
＜団体戦＞

3 決まり手 2

先鋒 ○ 押し出し

次鋒 ○ 押し出し

中堅 不戦勝 ○

副将 不戦勝 ○

大将 ○ 寄り倒し

1位 　鵬翔高等学校

2位 　高千穂高等学校

鵬翔高等学校　5年連続19回目の優勝（宮崎中央時代を含む）

※鵬翔高校に変わってからは5年連続14回目

＜個人戦＞

○軽量級

氏名 学校 決まり手 氏名 学校

1 興梠　功一 高千穂 ○ 寄り切り 甲斐　正泰 高千穂

2 甲斐　建次 高千穂 下手投げ ○ 丸山　清志郎 高千穂

3 興梠　功一 高千穂 上手出投げ ○ 丸山　清志郎 高千穂

4 甲斐　建次 高千穂 ○ 上手投げ 甲斐　正泰 高千穂

5 丸山　清志郎 高千穂 ○ 押し出し 甲斐　正泰 高千穂

6 興梠　功一 高千穂 寄り切り ○ 甲斐　建次 高千穂

1位 丸山　清志郎（高千穂）　　2位 甲斐　建次（高千穂）　　3位 興梠　功一（高千穂）

○中量級

氏名 学校 決まり手 氏名 学校

1 田岡　憲成 鵬翔：初 ○ 寄り切り 甲斐　泉 高千穂

2 松本　拓也 鵬翔：初 ○ 寄り倒し 甲斐　泉 高千穂

3 松本　拓也 鵬翔：初 寄り倒し ○ 田岡　憲成 鵬翔：初

1位 田岡　憲成（鵬翔）　　2位 松本　拓也（鵬翔）　　3位 甲斐　泉（高千穂）

○重量級

氏名 学校 決まり手 氏名 学校

1 渡邉　弘晃 鵬翔 ○ 不戦 × 対戦相手なし

1位 渡邉　弘晃（鵬翔）
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相撲競技　結果

鵬翔高等学校 高千穂高等学校

松本　拓也（初）

渡邉　弘晃

田岡　憲成（初）

興梠　功一

甲斐　正泰

丸山　清志郎

甲斐　建次

甲斐　泉



○無差別級

氏名 学校 決まり手 氏名 学校

1 田岡　憲成 鵬翔：初 ○ はたき込み 興梠　功一 高千穂

2 甲斐　正泰 高千穂 押し出し ○ 渡邉　弘晃 鵬翔

3 甲斐　泉 高千穂 ○ 吊り出し 丸山　清志郎 高千穂

4 甲斐　建次 高千穂 寄り切り ○ 松本　拓也 鵬翔：初

5 田岡　憲成 鵬翔：初 ○ 押し出し 甲斐　正泰 高千穂

6 興梠　功一 高千穂 押し出し ○ 渡邉　弘晃 鵬翔

7 甲斐　泉 高千穂 ○ 吊り出し 甲斐　建次 高千穂

8 丸山　清志郎 高千穂 寄り切り ○ 松本　拓也 鵬翔：初

9 田岡　憲成 鵬翔：初 ○ 寄り切り 渡邉　弘晃 鵬翔

10 興梠　功一 高千穂 ○ 寄り切り 甲斐　正泰 高千穂

11 甲斐　泉 高千穂 寄り倒し ○ 松本　拓也 鵬翔：初

12 甲斐　建次 高千穂 寄り切り ○ 丸山　清志郎 高千穂

13 田岡　憲成 鵬翔：初 ○ 寄り倒し 甲斐　泉 高千穂

14 渡邉　弘晃 鵬翔 寄り切り ○ 松本　拓也 鵬翔：初

15 興梠　功一 高千穂 押し出し ○ 丸山　清志郎 高千穂

16 甲斐　正泰 高千穂 上手投げ ○ 甲斐　建次 高千穂

17 甲斐　泉 高千穂 ○ うっちゃり 渡邉　弘晃 鵬翔

18 田岡　憲成 鵬翔：初 ○ 上手出投げ 丸山　清志郎 高千穂

19 甲斐　正泰 高千穂 押し出し ○ 松本　拓也 鵬翔：初

20 甲斐　建次 高千穂 ○ 上手投げ 興梠　功一 高千穂

21 渡邉　弘晃 鵬翔 上手出投げ ○ 丸山　清志郎 高千穂

22 甲斐　正泰 高千穂 押し出し ○ 甲斐　泉 高千穂

23 田岡　憲成 鵬翔：初 ○ 押し出し 甲斐　建次 高千穂

24 興梠　功一 高千穂 寄り切り ○ 松本　拓也 鵬翔：初

25 甲斐　正泰 高千穂 押し出し ○ 丸山　清志郎 高千穂

26 甲斐　建次 高千穂 寄り切り ○ 渡邉　弘晃 鵬翔

27 甲斐　泉 高千穂 ○ 押し出し 興梠　功一 高千穂

28 田岡　憲成 鵬翔：初 ○ 上手投げ 松本　拓也 鵬翔：初

1位 田岡　憲成（鵬翔：初）　　2位 松本　拓也（鵬翔：初）　　3位 甲斐　泉（高千穂）
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