
鹿児島国際大学総合グラウンド

平成28年6月18日(土)

6月19日(日)雷雨のため中止

男子団体 女子団体
順位 学校名 選手 順位 学校名 選手

野中　智矢 松原 千登勢
中島　由陽 竹下 紗衣里
伊藤　大門 石橋　里奈
浦里　和樹 戸上　鈴乃
原田　直明 鳥巣　真央
長谷川　将 白石　栞
深町　祐輔 吉本　胡桃
重松　隼輔 相川　一葉
香田　菖吾 玉寄  如菜
吉川　拓摩 石井　琴乃

小副川 拓臣 兼島　恵美
丸山　瑛平 玉村　春佳
上村　丈翔 成富　千佳
園原　風斗 山田　理央
本田　海吏 江島 佐知子
原田　大河 小林 愛李咲

第2位 柏陵(福岡)

第22回　全九州高等学校アーチェリー競技大会団体結果

第3位 高志館(佐賀)

第3位 八代清流(熊本)

折尾(福岡)優勝

第2位 佐世保商業(長崎)

第3位

第3位

宜野湾(沖縄)

高志館(佐賀)

大村工業(長崎)優勝



鹿児島国際大学総合グラウンド

平成28年6月18日(土)

6月19日(日)雷雨のため中止

男子個人 女子個人
順位 氏      名 学校名 県 順位 氏      名 学校名 県
優勝 石井　佑汰 第二 熊本 優勝 相川　一葉 佐世保商業 長崎

第2位 秋好　星来 別府溝部 大分 第2位 竹下　紗衣里 折尾 福岡
第3位 中島　由陽 大村工業 長崎 第3位 戸上　鈴乃 折尾 福岡

4 金富　功太郎 熊本星翔 熊本 4 玉寄  如菜 宜野湾 沖縄
5 伊藤　大門 大村工業 長崎 5 猪原  綾乃 諫早東 長崎
6 長谷川　将 柏陵 福岡 6 石井　琴乃 宜野湾 沖縄
7 香田　菖吾 高志館 佐賀 7 石橋　里奈 折尾 福岡
8 小副川　拓臣 高志館 佐賀 8 臂　来実 柏陵 福岡
9 堀　友洋 大分東明 大分 9 筒井　菜月 大分東明 大分

10 野中　智矢 大村工業 長崎 10 原田　実可子 大分東明 大分
11 西川  寛夢 諫早東 長崎 11 古賀　梨予 柏陵 福岡
12 上村　丈翔 八代清流 熊本 12 桑原　千尋 八代清流 熊本
13 深町　祐輔 柏陵 福岡 13 松原　千登勢 折尾 福岡
14 原田　直明 柏陵 福岡 14 吉本　胡桃 佐世保商業 長崎
15 本田　海吏 八代清流 熊本 15 上水流　智保 鹿児島工業 鹿児島
16 園原　風斗 八代清流 熊本 16 小林　愛李咲 高志館 佐賀
17 田村　孔平 豊見城南 沖縄 17 山田　理央 高志館 佐賀
18 重松　隼輔 柏陵 福岡 18 梅本  美空 諫早東 長崎
19 前田  恵人 諫早東 長崎 19 成富　千佳 高志館 佐賀
20 浦里　和樹 大村工業 長崎 20 白石　栞 佐世保商業 長崎
21 吉川　拓摩 高志館 佐賀 21 梅山  詩 鹿児島工業 鹿児島
22 清水　雄太 別府溝部 大分 22 兼島　恵美 宜野湾 沖縄
23 古賀　太一 厳木 佐賀 23 竹本　千歩実 別府溝部 大分
24 浦田　竜馬 大分東明 大分 24 原田　栞 鹿児島工業 鹿児島
25 中川　美才 聖心ウルスラ 宮崎 25 益口　捺帆 鹿児島工業 鹿児島
26 瀬川　柚輝 鹿児島工業 鹿児島 26 清水　光 大分東明 大分
27 惠美　圭矩 小倉南 福岡 27 穀田　沙予 八代清流 熊本
28 押領司　淳 鹿児島工業 鹿児島 28 緒方　未来 八代清流 熊本
29 麻生　晃広 厳木 佐賀 29 田中　郁実 小城 佐賀
30 喜久山　幹汰 宜野湾 沖縄 30 後藤　海音 大分東明 大分
31 岩元　礁汰 鹿児島工業 鹿児島 31 鳥巣　真央 佐世保商業 長崎
32 宜野座　一平 豊見城南 沖縄 32 江原　李奈 八代清流 熊本

第22回全九州高等学校アーチェリー競技大会個人戦結果


