
令和元年度全国・九州大会出場（体育部） 

令和２年３月１日現在 

＜全国大会＞ 

◎陸上部 

  ○第７２回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 ＜8月4日～8日 沖縄県沖縄市＞ 

  女子走高跳 第１７位 

古田 希実（1-3） 

 

◎ヨット部 

 ○令和元年度全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会 ＜8月12日～16日 和歌山県和歌山市＞ 

  男子４２０級 第２４位 

  上野 宗慈（3-3） 簑田 洲（2-5） 大村 勇貴（1-5） 井口 僚（1-6）     

 

◎ラグビー部 

 ○第７４回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」 ＜9月28日～10月8日 茨城県＞ 

  少年種別 第１位 

谷山 隼大（3-10） 

 

女子種別 第４位 

林 かんな（3-9） 

 

 ○第9回全国高等学校女子合同チームラグビーフットボール大会 ＜8月2日～4日 長野県上田市＞ 

女子種別 第３位 

林 かんな（3-9） 

  

◎弓道部 

 ○第３８回全国高等学校弓道選抜大会 ＜12月23～25日 群馬県ALSOKぐんまアリーナ＞ 

  女子団体 

  津本 侑凪（2-6） 宮本 真緒（2-2） 河辺 梨花（2-4） 宮原 愛理（2-9） 

 

 

 

＜九州大会＞ 

◎陸上部 

 ○第７２回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北九州地区予選 ＜6月12日～16日 長崎県諫早市＞ 

  男子４×１００ｍＲ 準決勝敗退 

  桑原 樹（3-9） 北城戸 幸紀（3-1） 岩永 孝太（3-3） 篠原 佑汰（2-1） 

 永留 正開（2-5） 原口 征颯人（2-6） 

 

 女子走高跳 第１位 

  古田 希実（1-3） 

 

 

 ○第３７回全九州高等学校新人陸上競技対校選手権大会 ＜10月11日～13日 鹿児島県鹿児島市＞ 

  男子１１０ｍＨ 第１位 

  藤田 凪人（2-10） 

 

  女子走高跳 第８位 

  古田 希実（1-3） 



◎ヨット部 

 〇令和元年度全九州高等学校体育大会ヨット競技大会   ＜6月12日～16日 福岡市ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ＞ 

    男子４２０級 第５位 

  上野 宗慈（3-3） 簑田 洲（2-5） 小池 駿耀（1-4） 大村 勇貴（1-5）  

 

  女子４２０級 第８位 

  楢崎 梨沙子（3-6） 尾又 夏鈴（2-8） 

 

◎柔道部 

 ○第51回九州ジュニア柔道体重別選手権大会 ＜6月9日 福岡県福岡市＞ 

  60kg級 第２位 

  釘宮 太陽（3-8） 

 

◎登山部 

 ○第６２回全九州高等学校登山競技大会 ＜7月5日～8日 熊本県阿蘇郡＞ 

  男子の部 第６位 

  高橋 尚也（3-1） 瀧口 恭祐（3-3） 深見 圭吾（2-2） 山元 瑛暉（3-4） 

 

  女子の部 第３位 

  島崎 聡乃（3-9） 中尾 圭（2-1） 大塚 直（2-1） 平川 愛海（2-4） 

 

◎ラグビー部 

 ○令和元年度国民体育大会第39回九州ブロック大会 ＜8月23～25日 佐賀県佐賀市＞ 

  少年種別 優勝 

  谷山 隼大（3-10） 

 

◎水泳部 

 ○第１２回全日本ユース水球競技選手権大会九州予選会  ＜10月26・27日 鹿児島県鹿児島市＞ 

  福岡県代表チーム（高校１年以下） 第８位   

天野 鈴太郎（1-6） 永岡 大和（1-8）   

  

 ○第６回全日本ジュニア水球競技選手権大会九州予選会 ＜1月18･19日 鹿児島県鹿児島市＞ 

  福岡県代表チーム（高校２年以下） ベスト４   

  永岡 大和（1-8） 

 

◎テニス部 

 ○令和元年度第４２回全国選抜高校テニス大会九州地区予選会  ＜11月15日～18日 大分県＞  

  女子団体の部 Bブロック 優勝 

 小林 杏珠（2-7） 中村 安里（2-7） 中野 友果（2-8） 小林 由依（1-5）  

紫村 文音（1-7） 羽田野 渚月（1-9） 松永 祐衣子（1-9） 藤 ひなた（1-10） 

 

