
2013/9/4

平成25年度　全国高等学校総合体育大会上位者（ベスト８）一覧
【　団体の部　】（　１１競技　１４種目）

順位 競技・種目名　 校名 順位 競技・種目名　 校名

優勝 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ◆女子   東九州龍谷高等学校 ５位 相撲◆男子 楊志館高等学校

２位 自転車競技◆男子ﾄﾗｯｸ学校対抗得点 日出暘谷・日出総合高等学校 ５位 ホッケー◆男子 玖珠農業高等学校

２位 自転車競技◆男子総合学校対抗得点 日出暘谷・日出総合高等学校 ５位 フェンシング◆男子 大分豊府高等学校

３位 剣道◆女子 大分鶴崎高校 ５位 自転車競技◆男子ﾛｰﾄﾞ学校対抗得点 日出暘谷・日出総合高等学校

３位 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ◆女子 大分高等学校 ６位 登山◆男子 竹田高等学校

３位 ﾖｯﾄ◆男子 ＦＪ級デュエット 別府青山高等学校 ６位 ﾖｯﾄ◆女子 ＦＪ級デュエット 別府青山高等学校

４位 ｱｰﾁｪﾘｰ◆女子 大分東明高等学校 ７位 新体操◆女子 別府鶴見丘高等学校

【 個人の部　】（１３競技 ４０種目） 

順位 競技　・　種目名　

１位

１位

１位

２位 競泳◆男子 ２００ｍ平泳ぎ  

２位

２位

２位

２位

２位

３位

３位

３位

３位

３位

３位

４位 競泳◆男子 １００ｍ平泳ぎ

４位

４位

５位 競泳◆女子 ２００ｍ背泳ぎ

５位

５位

５位

５位

５位

６位 競泳◆男子 ５０ｍ自由形   

６位 競泳◆女子 １００ｍバタフライ  

６位

６位

７位

７位

７位

７位

７位

７位

７位

７位

７位 アーチェリー◆女子

８位 飛込◆女子  飛板飛込

８位

８位 ヨット◆男子  ＦＪ級ソロ

【過去の入賞者数の比較】

自転車競技◆男子  ４km速度競走

柔道◆男子  個人６０kg級

カヌー◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（200m)

柔道◆男子  個人８１kg級

カヌー◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（500m)

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆８５kg級スナッチ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆８５kg級クリーン＆ジャーク

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆８５kg級トータル

自転車競技◆男子  ４kmチーム・パーシュート

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆＋１０５kg級スナッチ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆＋１０５kg級トータル

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ◆女子  フルーレ

カヌー◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m)

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆＋１０５kg級クリーン＆ジャーク

新体操◆女子  フープ

自転車競技◆男子  ３kmインディヴィデュアル・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

柔道◆男子  個人１００kg超級

柔道◆女子  個人７０kg級

自転車競技◆男子  個人ロード・レース

テニス◆男子  シングルス

空手道◆男子  個人組手

自転車競技◆男子  ケイリン

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆７７kg級クリーン＆ジャーク

自転車競技◆男子  ４kmチーム・パーシュート

自転車競技◆男子  スクラッチ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆７７kg級スナッチ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆７７kg級トータル

カヌー◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m)

カヌー◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ（200m)

