
平成２７年度全九州高等学校体育大会
(　個人戦成績は3位以内記述　)

競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

陸上競技 ◆男子  ５０００ｍ 1位 改木　悠真 鶴崎工業 14分36秒71 1位

(九州新人) ◆男子  ４００ｍＨ 2位 杉山  孟示 大分雄城台 52秒64

◆男子  ヤリ投げ 1位 梅本　凌佑 大分雄城台 61ｍ06 1位

◆男子  ８種競技 3位 運乗　翔太 杵築 総合ポイント4927

◆男子  総合 7位 大分雄城台高校 14点

◆女子  ２００ｍ 2位 児玉　芽生 大分雄城台 24秒19

◆女子 ４００ｍ 1位 児玉　芽生 大分雄城台 57秒12 1位

◆女子  ８００ｍ 2位 仲道  彩音 大分西  2分13秒29

◆女子  １５００ｍ 3位 宮城亜支亜 大分東明  4分30秒01

◆女子  ４×１００ｍリレー 3位     47秒94

◆女子  走幅跳 1位 宮地　海希 佐伯鶴城 5ｍ74 1位

◆女子  総合 7位 大分雄城台高校 14点

(北九州大会) ◆男子  ２００ｍ 3位 松清  和希 楊志館 21秒75

◆男子  400ｍ 1位 松清  和希 楊志館 47秒29 １位

◆男子  ５０００ｍ 3位 伊東  颯汰 大分東明 14分27秒12

◆男子 １１０ｍＨ 1位 兒玉  彩希 楊志館高校 14秒76 １位

◆男子  ３０００ｍＳＣ 2位 藤井　雄大 大分西 9分20秒48

◆男子  ４×４００ｍリレー １位 3分14秒10 １位

◆男子  三段跳 2位 三浦  崇太郎 大分舞鶴 １４ｍ65

◆男子  総合 １位 楊志館高校 ２６点 １位

◆女子  １００ｍ ３位 都甲  留愛 大分舞鶴 12秒33

◆女子  ４００ｍ ３位 兒玉  彩希 大分雄城台  57秒17

◆女子  ８００ｍ １位 首藤  紗英 大分西 ２分１１秒９９ １位

◆女子  ８００ｍ ３位 日隈  彩美 大分西  2分14秒41

◆女子  ３０００ｍ １位 工藤  杏華 大分西  9分23秒44 １位

◆女子  ４００ｍH ３位 児玉  彩希 大分雄城台 １分０１秒94

◆女子  走高跳 ２位 渡邉　智世 杵築 1m65

◆女子  砲丸投 ２位 加藤  碧 佐伯豊南新豊南 12ｍ36

◆女子  七種競技 ２位 岡野  知佳 大分舞鶴 総合ポイント4538

◆女子  総合 ３位 大分西高校 22点

（駅　伝） ◆男子  総合 鶴崎工業 ４位 ２時間１０分０４秒

◆男子  区間賞 （４区　8,088km） １位 竹石　尚人 鶴崎工業 24分36秒 １位

◆男子  総合 大分東明 ７位 ２時間１０分２５秒

◆男子  総合 日本文理大付 １３位 ２時間１２分３５秒

◆女子  総合 大分西 ９位 １時間１１分１８秒

◆女子  総合 大分東明 １４位 １時間１２分２８秒

◆女子  総合 日本文理大付 １７位 １時間１３分５８秒

体操 ◆男子  団体総合 ――

◆男子  個人総合 ――

◆女子  団体総合 4位 合計得点 133.450

◆女子  個人種目別 平均台 3位 矢野  朱音 佐伯鶴城 12.500

新体操 ◆男子  団体 6位 日出総合高校 合計点 13.700

◆女子  団体 9位 11.400

◆女子  個人総合 2位 堀 　 七瀬 別府鶴見丘 合計点 22.600

3位 日奈子　蓮 別府鶴見丘 合計点 21.900

競泳 ◆男子  １００ｍ平泳ぎ 2位 浅井  拓実 大分雄城台 1分04秒17

◆男子  ２００ｍ平泳ぎ 1位 浅井  拓実 大分雄城台 2分17秒57 １位

