
実施期間：平成２８年１１月１５日（水）～１７日（金）

場　　所：長崎県立総合体育館、長崎市総合運動公園、三菱重工総合体育館、長与ふれあいセンター体育館、長崎市営弓道場
　

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 コンピュータ教育学院 熊本 熊本総合医療リハビリテーション学院 宮崎 大原簿記公務員専門学校　宮崎校 長崎 こころ医療福祉専門学校

サッカー 男 熊本 大原スポーツ公務員専門学校　熊本校 長崎 長崎柔鍼スポーツ専門学校 宮崎 大原簿記公務員専門学校　宮崎校 福岡 九州医療スポーツ専門学校

男 福岡 福岡医健専門学校 鹿児島 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 宮崎 大原簿記公務員専門学校　宮崎校 熊本 九州中央リハビリテーション学院

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

男 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校 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 沖縄 琉球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 宮崎 宮崎スポーツトレーナー学院 沖縄 琉球リハビリテーション学院 長崎 こころ医療福祉専門学校

男 沖縄 専門学校 日経ビジネス 福岡 福岡医健専門学校 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 佐賀 九州医療専門学校 鹿児島 鹿児島キャリアデザイン専門学校 福岡 福岡リゾート＆スポーツ専門学校 熊本 熊本総合医療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 熊本 熊本総合医療リハビリテーション学院 福岡 福岡医健専門学校 大分 ＫＣＳ大分情報専門学校

女 熊本 九州中央リハビリテーション学院 大分 田北調理師専門学校 鹿児島 鹿児島キャリアデザイン専門学校 宮崎 大原簿記公務員専門学校　宮崎校

男 長崎 こころ医療福祉専門学校 鹿児島 鹿児島工学院専門学校 熊本 熊本駅前看護リハビリテーション学院 沖縄 琉球リハビリテーション学院

女 福岡 福岡医健専門学校 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校 大分 大原簿記公務員専門学校　大分校 熊本 メディカル・カレッジ青照館

男 福岡 福岡医療専門学校 熊本 熊本駅前看護リハビリテーション学院 鹿児島 鹿児島工学院専門学校 長崎 九州医学技術専門学校

女 鹿児島 神村学園専修学校 熊本 熊本駅前看護リハビリテーション学院 長崎 長崎県美容専門学校 熊本 九州中央リハビリテーション学院

男 沖縄 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校 宮崎 宮崎保健福祉専門学校 熊本 九州中央リハビリテーション学院

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

男 佐賀 佐賀工業専門学校 佐賀 九州医療専門学校 福岡 麻生公務員専門学校福岡校 熊本 九州中央リハビリテーション学院

女 熊本 熊本総合医療リハビリテーション学院 長崎 長崎県選抜 鹿児島 鹿児島県選抜 熊本 九州中央リハビリテーション学院

男 福岡 専門学校麻生工科自動車大学校 沖縄 沖縄県選抜 鹿児島 鹿児島工学院専門学校

女 鹿児島 鹿児島キャリアデザイン専門学校 福岡 平岡調理・製菓専門学校 宮崎 宮崎県選抜

福岡医健専門学校 専修学校常盤学院 宮崎医療福祉専門学校 パシフィックテクノカレッジ学院

樋口　純 下大迫　洵 伊藤　流可 泊　保孝

大原保育医療福祉専門学校福岡校 専修学校常盤学院 大原医療福祉製菓専門学校小倉校 宮崎ビジネス公務員専門学校

神田　茉利伽 内山　明日佳 湯越　愛菜 今山　梨花

福岡リゾート＆スポーツ専門学校 大原スポーツ公務員専門学校福岡校 鹿児島工学院専門学校 長崎リハビリテーション学院

青山　礼旺 大迫　純平 宮内　椋生 犬塚　泰誠

福岡医健専門学校 福岡県ＥＣＯ動物海洋専門学校 琉球リハビリテーション学院 九州医療専門学校

吉塚　玲菜 平田　明日香 桑原 千海 咸　銀鄭

熊本総合医療リハビリテーション学院 長崎リハビリテーション学院 鹿児島工学院専門学校 熊本駅前看護リハビリテーション学院

大飛　智哉・中村　太貴 尾﨑　匠・濵田　力綺 池上　茂弘・林田　悠生 濱崎　亮太・江崎　達也

神村学園専修学校 メディカル・カレッジ青照館 熊本駅前看護リハビリテーション学院 北九州保育福祉専門学校

中原　彩嘉・宇田　愛 山田　茉優・石田　美咲 辻本　美咲・渡邊　春華 浦田　菜生・鎌土　知奈

ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 鹿児島医療技術専門学校 九州中央リハビリテーション学院 九州中央リハビリテーション学院

金城　智大 岩吉 雄太朗 下大迫将喬 古川　倫也

ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 福岡医療専門学校 鹿児島医療福祉専門学校 大原スポーツ公務員専門学校　熊本校

金城　悠姫 岩尾　美咲 堀之内　彩莉 上村　由依

佐賀工業専門学校 大原簿記公務員専門学校　小倉校 鹿児島キャリアデザイン専門学校 専門学校麻生リハビリテーション大学校

岡本　拓也 安岡　諒 星野　克仁 井口　圭孝

神村学園専修学校 熊本総合医療リハビリテーション学院 鹿児島キャリアデザイン専門学校 熊本総合医療リハビリテーション学院

藏薗　美夕妃 戸泉　夢加 勝元　和伽奈 早川　捺稀

今村学園ライセンスアカデミー 福岡医療専門学校 専門学校麻生工科自動車大学校 宮崎保健福祉専門学校

鈴　響輝 村山　仁志 上田平　容典 藤本　力王

鹿児島キャリアデザイン専門学校 宮崎医療管理専門学校 平岡調理・製菓専門学校 鹿児島歯科学院専門学校

坂田　優里 原田　里沙 園田　友紀 内野　千紘
福岡

宮崎

鹿児島

熊本

弓　　道

男 鹿児島 福岡 福岡

女 鹿児島 宮崎

剣　　道

男 佐賀 福岡

熊本

鹿児島 福岡

女 鹿児島 熊本 鹿児島

熊本

バドミントン

男 沖縄 鹿児島 熊本

女 鹿児島 熊本 熊本 福岡

熊本

女 沖縄 福岡 鹿児島

ソフトテニス

男 熊本 長崎 鹿児島

宮崎

テニス

男 福岡 福岡 鹿児島 長崎

女 福岡 福岡 沖縄 佐賀

福岡 熊本

熊本 福岡

宮崎 沖縄

女 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

個人

卓　　球

男

第３８回九州ブロック専門学校体育大会長崎大会成績表

区分 競技名 区別 県名 県名 県名 県名