新体操◆女子  個人総合

陸上競技◆女子１００ｍ

ボート◆男子シングルスカル

氏名・学年・学校名

安部浮武紀 3年　宇佐高等学校

森田考博 3年　楊志館高等学校

金山天地 3年　柳ケ浦高等学校

渡辺一平 2年　佐伯鶴城高等学校 

森田考博 3年　楊志館高等学校

小倉拓実 3年　柳ケ浦高等学校

黒枝咲哉 3年　日出暘谷・日出総合高等学校

成松由加理 3年　別府鶴見丘高等学校

野中雅浩 2年　大分工業高等学校

渡辺一平 2年　佐伯鶴城高等学校 

三浦桜子 3年. 木村礼美 3年　大分豊府高等学校

伊藤理那 3年　藤蔭高等学校

野中雅浩 2年　大分工業高等学校

野中雅浩 2年　大分工業高等学校

黒枝咲哉 3年, 阿部将大 2年, 高橋優斗 2年, 高橋綜一郎 2年
日出暘谷･日出総合高等学校

安部浮武紀 3年　宇佐高等学校

安部浮武紀 3年　宇佐高等学校

清田栞那 1年　大分雄城台高等学校

原田 晃世 2年　別府青山高等学校

藤沢 貴樹 3年　柳ケ浦高等学校

中井 雄也 3年　大分舞鶴高等学校

黒枝咲哉 3年　日出暘谷・日出総合高等学校

岡田果穂 3年　大分西高等学校

北条祐貴 3年　杵築高等学校

阿部将大 2年　日出暘谷・日出総合高等学校

大西綾香 3年　東九州龍谷高等学校

森田考博3年.平川昴輝3年.麻生幹太2年.川野拓真2年 楊志館高等学校

山崎慶人 3年　高田高等学校

久保田篤史 3年　大分工業高等学校

久保田篤史 3年　大分工業高等学校

高橋優斗 2年　日出暘谷・日出総合高等学校

伊東泰輝3年.江口彰志3年.加藤樹3年.三重野将章2年 別府商業高等学校

久保田篤史 3年　大分工業高等学校

豊田耕作 3年　日出暘谷・日出総合高等学校

矢野航志2年.樫山剛士3年.吉岡直輝2年.藤並剛2年 別府青山高等学校  

河津蒼摩 2年　日田林工高等学校

日高麻美 3年　別府青山高等学校

青木理沙 3年　大分東明高等学校

緒賀悠 3年　大分舞鶴高等学校

成松由加理 3年　別府鶴見丘高等学校

年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

団体入賞 ８競技８種目 ９競技１０種目 １２競技１４種目 １６競技２４種目 １２競技１４種目 １１競技１２種目 ７競技９種目 4競技4種目 11競技14種目

個人入賞 １４競技３２種目 １５競技３９種目 １４競技４５種目 １４競技５１種目 １４競技５２種目 １１競技３０種目 １１競技２５種目 １０競技３４種目 １3競技40種目

