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第３８回九州ブロック大会 終了！
長崎県は、２１競技４７種別で出場権を獲得！
5月27日から8月29日まで、鹿児島県を中心に開催されました第38回九州ブロック大会
は、２１競技４７種別の出場権を獲得しました！
福井しあわせ元気国体の目標であります『総合成績20位台前半』を達成するため、福
井県で長崎県を代表して競い合うアスリートたちに是非ご注目ください！
※詳しくは、 第38回九州ブロック大会HPをご覧ください！

https://kyushu-kokutai.net/index.html

第 3 8 回 九 州 ブ ロ ッ ク 大 会 結 果
〇ボート競技
・成年男子 舵手付きフォア
長崎県選抜 １位（代表権獲得）
・成年男子 シングルスカル
斧澤 友寛 ４位
・成年女子 舵手付きクォドルプル
長崎県選抜 予選敗退
・成年女子 ダブルスカル
長崎県選抜 ４位
・成年女子 シングルスカル
林田 瑞季 ２位（代表権獲得）
・少年男子 舵手付きクォドルプル
長崎県選抜 ４位
・少年男子 ダブルスカル
長崎県選抜 ５位
・少年男子 シングルスカル
山本 雅英 予選敗退
・少年女子 舵手付きクォドルプル
長崎県選抜 ３位（代表権獲得）
・少年女子 ダブルスカル
長崎県選抜 １位（代表権獲得）
・少年女子 シングルスカル
松尾 美里 ３位（代表権獲得）
〇カヌー競技
・成年男子 スラロームカナディアンシングル
永田 弘行 ４位
・成年男子 ワイルドウォーターカヤックシングル
野口 祐樹 ３位
・成年男子 カヤックシングル
寺島 崚一郎 ４位（代表権獲得）
・成年男子 カナディアンシングル
濱田 貴史 ３位（代表権獲得）
・成年女子 ワイルドウォーターカヤックシングル
保喜 ちひろ １位（代表権獲得）
・成年女子 カヤックシングル
森 愛奈 １位（代表権獲得）
・成年女子 カナディアンシングル
西 夏樹 ３位
・少年男子 カヤックシングル
岩元 健悟 １位（代表権獲得）
・少年男子 カヤックペア
長崎県選抜 ６位
・少年男子 カナディアンシングル
森保 翼 ６位
・少年男子 カナディアンペア
長崎県選抜 ２位（代表権獲得）
・少年女子 カヤックシングル
野田 千穂 ５位
・少年女子 カヤックペア
長崎県選抜 ２位（代表権獲得）
・少年女子 カヤックフォア
長崎県選抜 ４位
〇水泳競技
・少年男子(水球) ３位（代表権獲得）
〇テニス競技
・成年男子 ５位（代表権獲得）
・成年女子 ２位（代表権獲得）
〇空手道競技
・成年男子 形 １回戦敗退
・成年女子 形 １回戦敗退
・少年男子 形 １回戦敗退
・少年女子 形 １回戦敗退
〇バレーボール競技（ビーチバレー）
・成年男子 予選リーグ敗退
・成年女子 予選リーグ敗退
〇馬術競技
・成年 トップスコア競技（代表権獲得）
・成年 国体大障害飛越競技（代表権獲得）
・成年 標準障害飛越競技（代表権獲得）
・成年 二段階障害飛越競技（代表権獲得）
・成年 馬場馬術競技（代表権獲得）
〇山岳競技
・成年女子 １位（代表権獲得）
・少年男子 ７位
・少年女子 ５位
〇ゴルフ競技
・少年男子 ４位（代表権獲得）