◆男子  ２００ｍ個人メドレー 1位 伊藤  海輝 大分雄城台 2分05秒96 １位

◆男子 ４００ｍ個人メドレー 1位 伊藤  海輝 大分雄城台 4分25秒78 １位

◆男子  ４００ｍメドレーリレー 3位 大分雄城台 伊藤,浅井,松尾,小野 3分53秒48

◆男子 学校対抗得点 4位 大分雄城台高校 63点

◆女子 １００ｍバタフライ 1位 清田  栞那 大分雄城台 1分01秒64 １位

◆女子  ２００ｍバタフライ 2位 清田  栞那 大分雄城台 2分16秒06

水球 １回戦     大分商業 不戦勝

２回戦     大分商業 23 － 6 佐賀東
３回戦     大分商業 9 － 3 福岡工業
決勝戦 大分商業 10 － 9 鹿児島南 1位

（飛込み） （参加なし）

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ◆男子１回戦    大分舞鶴 85 － 63 長崎日大

◆男子２回戦    大分舞鶴 55 － 111 福大大濠

◆男子１回戦    日田 77 － 86 鹿児島商業

大分舞鶴　(竹下、松屋、都甲、大平)

楊志館　(清松、松清、児玉、加藤)

大分西高校

別府鶴見丘高校



競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

◆女子1回戦    藤蔭 54 － 63 西日本短大附

◆女子1回戦    中津北 53 - 72 佐賀清和

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ◆男子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦     別府鶴見丘 0 － 2 佐賀学園

◆男子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦     大分工業 2 － 1 美里工業

◆男子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦     大分工業 2 － 1 東福岡
◆男子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ３回戦     大分工業 1 － 2 鎮西 3位

◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦     大分商業 2 － 0 鹿児島女子

◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦     大分商業 2 － 0 西短大附 3位
◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ３回戦     大分商業 0 － 2 九州文化学園

◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦     東九州龍谷 不戦勝 －

◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦     東九州龍谷 2 － 0 鹿屋中央
◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ３回戦     東九州龍谷 2 － 0 北九州
◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ決勝戦     東九州龍谷 2 － 1 九州文化学園 1位