団体優勝 ― １競技１種目 １競技１種目 ５競技５種目 ３競技３種目 １競技１種目 １競技１種目 ― １競技１種目

個人優勝 ２競技２種目 ４競技４種目 ３競技６種目 ２競技２種目 ３競技３種目 ３競技４種目 ― ５競技６種目 ３競技３種目



平成２５年度全国高等学校総合体育大会大分県競技結果一覧 

競技 種別等 競技成績 備考

【陸上競技】 ◆男子１１０ｍハードル予選 ２組８組２着までと上位８人通過 3位　西恭平　楊志館（大分）15秒03 

◆男子４００ｍハードル 予選 ８組 ８組２着までと上位８人通過 4位　沢祐樹　杵築（大分）    54秒09 

◆男子４００ｍハードル 予選 ８組 ８組２着までと上位９人通過 5位　武藤拓海　佐伯鶴城（大分）    54秒16 

◆男子８００ｍ　予選   １組 ８組２着までと上位８人が通過 3位　松木大地　日田（大分） 1分53秒04 準決勝へ

◆男子８００ｍ　準決勝　2組　3組2着までと上位2人が通過 6位　松木大地　日田（大分） 1分55秒39 

◆男子ハンマー投　予選　１組  20位　長谷川武　国東高双国（大分）51ｍ22 

◆男子やり投　予選   １組 24位　岩本貴浩　国東(大分)　55ｍ28

◆男子円盤投　予選   １組 10位　首藤大輝　大分雄城台（大分）41ｍ98 

◆女子１００ｍ　予選　７組 ８組２着までと上位８人が通過 3位　足立紗矢香　大分雄城台（大分）12秒13 準決勝へ

◆女子１００ｍ　準決勝　２組 ３組２着までと上位２人が通過 4位　足立紗矢香　大分雄城台（大分）12秒02 

◆女子１００ｍ　予選　５組 ８組２着までと上位８人が通過 1位　緒賀悠　大分舞鶴（大分）11秒99 準決勝へ

◆女子１００ｍ　準決勝　１組 ３組２着までと上位２人が通過 3位　緒賀悠　大分舞鶴（大分）11秒99 決勝へ

◆女子１００ｍ　決勝    7位　緒賀悠　大分舞鶴（大分）12秒05 ７位

◆女子２００ｍ　予選 ５組 ８組２着までと上位８人が通過 3位　足立紗矢香　大分雄城台（大分）  25秒02 準決勝へ

◆女子２００ｍ　準決勝   １組 ３組２着までと上位２人が通過 8位　足立紗矢香　大分雄城台（大分）25秒32 

◆女子２００ｍ　予選   ８組 ８組２着までと上位８人が通過 2位　田中慶子　大分雄城台（大分）    25秒06 準決勝へ

◆女子２００ｍ　準決勝   ２組 ３組２着までと上位２人が通過7位　田中慶子　大分雄城台（大分）    25秒04 

◆女子１００ｍハードル 予選 ６組 ８組２着までと上位８人通過 5位　高橋美理　大分西（大分）    14秒69

◆女子４×１００ｍリレー予選５組８組２着までと上位８チーム通過5位　大分雄城台（大分）田中,足立,末延,山上    47秒43 

◆女子走幅跳　予選   ２組 17位　三浦真子　大分舞鶴（大分） 5ｍ51  0.0

◆女子走高跳　予選　２組  12位　首藤茉優　大分舞鶴（大分） 1ｍ64

◆女子円盤投　予選   １組  19位　佐藤春花　大分雄城台（大分） 34ｍ28

◆女子砲丸投　予選   １組   4位　川野尚美　大分雄城台（大分）12ｍ77 決勝へ

◆女子砲丸投　決勝 9位  川野尚美　大分雄城台（大分）12ｍ82 

◆女子七種競技　最終成績         29位　岡野知佳　大分舞鶴（大分）総合ポイント 4130     

  100mH　走高跳　砲丸投　200m   走幅跳　やり投　800m 

  14秒96  1ｍ51  9ｍ44   27秒22  4ｍ65  28ｍ39  2分41秒82 

【体 操】 ◆男子  団体総合　予選（最終） 42位　大分西高校（大分）荻野,平木,中野合計得点180.000     

      ゆか・あん馬・つり輪・跳馬・ 平行棒・鉄棒 

       34.250 30.400 25.800 37.000　26.050 26.500 

◆男子  個人総合　予選（最終） 185位　中野  竜之介　大分西高校（大分）合計得点 68.300     

      ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

       12.100 11.550  9.350 12.250　11.250 11.800 　

195位　荻野  史人　大分西高校（大分）合計得点 66.300     

      ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

 11.050　9.350　10.950　14.200　9.050　11.700

210位　小野  雄大佐伯鶴城（大分）合計得点 64.300     

      ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

       11.800 10.300  9.250 11.300 10.300 11.350 

248位　平木  龍之介大分西（大分）合計得点 45.400     

      ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

       11.100  9.500  5.500 10.550  5.750  3.000 

棄権　谷藤  侑介杵築（大分）合計得点     

◆女子  団体総合　予選（最終 23位　佐伯鶴城高校（大分）岩佐,川辺,林　合計得点134.550     

      跳馬　段違い平行棒　平均台　ゆか

       37.100 30.250 31.550 35.650

◆女子  個人総合　予選（最終 75位　林  里緒奈　佐伯鶴城高校（大分）合計得点 45.650     

      跳馬　段違い平行棒　平均台　ゆか

       12.700  9.450 11.050 12.450

75位　岩佐　春花　佐伯鶴城高校（大分）合計得点 45.650     

      跳馬　段違い平行棒　平均台　ゆか

       12.350 11.250 10.600 11.450

105位　広田  楓大分西（大分）合計得点 43.300     

      跳馬　段違い平行棒　平均台　ゆか

       12.400  9.400  9.750 11.750

106位　川辺  さやか佐伯鶴城（大分）合計得点 43.250     

      跳馬　段違い平行棒　平均台　ゆか

       12.050  9.550  9.900 11.750

150位　藤原  咲那大分西（大分）合計得点 38.850     
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競技 種別等 競技成績 備考

