
石川県能登町(7/29～7/31) 富山県富山市(8/12～8/17)

前　田　彰　人 3年 串木野 有　馬　大　翔 3年 谷山
東　郷　晃　侃 3年 加世田 竹　内　海　人 3年 喜入
里　　　凌　輝 2年 伊集院 祝　迫　幸　星 3年 頴娃
本　村　天　龍 2年 東谷山 大　里　力　渡 3年 西陵
今　村　陸　士 2年 東谷山 山　元　崇　誠 2年 南
脇　田　隆　秀 2年 加世田 永　仮　乃　地 2年 西紫原
長　野　瑛　寿 1年 伊集院 川　名　理　蒼 2年 喜入
今　村　恒　志 1年 川内北

西　加　陽　斗 3年 朝日 牛　込　武　斗 3年 伊敷
栄　    龍　征 3年 朝日 峰　元　智　生 3年 皇徳寺
市  田  愛  翔 3年 住用 平　岡　廉　人 3年 伊敷台
岩　下　琳　晋 3年 米ノ津 知　覧　和　幸 3年 川内
濵　口　颯　翔 3年 朝日 福　冨　悠　斗 3年 伊敷
脇　田　晃太郎 3年 伊敷台 原　田　大　蒔 2年 城西
羽　生　功　生 2年 種子島 牧　　　蓮　人 2年 吉野東
松　元　羅衣矩 2年 赤木名

石川県能登町(7/29～7/31)

前　田　彰　人 3年 串木野 西　加　陽　斗 3年 朝日
瀬戸口　純　平 2年 日当山 濵　口　颯　翔 3年 朝日
今　村　陸　士 2年 東谷山 卓球部
藺牟田　礼　雄 2年 東谷山 富山県富山市(8/12～8/17)

有　馬　大　翔 3年 谷山
祝　迫　幸　星 3年 頴娃

牛　込　武　斗 3年 伊敷 竹　内　海　人 3年 喜入
峰　元　智　生 3年 皇徳寺
平　岡　廉　人 3年 伊敷台
原　田　大　蒔 2年 城西 内　野　凜　生 3年 米ノ津

福井県福井市(8/7～8/13)

外　薗　誉　侑 3年 西陵 北　山　健　太 3年 明和
井　上　功　也 3年 吉野
牧　口　千　貴 3年 吉野
木　田　丞志郎 2年 谷山

ソフトテニス部

バドミントン部
富山県高岡市(8/9～8/13)

個　　　人　　　の　　　部

バドミントン部
富山県高岡市(8/9～8/13)

陸上競技部

相撲部
新潟県糸魚川市(8/6～8/8)

相撲部
新潟県糸魚川市(8/6～8/8)

福井県福井市(7/29～8/1)

令和３年度　全国高校総体出場

団　　　体　　　の　　　部

ソフトテニス部 卓球部

ボクシング同好会 ヨット部
和歌山県和歌山市(8/13～8/16)



鹿児島県鹿児島市(6/19～6/20)

鮫　島　　　翼 3年 亀津 竹　下  和　輝 3年 郡山
富　山　仁　登 3年 伊仙 平　島  拓　海 3年 赤木名
今　西　星　斗 3年 宮之城 水　口  翔　太 3年 皇徳寺
西　　　智　弘 2年 伊集院 池　田  尚　生 3年 隼人
有　川　　　剣 2年 高森 新名主  　　翔 3年 伊敷台
菖　蒲　佳　太 2年 種子島 中名主  　　匠 3年 吾平
久保田　敦　也 2年 福平 味　吉  二千翔 3年 花岡

久保園  大　輝 3年 鹿屋東
小永吉  大　陸 3年 加治木
馬　渡  拓　巳 3年 日当山

牛　込　武　斗 3年 伊敷 前　田  　　真 2年 朝日
峰　元　智　生 3年 皇徳寺 柊宇都  航　大 2年 緑丘
平　岡　廉　人 3年 伊敷台 戸　川  春　樹 2年 南種子
知　覧　和　幸 3年 川内 渡　邊  陸　斗 2年 吉野東
福　冨　悠　斗 3年 伊敷 蕨　野  旺　道 1年 谷山
原　田　大　蒔 2年 城西 瀬　川  依　吹 1年 頴娃
牧　　　蓮　人 2年 吉野東 藤　山  智　朗 1年 和田

