
平成２９年度  

＜全国大会等＞   

【陸上競技部】 

○平成２９年度全国高等学校陸上競技対校選手権大会 

 ７月２８日～８月２日 山形県天童市 

 ・坂口 天城 男子４００ｍ 出場 

 ・八木 颯太 男子走り高跳び 出場   

 ・坂口 天城、重久 幸希、入江 梓臣、岡本 拓朗、川上 裕大、吉田 尚史  

  男子４×４００ｍＲ 出場  

○第３３回Ｕ２０日本陸上競技選手権大会 

 １０月２０日～２２日 愛知県名古屋市 

 ・坂口 天城 男子４００ｍ 出場 

  

【登山部】 

○平成２９年度全国高等学校登山大会 

 ７月３０日～８月３日 山形県月山蔵王 

 ・舎川 隼人、早田 秀平、安河内優文、田中雄登  男子の部 第１３位 

 ・内野 玲奈、福地 海音、原野 あゆ、島崎 聡子  女子の部 第１０位 

  

【ラグビー部】 

○第７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 

 ７月３１日～８月３日 長野県上田市 

 ・池田 韻、谷山 美典、永田 花菜 九州高校女子代表 第３位 

○第７２回国民体育大会ラグビーフットボール競技大会 

 １０月１日～５日 愛知県四国中央市、久万高原 

 ・児玉 悠一朗 少年の部 第５位 

 ・永田 花菜   女子の部 第１位 

○第４回全国女子ラグビーフットボール選手権大会 

 １１月２３日 東京都江戸川区 

 ・池田 韻、谷山 美典、永田 花菜 九州高校女子代表 出場 

  

【ヨット部】 

○第７２回国民体育大会セーリング競技大会 

 １０月１日～４日 愛媛県新居浜市 

 ・赤星 花奈 少年女子レーザーラジアル級 第２２位 

 

 

 

 

 

 



【放送部】 

○平成２９年度第６４回ＮＨＫ杯全国高等学校放送コンテスト 

  ７月２５日～２７日 東京都渋谷区 

・藤本小夏     アナウンス部門     決勝進出 優良賞（ベスト１０） 

・『ラガール！！』 テレビドキュメント部門 出場 

・『鐘が蘇る日』  ラジオドキュメント部門 準決勝進出 入選（ベスト２０） 

 

【百人一首部】 

○第４１回全国高等学校総合文化祭 小倉百人一首大会  

 ７月３１日～８月２日 宮城県塩竃市 

・自見 壮二朗、辻 優美花 出場 

○平成２９年度全国高等学校 小倉百人一首かるた選手権大会 

 ７月２２日～２３日 滋賀県大津市 

・自見 壮二朗 個人戦 準優勝 

・自見 壮二朗、辻 優美花、田中 七静、高木 彩、吉村 真優 団体戦 出場 

 

 

＜九州大会＞                                                                  

【陸上競技部】 

○平成２９年度全国高等学校陸上競技対校選手権大会 北九州地区予選大会 

 ６月１５日～１８日 福岡市 

 ・坂口 天城 男子４００ｍ 第２位 

 ・八木 颯太 男子走り高跳び 第４位   

 ・坂口 天城、重久 幸希、入江 梓臣、岡本 拓朗、川上 裕大、吉田 尚史 

  男子４×４００ｍＲ 第３位  

○第３５回全九州高等学校新人陸上競技対校選手権大会 

 １０月１３日～１５日 沖縄市 

 ・入江 梓臣 男子走幅跳び 第６位 

  

【ヨット部】 

○平成２９年度全九州高等学校体育大会 ヨット競技大会 

 ６月１４日～１８日 沖縄県与那原町 

 ・松嶋 瞭、志呂威合勇 男子国際４２０級 第９位 

 ・吉木 尊人 男子シングルハンダー級 第１７位 

 ・赤星 花奈 女子シングルハンダー級 第７位 

  

【弓道部】 

○平成２９年度全九州高等学校体育大会 弓道競技大会  

 ７月８日～９日 島原市 

  ・中野真優子 女子個人の部 出場 

  



【ラグビー部】 

○平成２９年度国民体育大会 第３７回九州ブロック大会 ラグビーフットボール競技 

 ８月２５日～２７日 長崎市 

 ・児玉 悠一朗 少年の部 第１位 

 ・永田 花菜   女子の部 第１位 

【テニス部】 

○第４０回全国選抜高校テニス大会 九州地区大会 

 １１月１７日～１９日 佐賀市 

 ・中川さくら、中尾 沙紀、百田 桜子、籐 こころ、田中 琴美、 

  安部 七海、西浦加奈子、岡島日菜子、永吉 理子、吉留 菜穂 女子団体  

  