卓球 ◆男子  学校対抗１回戦 明豊 3 － 0 佐賀商業

◆男子  学校対抗2回戦 明豊 1 － 3 瓊浦

◆男子  学校対抗１回戦 杵築 0 － 3 れいめい

◆女子  学校対抗１回戦 東九州龍谷 3 － 2 長崎女子商業

◆女子  学校対抗2回戦 東九州龍谷 1 - 3 慶誠

◆女子  学校対抗１回戦 明豊 3 － 0 佐賀商業

◆女子  学校対抗2回戦 明豊 1 - 3 中村学園女子

◆男子・女子 ダブルス ―　―

◆男子・女子  シングルス ―　―

ｿﾌﾄﾃﾆｽ ◆男子  団体1回戦 大分商業 3 - 0 濟々黌

◆男子  団体2回戦 大分商業 1 － 2 大牟田

◆男子  団体1回戦 中津東 2 - 1 南山

◆男子  団体2回戦 中津東 1 - 2 東福岡

◆女子  団体1回戦 大分商業 0 - 3 宮崎商業

◆女子  団体1回戦 明豊 3 - 0 八重山

◆女子  団体2回戦 明豊 2 - 0 都城東

◆女子  団体3回戦 明豊 2 - 0 佐賀清和

◆女子  団体決勝戦 明豊 1 - 2 名護 2位

◆男子  個人 ―　―

◆女子  個人 ―　―

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ ◆男子　1回戦    大分 27 - 17 佐賀清和

◆男子　2回戦    大分 30 - 26 小林秀峰

◆男子　3回戦    大分 21 - 23 長崎日大 3位

◆男子　1回戦    大分雄城台 46 - 17 延岡

◆男子　2回戦    大分雄城台 37 - 20 国分

◆男子　3回戦    大分雄城台 37 - 31 九州学院

◆男子　決勝戦    大分雄城台 24 - 18 長崎日大 1位

◆女子　1回戦    大分 29 - 18 濟々黌

◆女子　2回戦    大分 27 - 15 西南学院

◆女子　3回戦    大分 17 - 16 佐世保商業

◆女子　決勝戦    大分 23 - 24 那覇西 2位

◆女子　1回戦    大分鶴崎 31 - 14 佐賀清和

◆女子　2回戦    大分鶴崎 23 - 24 小林秀峰

ｻｯｶｰ ◆男子　1回戦    中津東 3　ＰＫ３－０ - 3 佐賀学園

◆男子　2回戦    中津東 3 - 1 熊本国府

◆男子　3回戦    中津東 0 - 1 鵬翔 3位

◆男子　1回戦    大分 2 - 1 日章学園

◆男子　2回戦    大分 0 - 2 東福岡

◆女子　1回戦    柳ヶ浦 6 - 0 神埼

◆女子　2回戦    柳ヶ浦 1 - 2 東海大付属第五 3位

ラグビー ◆男子　1位ﾌﾞﾛｯｸ1回戦    大分舞鶴 21 - 22 長崎北陽台

◆男子　2位ﾌﾞﾛｯｸ1回戦    大分上野丘 19 - 7 名護

◆男子　2位ﾌﾞﾛｯｸ2回戦    大分上野丘 28 - 36 高鍋 3位

ソフトボール ◆男子　1回戦    日田林工 0 - 5 九州産業大学付属

◆男子　1回戦    大分東 1 - 4 大村工業

◆女子　1回戦    大分東 2 - 7 福岡大学附属若葉

◆女子　1回戦    昭和学園 3 - 1 香椎

◆女子　2回戦    昭和学園 2 - 6 佐賀女子短大付属佐賀女子

相撲 ◆団体　予選リーグ 楊志館 1勝6得点 10位

◆団体　予選リーグ 中津東 2勝11得点 6位

◆団体　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦 中津東 0 - 5 文徳



競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

◆個人　無差別級 ２位 間地  良太 楊志館

◆個人　無差別級 ３位 梅木  竜治郎 日田林工

◆個人　８０kg未満級 ３位 三笘　慶大 日田林工

◆個人80kg以上100kg未満 ３位 安部　千紘 楊志館

柔道 ◆男子  団体予選リーグ 2勝0分1負9得点 国東

◆男子  団体予選リーグ　 １勝0分2負8得点 柳ヶ浦

◆女子  団体予選リーグ　 １勝１分１負３得点 大分西

◆女子  団体予選リーグ　 0勝0分3負1得点 国東

◆男子  個人戦66Kg 3位 清永　大輝 柳ヶ浦

◆男子  個人戦81Kg 2位 山下　和哉 国東

◆男子  個人戦100Kg超 3位 中島　大貴 国東

◆男子  個人戦100Kg超 3位 工藤　祐輝 大分豊府

◆女子  個人戦48Kg 2位 辻田　愛佳 柳ヶ浦

◆女子  個人戦57Kg 2位 山下　彩 柳ヶ浦

◆女子  個人戦57Kg 3位 吉成沙也加 国東

剣道 ◆男子  団体予選リーグ　 2敗1分 大分

