平成２８年度全国高等学校定時制通信制体育大会結果一覧
大会名
第51回陸上競技大会

第51回自転車競技大会

第49回卓球大会

第49回ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会

第47回柔道大会

種目等

1位

2位

3位

男女総合

愛知県

兵庫県

福岡県

男子総合

兵庫県

愛知県

福岡県

男子ﾄﾗｯｸ

愛知県

神奈川県

東京都

男子ﾌｨｰﾙﾄﾞ

兵庫県

福岡県

埼玉県

女子総合

愛知県

東京都

静岡県

女子ﾄﾗｯｸ

愛知県

東京都

福岡県

女子ﾌｨｰﾙﾄﾞ

兵庫県

愛知県

千葉県

総合

神奈川総合産業高等学校（神奈川県）

新宿山吹高等学校（東京都）

追浜高等学校（神奈川県）

ﾄﾗｯｸ

神奈川総合産業高等学校（神奈川県）

新宿山吹高等学校（東京都）

飛鳥高等学校（東京都）

ﾛｰﾄﾞ

神奈川総合産業高等学校（神奈川県）

新宿山吹高等学校（東京都）

神奈川工業高等学校（神奈川県）

男子団体

長尾谷高等学校[通]（大阪府）

市立川崎総合科学高等学校（神奈川県）

天理高等学校（奈良県）

女子団体

天理高等学校（奈良県）

尾上総合高等学校（青森県）

大江戸高等学校（東京都）

男子個人

品川 和基(石川 金沢泉丘[通])

女子個人

小池 塔子（東京 さくら国際・東京[通]） 渡辺 水樹（秋田 角館）

男子団体

神奈川県

女子団体

兵庫県

第26回ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

笠原 優花（福島 尚志[通]）

鈴木 綾菜（東京 大智学園[通]）

兵庫県
愛知県

埼玉県
栃木県

佐藤・田中（長野 東御清翔）

小尻・津﨑（岡山 真備陵南）

女子個人

田中・古田（奈良 天理）

横山・小林（奈良 天理）

黒田舞・黒田優（兵庫 西宮香風）

畑野・垣（兵庫 洲本）

男子団体

兵庫

神奈川

静岡

女子団体

東京A

愛知

三重

東京A
奈良

男子65kg級 石見 拓巳 (兵庫 飾磨工業)

佐藤 諒佑 (福島 東日本国大昌平)

島村 光城 (東京Ａ 江戸川)

橋口 高明 (神奈川 横浜修悠館)

男子75ｋｇ級 杉本 裕亮 (兵庫 飾磨工業)

粟飯原 翔太 (埼玉 大宮中央)

森 健 (栃木 日々輝学園)

江村 優希 (山口 精華)

男子90ｋｇ級 尾崎将登 (兵庫 飾磨工業)

守重 裕斗 (静岡 鹿島学園浜松)

川崎 駿 (滋賀 綾羽)

齊藤 幸太 (大阪 長尾谷)

坂本 泰悠 (埼玉 大宮中央)

石川 駿輔 (岐阜 ウィッツ青山学)

堀上 裕貴 (東京Ｂ 荒川工業)

女子52kg級 名村 江梨 (兵庫 飾磨工業)

井手 優花 (愛知 刈谷東)

三井 舞 (山梨 甲府工業)

丸茂 涼 (群馬 沼田)

女子63kg級 高橋 春菜 (愛知 愛知黎明)

長畑 眞帆 (奈良 天理)

岡本 芳絵 (広島 広島国泰寺)

溝口 和奏 (兵庫 ｸﾗｰｸ記念国際姫路)

迫田 華 (愛知 大府)

坂本 遥 (福岡 博多青松通信制)

塩尻 杏日花 (岡山 烏城)

男子団体

東京都Ａ

神奈川県Ａ

神奈川県Ｂ

女子団体

東京都Ａ

岐阜県Ａ

兵庫県Ａ

福岡県
茨城県

男子個人

悪原 賢（東京 東海大望星）

照井 直樹（秋田 横手）

武井 元（神奈川 横浜修悠館）

今泉 克海（福岡 博多青松）

女子個人

渡辺 はな（東京 東海大望星）

森 実乃理（鹿児島 鹿児島実業）

佐藤 若菜（千葉 わせがく）

亀田 一葉（東京 稔ヶ丘）

男子

横浜修悠館高等学校（神奈川県）

飛鳥未来高等学校（北海道）

女子

佐世保中央高等学校（長崎県）

天理高等学校（奈良県）

川崎市立橘高等学校（神奈川県）
烏城高等学校(岡山県)

大津清陵高校馬場分校(滋賀県)
荻窪高等学校(東京都)

男子

荻窪高等学校(東京都)

天理高等学校(奈良県)

博多青松高等学校(福岡県)

クラーク記念国際高等学校通信制
熊本上通キャンパス（熊本県）

女子

天理高等学校(奈良県)

荻窪高等学校(東京都)

愛知黎明高等学校（愛知県）

市立札幌大通高等学校(北海道)

男子団体
女子団体

第63回軟式野球大会

玉田 雅裕（大阪 長尾谷[通]）

松村・柿野（兵庫 西宮香風）

第26回ｻｯｶｰ大会
第18回ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会

博多青松高等学校（福岡県）

岩佐 知郭（東京 日本航空・東京目黒[通]）

影山・谷（神奈川 横浜修悠館）

女子63kg超級 松本 七海 (東京Ａ 浅草)

第43回ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

愛知県

科学技術学園高等学校（東京都）

男子個人

男子90ｋｇ超級 廣畑 海瑠 (兵庫 飾磨工業)

第47回剣道大会

森﨑 将（大阪 長尾谷[通]）

3位

世田谷泉高等学校（東京都)
八王子拓真高等学校（東京都）
長崎県
奈良県

静岡中央高等学校（静岡県）

科学技術学園高等学校刈谷（愛知県）

東京都

北海道

愛知県

新潟県

福岡県

東京都

男子個人

住德 聖也（長崎 佐世保中央）

下山 竜斗(青森 弘前工業）

佐々木 亮宇（東京 六本木）

神之田 彗斗（愛知 大府）

女子個人

二宮 花子（奈良 天理）

二宮 理栄（奈良 天理）

島田 明日佳（神奈川 清心女子）

南波 佑奈（新潟 明鏡）

天理高校（奈良県）

岡山操山高校通信制（岡山県）

市川工業高校（千葉県）

楠高校（兵庫県）