 

 

平成２８年度   

＜全国大会等＞ 

【陸上競技部】 

○平成２８年度全国高等学校陸上競技対校選手権大会 

 ７月２８日～８月２日 岡山市 

 ・廣瀬 直也 男子１００m 出場 

 ・坂口 天城 男子４００ｍ 準決勝進出 

 ・綿貫  啓、吉田翔太郎、藤  凌我、坂口 天城、八木 颯太、入江 梓臣 

  男子４×１００mＲ 出場   

 ・綿貫  啓、薦田 正輝、瀬里 航太、渡辺海夏人、坂口 天城、岡本 拓朗、 

  男子４×４００ｍＲ 準決勝進出  

○第７１回国民体育大会 陸上競技大会 

 １０月７日～１１日 岩手県北上市 

 ・坂口 天城 男子４００ｍ 準決勝進出 

○第１０回日本ユース陸上競技選手権大会 

 １０月２１日～２３日 名古屋市 

 ・坂口 天城 男子４００ｍ 第６位 

  

【登山部】 

○平成２８年度全国高等学校登山大会 

 ８月６日～１０日 岡山県真庭市 

 ・境  悠作、加藤正太郎、岡崎 凌央、舎川 隼人 男子の部 第１５位 

 ・内野 玲奈、福地 海音、原野 あゆ、島崎 聡子  女子の部 第２３位 

  

【ラグビー部】 

○第６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 

 ７月２８日～３１日 長野県上田市 

 ・髙﨑 真那、野口 実穂、谷山 美典、永田 花菜 九州高校女子代表 第２位 



○第７１回国民体育大会 ラグビーフットボール競技大会 

 １０月５日～７日 岩手県釜石市 

 ・永田 花菜   女子の部 第３位 

○第３回全国女子ラグビーフットボール選手権大会 

 １１月２３日 東京都江戸川区 

 ・髙﨑 真那、野口 実穂、谷山 美典、永田 花菜 九州高校女子代表 第２位 

  

【ヨット部】 

○第７１回国民体育大会 セーリング競技大会 

 ９月３０日～１０月５日 岩手県宮古市 

 ・川野 真依 少年女子レーザーラジアル級 第２０位 

  

【弓道部】 

○第３５回全国高等学校弓道選抜大会 

 １２月２３日～２５日 名古屋市 

 ・佐田 涼登 男子個人 準決勝進出 

  

 

＜九州大会＞ 

【陸上競技部】 

○平成２８年度全国高等学校陸上競技対校選手権大会 北九州地区予選大会 

 ６月１６日～１９日 佐賀市 

 ・廣瀬 直也 男子１００m 第４位、 男子２００ｍ 第７位  

 ・坂口 天城 男子４００ｍ 第２位 

 ・薦田 正輝 男子８００ｍ 出場 

 ・綿貫  啓、吉田翔太郎、藤  凌我、坂口 天城、八木 颯太、入江 梓臣、 

    廣瀬 直也 男子４×１００mＲ 第４位   

 ・綿貫  啓、薦田 正輝、瀬里 航太、渡辺海夏人、坂口 天城、岡本 拓朗、 

  廣瀬 直也 男子４×４００ｍＲ 第１位  

○第３４回全九州高等学校新人陸上競技大会 

 １０月１４日～１６日 福岡市 

 ・坂口 天城 男子４００ｍ 第２位 

  

【ヨット部】 

○平成２８年度全九州高等学校体育大会 ヨット競技大会 

 ６月９日～１２日 鹿児島市 

 ・川野 真依 女子シーホッパー級ＳＲ 第２位 

 ・江藤 愼平、井口 祐輔 男子国際４２０級 第４位 

  

 

 



【水泳部】 

○平成２８年度全九州高等学校体育大会 水球競技大会   

 ７月９日～１０日 大分市 

  ・森  祐人、城  大瑛、國﨑 洸平、大和 千晃、田山 舜晟、久保田知仁、 

   向笠 匠海、中城龍之介、向本 龍馬、實渕 有祐、宮田 拓実、秋田 悠也、 

    桐谷 丈竜 準々決勝進出 

  

【テニス部】 

○第３９回全国選抜高校テニス大会 九州地区大会 

 １１月１８日～２０日 熊本市 

 ・古賀万優子、饗庭ありさ、迫田真友花、光澤 知花、山浦 弓佳、木下 寧々、 

  田原 優佳、中川さくら、百田 桜子 女子団体 出場 

 

 

平成２７年度まで 

 


