
2017年九州地区中学・高校ディベート選手権大会 

－第 22 回ディベート甲子園九州地区予選－ 

プ ロ グ ラ ム 

 

論 題 

 

中学の部：「日本は小売店の深夜営業を禁止すべきである。是か非か」 

・ここでいう小売店とは、商品を消費者に売る有人の店舗とし、飲食店を含む。 

ただし、ガソリンスタンドは除く。 

 

高校の部：「日本は企業に対する正社員の解雇規制を緩和べきである。是か非か」 

・ここでいう緩和とは、「人員整理の必要性」および「解雇回避努力義務の履行」を 

整理解雇の要件から除外することとする。 

 

 

 

 

 期 日  2017 年 7 月 1 日（土）・2 日（日） 

 会 場    九州大学 伊都キャンパス 

 主 催  全国教室ディベート連盟九州支部  読売新聞社 

 共 催  九州大学言語文化研究院 
 後 援  九州各県・福岡市・北九州市・熊本市各教育委員会 

 協 賛  日本テレビ放送網 英進館 

  



１ 日 程 

 

  1 日目（7 月 1 日） 
 13:00～13:30 受 付（西講義棟） 

 13:30～14:00 開 会（西講義棟 2F） 

 14:20～15:50 予選第 1 試合（総合学習プラザ 各会場） 
 16:00～17:30 予選第 2 試合（総合学習プラザ 各会場） 
 ※1 日目は予選第 2 試合終了後、そのまま解散となります。 

 

  2 日目（7 月 2 日） 

 10:00～11:30 予選第 3 試合（総合学習プラザ 各会場） 

 11:30～12:20 昼食休憩 

 12:20～13:50 予選第 4 試合（総合学習プラザ各会場） 
 14:00～15:30 予選第 5 試合（総合学習プラザ各会場） 
 15:40～16:10 予選結果発表（総合学習プラザ 206 大講義室） 
 16:10～17:40 決勝戦および Final-STAGE（西講義棟および総合学習プラザ） 

 18:00～18:30 閉会式（西講義棟 2F） 

 

２ 試合会場及び試合開始時刻 
「J11」等は試合コードです。「３．組み合わせ」と照合し、会場をご確認ください。 

 

 １日目（予選 第 1,2 試合） 
開始時刻＼教室 101 102 103 104 201 202 203 204 
第 1 試合 14:20 J11 J12 J13  H11 H12 H13 H14 

第 2 試合 16:00 J21 J22 J23 J24 H21 H22 H23 H24 
 

 ２日目（予選 第 3,4,5 試合） 
開始時刻＼教室 101 102 103 104 105 201 202 203 204 205 207 
第 3 試合 10:00 J31 J32 J33   H31 H32 H33 H34   

第 4 試合 12:20 J41 J42 J43 J44 J45 H41 H42 H43 H44 H45 H46 
第 5 試合 14:00 J51 J52 J53 J54 J55 H51 H52 H53 H54 H55 H56 
 
 決勝戦および Final-STAGE 
開始時刻＼教室 101 102 103 104 105 206 大講義室  西講義棟 2F 
16:10～17:40 J62 J63 H62 H63 H64 J61(中学決勝)  H61(高校決勝) 

 
大会本部および審判控室：106  判定協議室：107,217,218 
 



３ 組み合わせ 

中学校の部 予選 

 肯定側 否定側   肯定側 否定側 

J11 A ラ・サール B 出水  J41 A ラ・サール I 熊大附属 

J12 C マリスト D 福教大附属小倉  J42 B 出水 J 青雲 

J13 E 精道三川台 F 久留米附設  J43 C マリスト F 久留米附設 

J21 G 大分大附属 H 昭和薬科大附属  J44 D 福教大附属小倉 G 大分大附属 

J22 I 熊大附属 J 青雲  J45 E 精道三川台 H 昭和薬科大付属 

J23 B 出水 C マリスト  J51 I 熊大附属 B 出水 

J24 D 福教大附属小倉 E 精道三川台  J52 J 青雲 C マリスト 

J31 F 久留米附設 G 大分大附属  J53 F 久留米附設 D 福教大附属小倉 

J32 H 昭和薬科大附属 I 熊大附属  J54 G 大分大附属 E 精道三川台 

J33 J 青雲 A ラ・サール  J55 H 昭和薬科大附属 A ラ・サール 

 

中学校の部・決勝戦および Final-STAGE ※肯定・否定は抽選で決定 

J61 
予選1位 予選2位 

・4試合の合計成績によって予選順位を決定する。 
・予選順位1位と2位のチームで決勝戦を行う。 
・予選順位3位～6位のチームでFinal-STAGEを行い、 
予選との合計成績で最終順位を決定する。 