大分県大分市(7/10～7/11)

前　田　彰　人 3年 串木野 西　加　陽　斗 2年 朝日
東　郷　晃　侃 3年 加世田 栄　    龍　征 2年 朝日
里　　　凌　輝 2年 伊集院 市  田  愛  翔 2年 住用
本　村　天　龍 2年 東谷山 岩　下　琳　晋 2年 米ノ津
今　村　陸　士 2年 東谷山 濵　口　颯　翔 2年 朝日
脇　田　隆　秀 2年 加世田 脇　田　晃太郎 2年 伊敷台
長　野　瑛　寿 1年 伊集院 羽　生　功　生 2年 種子島
今　村　恒　志 1年 川内北 松　元　羅衣矩 2年 赤木名

卓球部

有　馬　大　翔 3年 谷山 山　元　崇　誠 2年 南
竹　内　海　人 3年 喜入 永　仮　乃　地 2年 西紫原
祝　迫　幸　星 3年 頴娃 西　田　昌　平 2年 帖佐
大　里　力　渡 3年 西陵 山　口　　　芳 2年 鹿屋

福岡県福岡市(6/18～20)

ソフトテニス部

バドミントン部

長崎県長崎市(6/19～6/20)

令和３年度　九州高校総体出場

鹿児島県日置市(7/3～7/4)

団　　　体　　　の　　　部

剣道部 バレーボール部

長崎県平戸市（7/4）

相撲部



佐賀県佐賀市(6/25～6/27)

外　薗　誉　侑 3年 西陵 富　山　仁　登 3年 伊仙

鹿児島県鹿児島市(7/17～7/19)

吉　川　　　慶 2年 坂元 西　加　陽　斗 2年 朝日
栄　    龍　征 2年 朝日
市  田  愛  翔 2年 住用

前　田　彰　人 3年 串木野 岩　下　琳　晋 2年 米ノ津
瀬戸口　純　平 2年 日当山 濵　口　颯　翔 2年 朝日
今　村　陸　士 2年 東谷山 脇　田　晃太郎 2年 伊敷台
藺牟田　礼　雄 2年 東谷山 羽　生　功　生 2年 種子島
白　井　大　希 1年 垂水中央松　元　羅衣矩 2年 赤木名
今　村　恒　志 1年 川内北

熊本県熊本市(6/17～6/21)

福岡県福岡市(6/15～6/17) 安　藤　澪　士 3年 西紫原
牛　込　武　斗 3年 伊敷 内　野　凛　生 3年 米ノ津
峰　元　智　生 3年 皇徳寺 山　下　勇　陽 3年 南指宿
平　岡　廉　人 3年 伊敷台 天　辰　元　洸 3年 高尾野
原　田　大　蒔 2年 城西 稲　森　琉　斗 3年 星峯
ヨット部 福　元　敦　士 2年 重富
佐賀県唐津市(7/9～7/11) 上　野　勇　太 2年 加治木
井　上　功　也 3年 吉野 荘　司　　　怜 1年 頴娃
北　山　健　太 3年 明和 卓球部
牧　口　千　貴 3年 吉野 長崎県長崎市(6/19～6/20)

生　野　雄　大 2年 喜界 有　馬　大　翔 3年 谷山
木　田　丞志郎 2年 谷山 竹　内　海　人 3年 喜入
中　村　有　希 2年 天保山 祝　迫　幸　星 3年 頴娃
南　　　優輝斗 2年 紫原 山　元　崇　誠 2年 南
栗　原　空　翔 3年 吉野 佐　藤　碧　唯 2年 隼人
長　﨑　新　生 2年 紫原 西　田　昌　平 2年 帖佐

陸上競技部

鹿児島県日置市(7/3～7/4)

大分県大分市(7/10～7/11)

長崎県平戸市（7/4）

個　　　人　　　の　　　部

令和３年度　九州高校総体出場

ボクシング同好会 剣道部

相撲部

ソフトテニス部

バドミントン部

水泳部


