廉　虎 3年 大崎
二　俣　光　輝 3年 宮之城 内　村　太　陽 2年 松元
松　山　永　汰 3年 知覧 谷　水　琉　宙 2年 紫原
濵　村　直　哉 3年 清水 倉　田　　　歩 2年 加世田
下　野　郁　也 3年 青戸
岩　﨑　斗　夢 3年 加世田
轟　木　琉　斗 2年 重富
髙　附　雄大郎 2年 吉野東
田　原　拓　弥 2年 吉野東
田　原　一　輝 2年 花岡
大　山　摩奈翔 2年 中央

2年 宮之城
柳　　　嵐　汰 2年 田検
味　吉　二千翔 1年 花岡
馬　渡　拓　巳 1年 日当山

鹿児島県鹿児島市(7/7)

令和元年度　九州高校総体出場

団　　　体　　　の　　　部

バドミントン部 相撲部
福岡県福岡市(6/15～17)

バレーボール部

ソフトテニス部



佐々木　杜　南 2年 武岡 富　山　大　生 3年 伊仙
藤　田　夢　翔 3年 有明

中　山　敢　暉 3年 宮之城 谷　山　隆　太 3年 伊敷
坂　口　　　翔 3年 吉野 吉　元　　  倫 3年 種子島
山　口　凜　樹 3年 川内南 里　　　啓  佑 3年 赤木名
浦　山　　　凌 3年 福平 里　　　海　斗 2年 赤木名
内　村　太　陽 2年 松元 羽　生　健　人 2年 種子島
倉　田　　　歩 2年 加世田 市　田　愛　翔 1年 住用

福岡県福岡市(6/15～6/17) 鹿児島県鹿児島市(6/13～6/16)

曽　田　博　満 3年 城西 濵　平　留　維 3年 谷山
松　元　　　亮 3年 東市来 春　田　星　斗 3年 大川
鶴　川　侑　樹 2年 伊敷 天　辰　太　一 3年 高尾野
有　川　凌　平 2年 伊敷台 河　野　壱　成 3年 高山
直　崎　広　生 2年 大和 中　園　空　也 3年 帖佐
山　元　雄　太 2年 皇德寺 勝　　　優　晴 3年 名瀬
牛　込　武　斗 1年 伊敷 吉　原　拓　郎 3年 喜界
峰　元　智　生 1年 皇德寺 向　井　大　賀 3年 喜界

矢　野　智　之 3年 花岡
遠　矢　義　久 3年 高尾野

春　山　祥　輝 2年 帖佐 内　野　凜　生 1年 米ノ津
四　枝　翔　生 2年 清水 安　藤　澪　士 1年 西紫原
昇　　　勁　士 2年 谷山北 天　辰　元　洸 1年 高尾野
田　平　佳　祐 2年 清水
北　　　修　紋 2年 天保山 鹿児島県鹿児島市(7/13～15)

新　名　響　生 3年 南

福岡県福岡市(7/6，7) 鹿児島県鹿児島市(7/7)

ヨット部

宮崎県宮崎市(6/14～6/16)

陸上競技部

相撲部ソフトテニス部

個　　　人　　　の　　　部

令和元年度　九州高校総体出場

ボクシング同好会 剣道部

水泳部

福岡県福岡市(6/14～6/16)

バドミントン部

沖縄県那覇市(7/6，7)