・同順位の場合はFinal-Stageの成績のみで比較し、
それでもなお同順位の場合は抽選によって順位を
決定する。 

 

J62 
予選3位 予選6位 

J63 
予選4位 予選5位 

 

中学校の部・大会成績 

優 勝  準優勝  

第３位  第４位  第５位  

奨励賞  ベストディベーター賞  

 

  



高等学校の部 予選 

 肯定側 否定側   肯定側 否定側 

H11 A 久留米附設 B 真和  H41 A 久留米附設 K 大牟田 

H12 C 文徳 D 小倉  H42 B 真和 L 青雲 

H13 E 修猷館 F 佐賀西  H43 C 文徳 G 昭和薬科大附属 

H14 G 昭和薬科大附属 H 熊本  H44 D 小倉 H 熊本 

H21 I マリスト J 精道三川台  H45 E 修猷館 I マリスト 

H22 K 大牟田 L 青雲  H46 F 佐賀西 J 精道三川台 

H23 B 真和 C 文徳  H51 K 大牟田 B 真和 

H24 D 小倉 E 修猷館  H52 L 青雲 C 文徳 

H31 F 佐賀西 G 昭和薬科大附属  H53 G 昭和薬科大附属 D 小倉 

H32 H 熊本 I マリスト  H54 H 熊本 E 修猷館 

H33 J 精道三川台 K 大牟田  H55 I マリスト F 佐賀西 

H34 L 青雲 A 久留米附設  H56 J 精道三川台 A 久留米附設 

 

高等学校の部・決勝戦および Final-STAGE ※肯定・否定は抽選で決定 

H61 
予選1位 予選2位 

・4試合の合計成績によって予選順位を決定する。 
・予選順位1位と2位のチームで決勝戦を行う。 
・予選順位3位～8位のチームでFinal-STAGEを行い、 
予選との合計成績で最終順位を決定する。 

・同順位の場合はFinal-Stageの成績のみで比較し、
それでもなお同順位の場合は抽選によって順位を
決定する。 

 

H62 予選3位 予選8位 

H63 予選7位 予選4位 

H64 予選5位 予選6位 

 

高等学校の部・大会成績 

優 勝  準優勝  第３位  

第４位  第５位  第６位  

奨励賞  ベストディベーター賞  

 

  



４ チーム紹介 

 

【中学校の部】10 校 

 
【高等学校の部】12 校  

 

 ＊（ ）内の数字は学年 

  

引率者 清水　和久 引率者 秋吉　美穂 引率者 橋口　絢実 引率者 栁原　　悟 引率者 佐藤　秀典

小川　璃光 (3) 山中　心源 (2) 山本　朱璃 (3) 河邊　　周 (2) 工藤　七海 (3)

田原　太郎 (3) 園田　涼介 (2) 久保　綾乃 (3) 櫻井　琢仁 (2) 和田　空大 (3)

和田　真宙 (3) 程　咭翔 (2) 米田　未空 (3) 西　　亨太 (2) 木内　きえ (3)

木村　優花 (3) 松尾日向葵 (2) 森田　悠元 (2) 松岡　郁李 (3)

菊地のぞみ (3) 村瀬　裕亮 (2) 今川　愛音 (3)

宗　有梨紗 (3) 新垣　政澄 (3)

引率者 小橋口誠也 引率者 村田　麻利 引率者 吉廣　　誠 引率者 冨田　友紀 引率者 内間　早俊

工藤孔志郎 (2) 岩本　　桂 (1) 山下　紗季 (3) 冨田　佳宏 (1) 石田玲於奈 (3)

小橋口　航 (2) 上妻　柊介 (1) 櫻井　夢栞 (3) 石川翔一郎 (1) 砂川　夏海 (3)

村山　竣太 (2) 村田　涼介 (1) 井上　華乃 (3) 西村新之丞 (1) 濱島　美結 (2)

平岡光彩紀 (3) 小山　花菜 (2)

河瀬依央里 (3) 早川　雄基 (3)

熊本マリスト学園中学校 昭和薬科大学附属中学校

選手名 選手名 選手名 選手名 選手名

ラ・サール中学校

久留米大学附設中学校

選手名

福岡教育大学附属小倉中学校

選手名

熊本市立出水中学校 熊本大学教育学部附属中学校

精道三川台中学校

選手名

大分大学教育学部附属中学校

選手名

青雲中学校

選手名

引率者 伊藤　　隆 引率者 二宮　浩司 引率者 秋吉　美穂 引率者 岡本　謙介 引率者 松浦　雄三

瀬戸口朋菜 (3) 田中　雄大 (3) 渡邊　竜也 (2) 小田原生一 (2) 山口　颯仁 (3)