◆男子  団体予選リーグ　 2勝1敗 杵築

◆男子  団体決勝Ｔ1回戦　 杵築 ２（２）　　- 3(4) 東福岡

◆女子  団体予選リーグ　 3敗 佐伯鶴城

◆女子  団体予選リーグ　 2敗1分 三重総合

◆男子  個人 ―　―

◆女子  個人 ―　―

弓道 ◆男子  団体予選 (40射26中) 別府鶴見丘

◆男子  団体予選 (40射20中) 大分工業

◆女子  団体予選 (40射14中) 大分雄城台

◆女子  団体予選 (40射21中) 中津南

◆男子  個人 ―　―

◆女子  個人 ―　―

登山 ◆男子　【福岡英彦山】 4位 竹田 91.6

◆男子　【福岡英彦山】 13位 大分上野丘 61.0

◆女子  【福岡英彦山】 2位 竹田 92.6

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ◆男子  団体1回戦 大分東明 0 - 3 南風原

◆男子  団体1回戦 別府鶴見丘 3 - 0 瓊浦

◆男子  団体2回戦 別府鶴見丘 1 - 3 日章学園

◆女子  団体1回戦 別府鶴見丘 0 - 3 八代白百合学園

◆女子  団体1回戦 大分西 3 - 0 コザ

◆女子  団体2回戦 大分西 0 - 3 九州国際大学付属

◆男女子 個人 ダブルス ―　―

◆男女子 個人 シングルルス ―　―

ﾎﾞｰﾄ ◆男子  舵手つきクォドルプル 3位 日田 小田,奥谷,末次,佐々木,石松、梶原、活田 3分54秒8

◆男子  ダブルスカル 1位 神﨑、畠山、吉岡 津久見海洋科学 4分05秒0 １位

◆男子  ダブルスカル 2位 後藤、衛藤、栗山 日田三隈 4分07秒4

◆男子  シングルスカル 1位 高瀬稜馬 日田三隈 4分19秒1 １位

◆男子  シングルスカル 3位 佐藤雄大 日田三隈 4分27秒2

◆女子  舵手つきクォドルプル 5位 日田三隈 木村,鈴木,上田,長尾,宮本,梶原,古賀 4分3４秒2

◆女子  ダブルスカル 1位 村岡,佐藤.石松 日田三隈 4分28秒9 １位

◆女子  シングルスカル 1位 大門千紗 日田林工 4分37秒6 １位

◆女子  シングルスカル 2位 高野晃帆 日田三隈 4分42秒1

ﾚｽﾘﾝｸﾞ ◆男子  学校対抗１回戦  日本文理大付 6 対 1 宮崎農業

◆男子  学校対抗２回戦  日本文理大付 3 対 4 小倉商業

◆男子　個人戦　120kg級 3位 武藤　翔吾 日本文理大付

テニス ◆男子  団体1回戦 大分舞鶴 3 - 0 致遠館

◆男子  団体2回戦 大分舞鶴 2 - 0 鹿児島実業

◆男子  団体3回戦 大分舞鶴 2 - 0 海星

◆男子  団体決勝戦 大分舞鶴 2 - 0 柳川 1位 １位

◆男子  団体1回戦 別府青山 0 - 3 柳川

◆女子  団体１回戦 大分舞鶴 0 - 3 沖縄尚学

◆女子  団体１回戦 福徳学院 3 - 0 八代白百合

◆女子  団体２回戦 福徳学院 0 - 2 鳳凰

◆男子  シングルス 2位 古賀大貴 大分舞鶴

◆男子  シングルス 3位 横尾淳司 大分舞鶴

◆男子  ダブルス 3位 古賀,合戸 大分舞鶴

◆女子  シングルス 3位 大瀬良  百華 福徳学院



競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

◆女子  ダブルス 3位 大瀬良・三上 福徳学院

自転車 ◆男子  ４kmチーム・パーシュート 3位 別府商・別府翔青 藤内,廣瀬,甲斐,長松 4分39秒357

◆男子  ４kmチーム・パーシュート 8位 日出総合 中山、丸山、石井、小林 4分50秒869

◆男子  チーム・スプリント 2位 日出総合 小島、佐藤、田村、首藤  1分21秒355

◆男子  ３kmインディヴィデュアル・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 3位 日出総合 中山  駿  3分41秒648

◆男子  1kmタイムトライアル 3位 別府商・別府翔青 甲斐　俊祐 1分09秒780

◆男子  ４km速度競走 2位 別府商・別府翔青 長松  大祐

◆男子  スプリント 2位 別府商・別府翔青 甲斐  俊祐

◆男子  スクラッチ 3位 別府商・別府翔青 藤内  総志

◆男子  総合得点順位 3位 別府商・別府翔青 38点

◆男子  総合得点順位 7位 日出総合 24点

◆男子  個人ロード・レース　他 ―　―

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ◆男子  総合得点順位 ―　―

◆   ライトウェルター級（県1位ﾊﾟｰﾄ) 3位 庄　力　也(津久見)

