
実施期間：令和元年１１月１３日（水）～１５日（金）

場　　所：鹿児島アリーナ（メインアリーナ、サブアリーナ，武道場、弓道場）、鹿児島県総合体育センター体育館、鹿児島県立鴨池野球場（平和リース球場）、鹿児島県立鴨池庭球場、鹿児島ふれあいスポーツランド、桜島総合体育館

　
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 宮崎 宮崎福祉医療カレッジ 沖縄 専門学校　日経ビジネス 福岡 専門学校コンピュータ教育学院ビジネスカレッジ 熊本 九州測量専門学校

サッカー 男 福岡 福岡医療専門学校 熊本 大原スポーツ公務員専門学校　熊本校 宮崎 宮崎情報ビジネス医療専門学校 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校　平川校

男 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校　平川校 福岡 専門学校コンピュータ教育学院ビジネスカレッジ 宮崎 宮崎福祉医療カレッジ 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　平川校

男 福岡 福岡医療専門学校 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校　平川校 沖縄 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 鹿児島 鹿児島第一医療リハビリ専門学校

女 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校　平川校 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校　谷山校 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

男 沖縄 尚学院国際ビジネスアカデミー 福岡 福岡医健・スポーツ専門学校 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　平川校

女 熊本 大原スポーツ公務員専門学校　熊本校 福岡 福岡リゾート＆スポーツ専門学校 鹿児島 鹿児島キャリアデザイン専門学校 鹿児島 鹿児島第一医療リハビリ専門学校

男 鹿児島 鹿児島第一医療リハビリ専門学校Ａ 熊本 熊本総合医療リハビリテーション学院 福岡 麻生建築＆デザイン専門学校 大分 ＫＣＳ大分情報専門学校

女 鹿児島 鹿児島キャリアデザイン専門学校Ａ 熊本 熊本歯科衛生士専門学院 長崎 こころ医療福祉専門学校 大分 大原簿記公務員専門学校　大分校

男 沖縄 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 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・スポーツ専門学校 鹿児島 鹿児島鍼灸専門学校

女 福岡 中村調理製菓専門学校 長崎 長崎リハビリテーション学院 鹿児島 鹿児島キャリアデザイン専門学校 鹿児島 神村学園専修学校

男 熊本 熊本総合医療リハビリテーション学院 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 鹿児島 神村学園専修学校

女 福岡 専門学校　麻生リハビリテーション大学校 宮崎 宮崎ペットワールド専門学校

男 鹿児島 鹿児島医療技術専門学校　平川校 熊本 九州中央リハビリテーション学院 鹿児島 鹿児島キャリアデザイン専門学校 鹿児島 鹿児島工学院専門学校

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

男 福岡 専門学校　福岡カレッジ・オブ・ビジネス 熊本 熊本総合医療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 熊本 メディカル・カレッジ青照館

男 宮崎 宮崎県選抜 佐賀 佐賀コンピュータ専門学校 鹿児島 鹿児島キャリアデザイン専門学校

女 福岡 福岡県選抜 鹿児島 鹿児島キャリアデザイン専門学校 宮崎 宮崎県選抜

麻生建築＆デザイン専門学校 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 福岡医健・スポーツ専門学校 ＩＶＹ大分高度コンピュータ専門学校

眞島　脩基 深水　颯真 生駒　喜治 芝田　敬也

鹿児島キャリアデザイン専門学校 福岡医健・スポーツ専門学校 こころ医療福祉専門学校 シェフパティシエ学院

熊本　早那 山口　風佳 有川　明莉 中村　朋乃佳

ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 沖縄福祉保育専門学校 長崎医療こども専門学校 長崎リハビリテーション学院

大山　凌弥 石嶺　海斗 森川　秀修 下田　明日翔

熊本駅前看護リハビリテーション学院 大原簿記公務員専門学校　大分校 福岡リゾート＆スポーツ専門学校 九州中央リハビリテーション学院

上野　百華 三浦　直美 白浜　穗乃香 豊田　朋華

鹿児島工学院専門学校 こころ医療福祉専門学校 大原簿記公務員専門学校　宮崎校 鹿児島医療技術専門学校　平川校

西橋　勇汰・永田　雄大 野田　尊・池元　健太 桝田　一・日髙　佑政 大庭　陸・重信　匠

熊本総合医療リハビリテーション学院 大原スポーツ公務員専門学校　熊本校 ＩＶＹ大分医療総合専門学校 宮崎ペットワールド専門学校

門田　明日香・東　紗瑛 西田　小春・松尾　亜梨沙 後藤　楓佳・倉掛　瞳 谷口　晴菜・小牧　瑠菜

専門学校　麻生リハビリテーション大学校 福岡建設専門学校 メディカル・カレッジ青照館 鹿児島医療技術専門学校　平川校

堀　聖人 吉永　奈地 太田　啓人 鏑流馬　健人

九州中央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 西九州大学佐賀調理製菓専門学校 今村学園ライセンスアカデミー

谷本　海梨 久保田　幸子 伊藤　藍捺 西丸　あゆみ

専門学校　福岡カレッジ・オブ・ビジネス 鹿児島医療技術専門学校　平川校 専門学校　福岡カレッジ・オブ・ビジネス 専門学校　福岡カレッジ・オブ・ビジネス

大熊　一生 針尾　文仁 山口　大喜 内藤　耀亮

鹿児島医療技術専門学校　谷山校 神村学園専修学校 福岡医療専門学校 福岡医療専門学校

岡﨑　瑠璃杏 餅井　美月 梅園　颯季 末松　冬妃

鹿児島医療技術専門学校　平川校 長崎医療こども専門学校 大原簿記公務員専門学校　大分校

山下　峰仙 福壽　桂吾 中村　晋也

大原簿記公務員専門学校　大分校 鹿児島キャリアデザイン専門学校 鹿児島キャリアデザイン専門学校

山田　利奈 藤本　美咲 水迫　はるか

第４１回九州ブロック専門学校体育大会鹿児島大会成績表

区分 競技名 区別 県名 県名 県名 県名

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 福岡 鹿児島

テニス

男 沖縄 沖縄

女 熊本 熊本

弓　　道

男 鹿児島 長崎

女 鹿児島 福岡 長崎 熊本

ソフトテニス

男 鹿児島 長崎

長崎

女 熊本 大分 福岡 熊本

バドミントン

男 福岡 福岡 熊本

女 熊本 福岡

剣　　道

男 福岡 鹿児島 福岡

女 鹿児島

女 大分 鹿児島 鹿児島

宮崎

佐賀

大分

鹿児島 福岡 福岡

大分

鹿児島

鹿児島

福岡

長崎

宮崎

鹿児島

大分福岡