〇ボウリング競技
・成年男子 １位（代表権獲得）
・成年女子 ４位（代表権獲得）
・少年男子 １位（代表権獲得）
・少年女子 ６位
○サッカー競技
・成年男子 １回戦敗退
・女子 １回戦敗退
・少年男子 予選リーグ敗退
○ボクシング競技
・成年男子 バンダム級
北浦 龍馬 ２位
・成年男子 ライト級
藤原 真仁 ２回戦敗退
・成年男子 フライ級
前田 士源 ２回戦敗退
・少年男子 ミドル級
野上 昂生 １位
・少年男子 ライトフライ級
入端 豊明 ２回戦敗退
・少年男子 ライト級
辻 翔太 ２回戦敗退
・少年男子 ウェルター級
川西 響 棄権
・少年男子 バンダム級
中山 葵翔 ２回戦敗退
・成年男子 総合６位
・少年男子 総合５位
○体操競技
・成年男子(競技) ４位
・成年女子(競技) ４位
・少年男子(競技) ４位（代表権獲得）
・少年女子(競技) ３位（代表権獲得）
・少年女子(新体操) ２位（代表権獲得）
○バスケットボール競技
・成年男子 予選リーグ敗退
・成年女子 予選リーグ敗退
・少年女子 ３位
○ハンドボール競技
・成年男子 １回戦敗退
・成年女子 １回戦敗退
・少年男子 １回戦敗退
・少年女子 ３位
○ウエイトリフティング競技
・成年男子 53kg級 井手 大誠
S ７位、C&J ７位 トータル７位
・成年男子 56kg級 松添 尚也
S ７位、C&J ７位 トータル７位
・成年男子 62kg級 田中 陸人
S ７位、C&J ７位 トータル７位
・成年男子 69kg級 山口 直幸
S １位、C&J １位 トータル１位
・成年男子 77kg級 平本 衛治
S ８位、C&J ８位 トータル８位
・成年男子 85kg級 山口 洋文
S １位、C&J ３位 トータル１位
・成年男子 94kg級 西田 裕
S ４位、C&J ５位 トータル５位
・成年男子 105kg級 岩崎 貴之
S ２位、C&J ３位 トータル３位
・成年男子 +105kg級 吉岡 直哉
S ５位、C&J ５位 トータル５位
・成年男子 総合５位（４階級代表権獲得）
○軟式野球競技
・成年男子 １位（代表権獲得）
○フェンシング競技
・成年女子 １位（代表権獲得）
・少年男子 ４位
○クレー射撃競技
・成年（スキート） ７位

○ソフトテニス競技
・成年男子 ５位
・成年女子 ６位
・少年男子 ６位
○卓球競技
・成年男子 ６位（代表権獲得）
・成年女子 ８位
・少年男子 ４位
○柔道競技
・成年男子 予選リーグ敗退
・少年男子 予選リーグ敗退
○ソフトボール競技
・成年男子 １位（代表権獲得）
・成年女子 １回戦敗退
・少年男子 １位（代表権獲得）
・少年女子 １位（代表権獲得）
○弓道競技
・成年男子 ４位（代表権獲得）
・成年女子 ６位
・少年男子 ５位
・少年女子 ６位
○ライフル射撃競技
・成年男子 50ｍ3×40M
小林 貴司 ６位
・成年男子 50ｍP60M
岩﨑 俊 １位（代表権獲得）
・成年男子 10ｍS60M
池野 仁 ４位（代表権獲得）
・成年男子 10mAP40M
杠 達郎 ７位
・成年女子 50ｍ3×20W
田中 智美 ４位
・成年女子 10ｍAP40W
島田 加奈 ３位
・少年男子 BRS60JM
細田 智大 ４位（代表権獲得）
・少年男子 BP60JM
末永 大貴 ４位
・少年女子 10mS40JW
松尾 有彩 ５位（代表権獲得）
・少年女子 BRS40JW
武末 空海子 ２位（代表権獲得）
・少年女子 BP40JW
宮上 わかば １位（代表権獲得）
○剣道競技
・成年女子 ６位
・少年男子 ４位
・少年女子 ３位（代表権獲得）
○アーチェリー競技
・成年男子 ４位
・成年女子 ４位
・少年男子 １位（代表権獲得）
・少年女子 ４位（代表権獲得）
○なぎなた競技（試合）
・少年女子 ３位（代表権獲得）
○ホッケー競技
・成年男子 １回戦敗退
・成年女子 ２位
・少年男子 ２回戦敗退
・少年女子 １回戦敗退
○バレーボール競技
・成年男子 予選リーグ敗退
・成年女子 ３位（代表権獲得）
・少年男子 ３位（代表権獲得）
・少年女子 １位（代表権獲得）
○バドミントン競技
・成年女子 １回戦敗退
・少年男子 １回戦敗退
・少年女子 ３位（代表権獲得）
○ラグビーフットボール競技
・成年男子 決勝トーナメント２回戦敗退
・女子 ２位
・少年男子 １回戦敗退

９月２９日（土）福井国体開幕！