◆   ウェルター級（県1位ﾊﾟｰﾄ) 3位 副　雅　和(大分工業)

◆   ミドル級（県1位ﾊﾟｰﾄ) 3位 小野　瞬也(大分工業)

◆   バンタム級(県2位ﾊﾟｰﾄ) 3位 利光　滉志(大分工業)

◆   ライトウェルター級(県2位ﾊﾟｰﾄ) 3位 小畑　武尊(別府商業)

ホッケー ◆男子  団体予選リーグ 1勝2敗 玖珠美山

◆女子  団体予選リーグ 0勝3敗 玖珠美山

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ ◆５６kg級トータル 2位 内尾  友紀 宇佐 187

◆６２kg級トータル 3位 川野  雅弥 大分工 212

◆８５kg級トータル 2位 末松  昌己 大分工 237

◆９４kg級トータル 3位 石川聡一郎 国東 215

◆＋１０５kg級トータル 3位 田原  祐貴也 大分工 230

◆団体得点順位 ６位 大分工業 24点

◆団体得点順位 ９位 宇佐 20点

ヨット ◆男子 学校対抗成績 ４位 別府青山 154

◆男子 学校対抗成績 １８位 津久見海洋科学 271

◆女子 学校対抗成績 １３位 別府翔青 158

◆女子 学校対抗成績 １位 別府青山 47 1位

◆女子 学校対抗成績 １３位 別府翔青 158

◆女子  ４２０級 １位 別府青山 赤嶺,丸山,清水,平野 18 1位

◆女子  ＦＪ級 １位 別府青山 秋吉,帯刀,石川,白石 16 1位

◆女子  ＦＪ級 ２位 別府青山 上村､清原､原田､山下 24

ﾌｪンシング ◆男子  学校対抗１回戦 別府翔青 3 ― 5 鹿児島南

◆女子  学校対抗1回戦 大分豊府 2 ― 5 佐賀商業

◆男子  個人戦　エペ １位 伊野  蒼汰 大分豊府 1位

◆男子  個人戦　エペ ３位 奥武  大輔 大分豊府

◆男子  個人サーブル ２位 松重  宗一郎 大分豊府

◆男子  個人サーブル ３位 工藤　幸太郎 大分豊府

◆男子  フルーレ １位 上野  優斗 別府翔青 1位

◆男子  フルーレ ４位 石井　魁 別府翔青

◆女子  個人戦　エペ １位 小田  みはる 別府商業 1位

◆女子  個人サーブル １位 矢幡  侑菜 藤蔭 1位

カヌー ◆男・女　総合成績 ―　―

◆男子ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ     ３位 佐藤  洸誠 楊志館 ２分０９秒49

◆男子ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ ３位 大分舞鶴 柚野,橋本 ２分０５秒２８

◆男・女子種目別　 ―　―　 4位

なぎなた ◆ 団体　予選リーグBｸﾞﾙｰﾌﾟ3位 福徳学院

◆演技 ３位 福徳学院 甲斐 麻保、園田 茉央

◆演技 ３位 大分西 川野柚奈､清水鮎

◆試合 1位 福徳学院 園田　茉央 1位

ｱｰﾁｪﾘｰ ◆女子  団体決勝Ｔ１回戦 ３位 大分東明 3　― 5 厳木

◆男・女個人戦 ―　―

空手道 ◆男子  団体組手１回戦 柳ケ浦 0 ― 2 佐世保北

◆男子  団体組手１回戦 高田 2 ― 3 日章学園

◆女子  団体組手１回戦 大分南 1 ― 4 真颯館

◆女子  団体組手１回戦 高田 0 ― 5 宮崎第一

◆女子  個人形 １位 尾関  栄麻菜 大分南 1位

少林寺拳法 ◆女子  団体演武 ３位 玖珠美山 小畠,河野,中霜,吉住,戸川,甲斐,陶山

◆男子  団体演武 ―　―

◆男・女子  組・単 ―　―