大原　充陽 (3) 坂下　夏帆 (3) 松田　拓巳 (1) 松﨑　航大 (2) 尹　　　杰 (2)

宮内　悠希 (2) 白石　遼馬 (3) 有吉　　玲 (1) 井上　貴斗 (2) 北村優宇人 (2)

山内愛里沙 (2) 末原　佳樹 (3) 宇野　詩織 (1) 小久保和輝 (2) 白川　哲士 (1)

河野　瑞貴 (1) 井原　　渉 (3) 福嶋　恒樹 (1) 黒田　倫平 (2) 陣内　友彰 (3)

小野　仁士 (1) 雉本　幹哉 (3) 前原　和空 (1) 新宮　仁大 (3)

引率者 濵﨑　慶明 引率者 栁原　　悟 引率者 龍官　伸隆 引率者 松本千登世 引率者 吉田　祐一

徳永　亜希 (2) 佐藤　優樹 (1) 小山田雪乃 (2) 吉野日奈子 (2) 井川　桂吾 (2)

髙島　　航 (2) 中村　祥己 (1) 德永　咲希 (1) 久島　華焦 (2) 上野　遼介 (2)

福田　敏慧 (2) 小栁　レナ (2) 松田　悠希 (2) 吉並　泰智 (2)

岩永　真歩 (1) 早崎　美桜 (2) 三島　伊織 (2)

藤本　俊介 (1) 星子　貴洸 (2) 中島　瑞月 (2)

小松原彩香 (1) 谷　　勇人 (2) 佐藤　有紗 (2)

引率者 吉廣　　誠 引率者 森　　弘達

臼井　友梨 (3) 黒島　佳乃 (1)

高橋　直佑 (3) 新垣　梨穂 (1)

沼川　晃範 (2) 瀬底　美結 (1)

米村　拓巳 (2) 国島　采子 (1)

彌吉　美成 (2) 高良　厚公 (1)

山川　真祈 (2) 中村　紗彩 (1)

文徳高等学校 真和高等学校

選手名 選手名 選手名 選手名 選手名

大牟田高等学校 佐賀県立佐賀西高等学校

選手名 選手名 選手名 選手名 選手名

熊本マリスト学園高等学校 昭和薬科大学附属高等学校

選手名 選手名

福岡県立小倉高等学校 福岡県立修猷館高等学校 久留米大学附設高等学校

青雲高等学校 精道三川台高等学校 熊本県立熊本高等学校



５ 諸注意 

(1) 予選試合の組み合わせは、事前に公開抽選会を実施し、決定しました。 
(2) 各チームとも、試合開始５分前には試合会場内で待機しておいてください。 
(3) 成績の順位は第１に勝利数、第２に審判投票数、第３にコミュニケーション点の３つ

の成績によって決定します。勝利数が同数の場合は審判投票数によって順位をつけ、

それも同数の場合は、コミュニケーション点によって順位を決めます。 
(4) 1 日目の閉会式はございません。試合終了後そのまま解散となります。2 日目は全チ

ームとも閉会までご参加ください。 
 

2017 年九州地区中学・高校ディベート選手権大会実行委員会 
 

実行委員長 井上奈良彦 （九州大学） 浜田 昭彦 （読売新聞西部本社事業部長） 

実行副委員長 酒賀 匡 （肥後銀行）   

事務局 田邉 未来 （九州工業大学） 酒賀 えり （クランポンスクール） 

 田尻 昌子 （読売新聞西部本社事業部）   

審判 浅尾 友里愛 池田 賢治 池田 貴裕 岩永 哲享 

 牛尾 晃 内堀 翔一朗 大下 哲 小倉 裕樹 

 鬼塚 貴広 角田 拓野 加治 健治 金武 嵩英 

 神尾 雄一郎 清藤 祐太 小吉 智己 佐久間 惇 

 志村 哲祥 園山 幸一 園山 晴夫 高瀬 駿 

 田中 かおり 田中 元樹 友永 尚子 中島 諒 

 中原 彩水 中村 陽 新穂 宝 西村 菜美 

 橋口 聖史 畑野 信太郎 久島 玲 樋田 昌之 

 福原 開斗 松本 祟人 光武 亨 宮嶋 隼司 

 宮島 智紀 森田 洋明 森山 美沙樹 吉村 隆文 

    (五十音順) 
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