◎剣道部 

 ○第３６回九州高等学校選抜剣道大会 ＜2月15･16日 鹿児島県霧島市＞ 

女子団体 

藤野 美空（2-1） 本多 遥（2-10） 金田 彩希（2-3） 林 美帆（2-6） 

井上 綾菜（1-7） 有村 早矢（1-1） 高木 綾乃（1-6） 

 

 

 

 



令和元年度全国・九州大会出場（文化部） 

令和２年３月１日現在 

＜全国大会＞ 

◎放送室 

 ○第66回NHK杯全国高校放送コンテスト ＜7月22日～25日 東京都NHKホール＞ 

  創作ラジオドラマ・テレビドキュメント・ラジオドキュメント 

  伊藤 千遥（3-7） 荒木 沙也（3-2） 山田 裕晃（3-3） 田中 巧（3-10） 

中川 隼太（3-10） 下仮屋 愛実（2-4） 福井 優子（2-5） 堺 穂夏（2-8） 

 

◎百人一首部 

 ○小倉百人一首競技かるた第41回全国高等学校選手権大会 ＜7月19～21日 滋賀県近江神宮＞ 

  個人戦A級の部 優勝 

  自見 壮二朗（3-2） 

 

 ○第43回全国高等学校総合文化祭 小倉百人一首かるた部門 ＜7月30日～8月1日 佐賀県佐賀市＞ 

  競技の部 福岡県代表チーム 準優勝 

  自見 壮二朗（3-2） 

 

 ○第34回国民文化祭・にいがた2019 小倉百人一首かるた部門 ＜11月2･3日 新潟県長岡市＞ 

競技の部 福岡県代表チーム 優勝 

  自見 壮二朗（3-2）  

 

◎数学囲碁研究部 

 ○第43回全国高等学校総合文化祭 将棋部門 ＜7月30日～31日 佐賀県杵島郡＞ 

男子個人戦 ベスト１６ 

中村 光（2-1） 

 

 ○第28回全国高文連将棋新人大会 ＜2月6～8日 福島県福島市＞ 

  男子個人戦  

中村 光（2-1） 

 

◎吟詠 

○第43回全国高等学校総合文化祭 吟詠剣詩舞部門 ＜7月28日 佐賀県唐津市＞ 

 福岡県合同チーム 

薦野 響（2-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜九州大会＞ 

◎数学囲碁研究部 

 ○第71回全九州珠算選手権大会  ＜8月18日 熊本県熊本市＞ 

  団体競技 高校・一般部門 第１位 

坂田 郁真（3-1） 百田 葵（2-2） 土岐 桃子（2-3） 松尾 透弥（2-7） 八波 蘭（1-5） 

 

個人総合 

第２位 松尾 透弥（2-7） 

第３位 坂田 郁真（3-1） 土岐 桃子（2-3） 

 

読上算競技 

第２位 坂田 郁真（3-1） 松尾 透弥（2-7） 

 

◎百人一首部 

○第3回全九州高等学校総合文化祭宮崎大会 小倉百人一首かるた部門  ＜12月13日～15日 宮崎県宮崎市＞ 

福岡県代表Bチーム 第３位 

坂井 寿光（2-4） 寺島 優（2-9） 

 

◎放送室 

 ○第3回全九州高等学校総合文化祭宮崎大会 放送部門 ＜12月13～15日 宮崎県都城市＞ 

  テレビ番組部門 奨励賞 

福井 優子（2-5） 堺 穂夏（2-8） 平原 さくら（1-2） 岡田 美咲（1-4） 

山口 彩（1-1） 福島 沙彩（1-3） 北島 海音（1-5） 

 

◎化学部 

 ○令和元年度九州高等学校生徒理科研究発表大会宮崎大会 ＜12月14･15日 宮崎県宮崎市＞ 

坂本 晋一（2-7） 平島 卓（2-4） 長澤 歩生（2-10） 細田 歩希（2-10） 

姥 心春（1-1） 松下 真（1-1） 富崎 太貴（1-2） 林田 一歩（1-7） 岡村 陸（1-8） 

 

◎吹奏楽団 

 ○第45回九州アンサンブルコンテスト九州大会 ＜2月9日 福岡県久留米市＞ 

  サクソフォン四重奏 金賞 

  中ノ瀬 真琳（2-2） 小田原 優多（2-4） 養父 美乃里（1-4） 安河内 涼平（1-5） 


