平成２５年度

高校総体・各種競技会

部活動名

成績一覧
成

平成２５年６月２５日現在

績

男子陸上競技

４００ｍH優勝（小田）、３０００ｍ障害5位(北林)、三段跳び6位(濱田)、
砲丸投げ6位・円盤投げ4位(柳生)

女子陸上競技

200m4位・400m3位(戸高)、200m6位・400m4位(高崎)、
4×100mリレー（貫、戸高、高崎、松澤）4位、
4×400mリレー（小林、戸高、高崎、山田）2位
トラック総合6位

男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

初戦敗退（宮崎第一）
１回戦（都城西）２回戦敗退（宮崎商業）

女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

予選 日南学園２－０延岡商業 敗者復活 宮崎西０ー２延岡商業
決勝トーナメント 日南振徳２－０延岡商業

男子ソフトテニス 学校対抗 2回戦
学校対抗

女子ソフトテニス
個人対抗

延岡商業 １ － ② 聖心ウルスラ高校
１回戦
県立延岡商業高等学校 ③ － ０ 福島
２回戦
県立延岡商業高等学校 １ － ② 都城西
2次リーグ（ベスト１６リーグ）進出 水木千尋(25HR)･志田朱音(24HR)

硬式野球
空手道
弓道

バドミントン

女子組手団体戦・女子形団体戦決勝トーナメントへ、組手個人（花盛一真、花盛沙耶、
小野遙香）ベスト１６
男子団体２７位、女子団体９位
（男子）団体戦 2回戦敗退 ダブルス 緒方・甲斐信2回戦敗退 渡邊・津隈ペア 平
川・甲斐翔ペアとも1回戦敗退 シングルス 甲斐翔 甲斐信 津隈とも1回戦敗退 緒
方2回戦敗退 平川3回戦敗退 渡邊4回戦敗退ベスト32位
（女子）6月1日（土）団体戦1回戦（勝ち）
延岡星雲高校
3対2
2回戦（負け）
宮崎商業高校
0対3 ベスト１６
／34校
2日（日）個人戦 シングルス
1回戦勝者 柳田・三雲・川並
敗者 なし
2回戦勝者 内田・柳田・小森・三雲・川並・筒井
敗者 甲斐
個人戦 ダブルス
1回戦勝者 三雲・甲斐
大戸・正岡
敗者 なし
2回戦勝者 三雲・甲斐
大戸・正岡
甲斐・小森
柳田・菅原
3日（月）個人戦 シングルス
3回戦勝者 内田・小森・三雲・筒井
個人戦 ダブルス 3回戦勝者 甲斐・小森（ベスト３２）／150組
4日（火）シングルス 4回戦勝者 小森 （ベスト６４）／307名

女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ

初戦敗退 延岡商業 １９ － ２１ 延岡星雲
予選リーグ 延岡商業
９ － １ 日向高校
予選リーグ 延岡商業 ２１ － ０ 高鍋農業高校
延岡商業
３ － ２ 小林西高校
女子ソフトボール 準々決勝
準決勝
延岡商業
１ ー ４ 都城東高校
第３位
1回戦 男子 延岡商業 ０ － ３ 小林秀峰
女子
テニス
鵬翔
2回戦 女子 延岡商業 ０ － ３ 宮崎南
女子団体ベスト８

卓球

延岡商業

２

－

１

（後藤美幸 ・ 松田愛美・山部咲 ・ 小森美沙希・伊藤理恵 ・ 福富久留美・吉原彩理奈 ・ 山部恵
利奈）
男子シングルス 福永弘志（3回戦敗退） 堀和磨（1回戦敗退）
女子シングルス 後藤美幸 伊藤理恵（ベスト３２）
松田愛美 小森美沙希 吉原彩理奈（ベスト６４）
山部咲 福富久留美 山部恵利奈（1回戦敗退）
男子ダブルス
福永弘志・堀和磨（1回戦敗退）
女子ダブルス
後藤美幸・松田愛美（ベスト16） 山部咲・小森美沙希（ベスト8）
伊藤理恵・福富久留美（2回戦敗退）吉原彩理奈・山部恵利奈（1回戦敗退）

体操競技

サッカー

情報処理部

ワープロ部

男子団体優勝（６年連続）九州大会 全国大会出場
増田章久 柳田宗則 藤井航平 柳田惣生
女子団体２位
清野純奈 鷲谷未優 黒木星奈 石田妃奈
男子個人総合
１位柳田宗則 ２位増田章久 ３位藤井航平 ５位小磯悠二 （全国大会出場）
８位黒木大貴（九州大会出場）
女子個人総合
５位清野純奈（九州・全国大会出場） ７位鷲谷未優（九州大会出場）
種目別
柳田宗則 ゆか２位 あん馬１位 吊り輪１位 跳馬１位 平行棒１位 鉄棒１位
増田章久 ゆか１位 吊り輪３位 跳馬２位
鉄棒２位
藤井航平 あん馬２位 平行棒２位
柳田惣生 鉄棒２位
清野純奈 ゆか３位 段違い平行棒３位
0 - 3 日南学園
一回戦敗退
宮崎県情報処理競技会
団体の部：優勝 佐藤菜々実（31HR）・山本唯（31HR）・甲斐つぐみ（31HR）
全国大会出場
佐藤菜々実（31HR）・山本唯（31HR）・甲斐つぐみ（31HR）・鴨田美憂
（21HR）
個人の部：１位 佐藤菜々実（31HR）２位山本唯（31HR）３位 甲斐つぐみ（31HR）
３位 尾崎栞（31HR） ３位 鴨田美憂（21HR）
優良賞 伊藤美有紀(31hr)・児玉名菜（21HR）

宮崎県ワープロ競技大会

団体
個人

速度の部
優良賞

第４位
技能の部
野口瑠美（３５ＨＲ）

第４位

宮崎県高等学校簿記コンクール
○団体の部：2 位【全国大会出場権獲得】
※全国大会出場者：伊東千穂（２２HR）・柳田英奈（２２HR）・松田華奈（３４HR）〈団体戦メン

簿記部

バー3名〉

福島啓至（２２HR）〈団体戦補欠〉

○個人の部：3 位
優良賞

珠算・電卓部
吹奏楽部
美術部
写真部
放送部
流通経済部
文芸部
ボラティア部
茶道部

伊東 千穂（２２HR）
柳田 英奈（２２HR）

○珠算競技団体総合競技２位 個人総合競技３位(永坂 甲斐) ○電卓競技団体総合競技２位 個人総合競技
３位(佐藤 金子) ○九州大会出場者（５名）永坂 甲斐 山本 佐藤 金子 ○全国大会出場者（２名）

