
平成 30年度 部活動実績 

【レスリング部】 

○平成 30年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会(インターハイ) 

 ・中村 成吾 (宮ノ陣中学校出身) 男子 65kg級 出場 

 

○平成 30年第 73回国民体育大会(福井しあわせ元気国体 2018)レスリング競技 

 ・中村 成吾 (宮ノ陣中学校出身) 男子 65kg級 出場  

 

 

 

 

 

 

 



【バスケットボール部】 

○平成 30年度 福岡県高等学校総合体育大会バスケットボール大会 

南部ブロック予選 

 

男子 第 3位（県大会出場） 

 

○平成 30年度 福岡県高等学校バスケットボール選手権大会 

 

男子 出場 

 

○第 1回 全国高等学校体育学科・コーススポーツ大会 

男子バスケットボール大会 九州ブロック予選 

 

男子 第 3位（全国大会出場） 

 

○第 26回 全国高等学校体育学科・コーススポーツ大会 

女子バスケットボール大会 九州ブロック予選 

 

女子 第 3位（全国大会出場） 

 

 

 



 

 

【陸上競技部】 

○第 40回 福岡県高等学校新人陸上競技対校選手権大会福岡県予選大会 

 男子 

・稲葉 侑大 (三輪中学校出身) 200m  第 4位 22”17 

・藤田 望夢 (甘木中学校出身) 武井 優弥 (三輪中学校出身)  

稲葉 侑大 (三輪中学校出身) 仲  伊織 (立石中学校出身) 

4×100mR 第 6位 42”53 

 

女子 

・吉田 日向 (小郡中学校出身) 棒高跳 第 5位 2m40 

・緒方 琉里 (小郡中学校出身)  200m 第 6位 26”13 

 

○福岡県高等学校陸上競技対校選手権新人大会南部ブロック予選会 

 男子 

・稲葉 侑大 (三輪中学校出身) 200m 第 6位 

・秀島 歩夢 (立石中学校出身) 三段跳 第 2位 

・仲  伊織 (立石中学校出身) 三段跳 第 3位 

・武井 優弥 (三輪中学校出身) 棒高跳 第 2位 

・宮原 大輔 (三国中学校出身) 棒高跳 第 3位 

 



・藤田 望夢 (甘木中学校出身) 武井 優弥 (三輪中学校出身)  

稲葉 侑大 (三輪中学校出身) 仲  伊織 (立石中学校出身) 

4×100mR 第 3位 

・池末 智輝 (宮ノ陣中学校出身) 武井 優弥 (三輪中学校出身)  

稲葉 侑大 (三輪中学校出身)  仲  伊織 (立石中学校出身) 

4×400mR 第 4位 

・男子フィールドの部 第 2位 

 

女子 

・吉田 日向 (小郡中学校出身) 棒高跳 優勝 

・緒方 琉里 (小郡中学校出身) 100m  第 2位 200m 第 5位 

・平田 果琳 (宝城中学校出身) やり投 第 2位 

 

・女子フィールドの部 第 3位 

 

 

 

  



【柔道部】 

○第 26回全国高等学校体育学科・コーススポーツ 柔道大会 

男子 

三井（福岡） 0 － 3 市立尼崎（兵庫） 
 

先鋒 山下 侑輝 (南陵中出身) 

次鋒 塚本 晃生 (甘木中出身) 

中堅 安斎 匠海 (夜須中出身) 

副将 永留 惇平 (南陵中出身) 

大将 則松 海陸 (甘木中出身) 

 

三井（福岡） 0 － 5 津端（石川） 
 

先鋒 山下 侑輝 (南陵中出身) 

次鋒 岩下 忠司 (比良松中出身) 

中堅 安斎 匠海 (夜須中出身) 

副将 小松 千里 (大野中出身) 

大将 則松 海陸 (甘木中出身) 

 

三井（福岡） 2 － 1 大宮東（埼玉） 
 

先鋒 山下 侑輝 (南陵中出身) 

次鋒 岩下 忠司 (比良松中出身) 

中堅 安斎 匠海 (夜須中出身) 

副将 小松 千里 (大野中出身) 

大将 則松 海陸 (甘木中出身) 

 

女子 

三井（福岡） 0 － 3 前橋育英（群馬） 
 

中堅 中島 亜依奈 (三潴中出身) 

大将 則松 美空 (甘木中出身) 

 

三井（福岡） 0 － 3 三好（愛知） 
 

中堅 中島 亜依奈 (三潴中出身) 

大将 則松 美空 (甘木中出身) 

 









 

 

 

【日本拳法】 

○第 42回 日本拳法総合選手権大会 

 ・森川 征那 (甘木中学校出身) 2回戦 進出  

・井上 晴陽 (三輪中学校出身) 出場 

 



 

 



 

○西日本総合選手権大会 

 ・森川 征那 (甘木中学校出身) 優勝 

 

○第 12回 日本拳法福岡県大会 

・井上 晴陽 (三輪中学校出身) 優勝 

 

【先生方の活躍】 

レスリング部顧問 森岡 敬志 先生 

○平成 30年第 73回国民体育大会(福井しあわせ元気国体 2018) 

レスリング競技 少年男子 監督 

 

レスリング部顧問 田中 章仁 先生 

○平成 30年第 73回国民体育大会(福井しあわせ元気国体 2018) 

レスリング競技 成年男子 125kg級 フリースタイル 

 

野球部顧問 内藤 義之 先生 

○平成 30年第 73回国民体育大会(福井しあわせ元気国体 2018) 

トライアスロン競技 成年男子 監督 

 

 

 



柔道部顧問 信國 文孝 先生 

○平成 30年度 日本ベテランズ国際柔道大会 団体の部ベスト 8 90kg級 出場 

                     

○平成 30年度 近畿ベテランズ柔道大会 90kg級 出場 

 

○平成 30年度 九州ベテランズ柔道大会 90kg級 第 3位 

 

 


