
実施期間：平成２９年１１月１５日（水）～１７日（金）

場　　所：べっぷアリーナ、べっふサブアリーナ、別府市民球場、実相寺サッカー場、野口原ソフトボール球場、別府市西部地区公民館、別府市民体育館、別府市営公園テニスコート、大分県立総合体育館　剣道場、別府市営弓道場

　
優　勝 準優勝 第３位 第３位

学校名／選手名 学校名／選手名 学校名／選手名 学校名／選手名

軟式野球 男 福岡 福岡医療専門学校 熊本 九州中央リハビリテーション学院 宮崎 宮崎保健福祉専門学校 鹿児島 鹿児島医療福祉専門学校

サッカー 男 福岡 福岡医健専門学校 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校 熊本 大原スポーツ公務員専門学校熊本校 大分 大原簿記公務員専門学校

男 長崎 長崎リハビリテーション学院 福岡 福岡医療専門学校 宮崎 大原簿記公務員専門学校 鹿児島 鹿児島工学院専門学校

女 福岡 福岡医療専門学校 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校 熊本 九州中央リハビリテーション学院

男 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校 福岡 福岡医療専門学校 長崎 長崎リハビリテーション学院 熊本 熊本総合医療リハビリテーション学院

女 福岡 福岡リゾート＆スポーツ専門学校 長崎 こころ医療福祉専門学校 熊本 九州中央リハビリテーション学院 沖縄 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院

男 沖縄 尚学院国際ビジネスアカデミー 佐賀 九州医療専門学校 福岡 福岡医健専門学校 大分 大原簿記公務員専門学校

女 福岡 九州医療スポーツ専門学校 熊本 大原保育医療福祉専門学校熊本校 鹿児島 鹿児島キャリアデザイン専門学校 沖縄 専門学校 那覇日経ビジネス

男 福岡 大原スポーツ公務員専門学校福岡校 熊本 熊本総合医療リハビリテーション学院 長崎 長崎医療こども専門学校 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校

女 熊本 九州中央リハビリテーション学院 福岡 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 宮崎 宮崎ペットワールド専門学校 鹿児島 神村学園専修学校

男 熊本 熊本駅前看護リハビリテーション学院 福岡 福岡リゾート＆スポーツ専門学校 宮崎 宮崎医療福祉専門学校 沖縄 パシフィックテクノカレッジ学院

女 沖縄 専門学校　琉球リハビリテーション学院 福岡 福岡リゾート＆スポーツ専門学校 熊本 九州中央リハビリテーション学院

男 鹿児島 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 長崎 こころ医療福祉専門学校

女 鹿児島 神村学園専修学校 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校 福岡 中村調理製菓専門学校 熊本 熊本駅前看護リハビリテーション学院

男 熊本 九州中央リハビリテーション学院 長崎 長崎医療こども専門学校 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校 沖縄 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院

女 熊本 九州中央リハビリテーション学院 熊本 熊本電子ビジネス専門学校 長崎 長崎リハビリテーション学院 宮崎 宮崎医療福祉専門学校

男 熊本 九州中央リハビリテーション学院 鹿児島 鹿児島県選抜

女 鹿児島 鹿児島県選抜 福岡 福岡医療専門学校

男 福岡 専門学校麻生工科自動車大学校 熊本 熊本県選抜 鹿児島 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校

女 佐賀 佐賀コンピュータ専門学校 熊本 熊本県選抜 福岡 学校法人　平岡学園

福岡医健専門学校 麻生建築＆デザイン専門学校 長崎リハビリテーション学院 鹿児島医療技術専門学校

戸上　凌 眞島　脩基 久原 尚也 末永　昴太

専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 九州中央リハビリテーション学院 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ こころ医療福祉専門学校

中島　実佑 村上　縁 川原　みなみ 有川 明莉

福岡リゾート＆スポーツ専門学校 熊本駅前看護リハビリテーション学院 KCS鹿児島情報専門学校 鹿児島第一医療リハビリ専門学校

宇都宮　魁 稲田　秀明 平田　貴大 中野　楓也

鹿児島第一医療リハビリ専門学校 ｋＣＳ大分情報専門学校 宮崎医療福祉専門学校 大原簿記公務員専門学校

吉村　ひかる 清原　千尋 中武　実玖 堤　知子

鹿児島第一医療リハビリ専門学校 福岡医療専門学校 熊本駅前看護リハビリテーション学院 熊本総合医療リハビリテーション学院

佐々木　友輔・和田　健寛 吉冨　敬晃・三嶋　大智 江崎　達也・濱崎　亮太 矢取　拓真・井手口　勝樹

神村学園専修学校 熊本駅前看護リハビリテーション学院 平岡調理・製菓専門学校 長崎県美容専門学校

有馬　由華・中原　彩嘉 辻本　美咲・渡邉　春華 柴田　愛・小野　静香 渡辺　ほのみ・牧迫　梨代

鹿児島工学院専門学校 公務員ビジネス専門学校 KCS鹿児島情報専門学校 SOLA沖縄保健医療工学院

田中　玲穏 葛城　大介 寺師　諒 幸地　真央

九州中央リハビリテーション学院 長崎リハビリテーション学院 福岡リゾート＆スポーツ専門学校 大原簿記公務員専門学校宮崎校

谷川　奈津美 土田　清か 鈴木　遥 外山　莉子

九州中央リハビリテーション学院 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 熊本駅前看護リハビリテーション学院 神村学園専修学校

中武　弘樹 渡邊　了啓 東　太亮 永吉　柾洋

鹿児島第一医療リハビリ専門学校 福岡医療専門学校 麻生公務員専門学校福岡校 熊本総合医療リハビリテーション学院

稲用　未紗 末松　冬妃 大崎　優 岡田　純怜

今村学園ライセンスアカデミー 専門学校麻生工科自動車大学校 崇城大学専門学校

鈴　響輝 水嶋　隆就 渡辺　稜人

専修学校常磐学院 佐賀コンピュータ専門学校 佐賀コンピュータ専門学校

北口　紗妃 野方　沙耶 宮口　葵衣

福岡 福岡 熊本

熊本

女 熊本 佐賀 佐賀

熊本 熊本

福岡 宮崎

剣　　道

男 熊本 福岡 熊本 鹿児島

女 鹿児島

福岡

鹿児島

長崎

バドミントン

男 鹿児島 福岡 鹿児島 沖縄

女 熊本 長崎

ソフトテニス

男 鹿児島 福岡

鹿児島

女 鹿児島 大分 宮崎 大分

鹿児島

女 福岡 熊本 福岡 長崎

長崎

個人

卓　　球

男 福岡 福岡

テニス

男 福岡 熊本

女 鹿児島 熊本

弓　　道

男 鹿児島 福岡

団体

ソフトボール

バレーボール

バスケットボール

卓　　球

テニス

ソフトテニス

バドミントン

剣　　道

弓　　道

第３９回九州ブロック専門学校体育大会大分大会成績表

区分 競技名 区別 県名 県名 県名 県名