【体 操】       跳馬　段違い平行棒　平均台　ゆか

       12.550  5.450 10.000 10.850

【新体操】 ◆男子  団体 20位　日出暘谷・日出総合（大分）　左東,足立,石田,黒石,宮部,宮本 　15.500  

◆男子  個人 総合 34位　左東  聖人　日出暘谷・日出総合（大分）合計点 　14.250  

◆男子  ロープ 33位　左東  聖人　日出暘谷・日出総合（大分） 　 6.950  

◆男子  クラブ 30位　左東  聖人　日出暘谷・日出総合（大分）  　7.300  

◆女子  団体 7位　別府鶴見丘（大分　）成松,和田,堀,匹田,吉村　 13.983  ７位

◆女子  個人　総合 7位　成松  由加理　別府鶴見丘（大分）合計点 27.450  ７位

◆女子  フープ 4位　成松  由加理　別府鶴見丘（大分） 　14.750  ４位

◆女子  リボン 9位　成松  由加理　別府鶴見丘（大分） 　12.700  

【水 球】 ◆男子　２回戦   鳥取中央育英（鳥取）13－7大分商業（大分）  4－3 

 4－1 

 3－1 

 2－2 

【飛込み】 ◆女子  飛板飛込予選   上位12名が決勝へ 6位　日高  麻美　別府青山（大分）222.00 決勝へ

◆女子  飛板飛込決勝  8位　日高  麻美　別府青山（大分）408.25 ８位

【競 泳】 ◆男子 ５０ｍ自由形予選 ６組 ﾀｲﾑ上位8位まで決勝へ 4位　原田  晃世　別府青山（大分）    24秒10 決勝へ

◆男子 ５０ｍ自由形決勝     6位　原田  晃世　別府青山（大分）    24秒16 ６位

◆男子 ４００ｍ自由形予選  ４組 ﾀｲﾑ上位8位まで決勝へ 1位　近藤  樹　高田（大分） 3分58秒26 

◆男子 １５００ｍ自由形予選 ４組 ﾀｲﾑ上位8位まで決勝へ 3位　後藤  孝太　別府青山（大分）16分 7秒23 

◆男子 １００ｍ平泳ぎ予選 ６組 ﾀｲﾑ上位8位まで決勝へ 1位　渡辺  一平　佐伯鶴城（大分） 1分 2秒47 決勝へ

◆男子 １００ｍ平泳ぎ決勝  4位　渡辺  一平　佐伯鶴城（大分） 1分 2秒20 ４位

◆男子 ２００ｍ平泳ぎ予選 ７組 ﾀｲﾑ上位8位まで決勝へ 1位　渡辺  一平　佐伯鶴城（大分） 2分12秒16 決勝へ

◆男子 ２００ｍ平泳ぎ決勝   2位　渡辺  一平　佐伯鶴城（大分） 2分12秒09 ２位

◆男子 ２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ予選 ７組 ﾀｲﾑ上位8位まで決勝へ 2位　伊藤  海輝　大分雄城台（大分） 2分 7秒70 

◆男子 ４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ」予選 ３組 ﾀｲﾑ上位8位まで決勝へ 1位　近藤  樹　高田（大分） 4分28秒57 

3位　伊藤  海輝　大分雄城台（大分） 4分30秒45 

◆女子 １００ｍ背泳ぎ予選 ４組 ﾀｲﾑ上位8位まで決勝へ 5位　大西  綾香　東九州龍谷（大分） 1分 3秒64 

◆女子 ２００ｍ背泳ぎ予選 ５組 ﾀｲﾑ上位8位まで決勝へ 1位　大西  綾香　東九州龍谷（大分） 2分13秒43 決勝へ

◆女子 ２００ｍ背泳ぎ決勝   5位　大西  綾香　東九州龍谷（大分） 2分13秒29 ５位

◆女子 １００ｍバタフライ予選 ５組 ﾀｲﾑ上位8位まで決勝へ 2位　清田  栞那　大分雄城台（大分） 1分 0秒87 決勝へ

◆女子 １００ｍバタフライ決勝   6位　清田  栞那　大分雄城台（大分） 1分 0秒59 ６位

【バスケッ ◆男子１回戦 昌平（埼玉 ） 68－66  大分舞鶴（大分）  10－20 

トボール】  23－18 

 19－12 

 16－16 

 ◆男子 １回戦 厚木東（神奈川） 102－53 柳ケ浦（大分）  19－6 

 26－16 

 24－15 

 33－16 

 ◆女子１回戦   中津北（大分） 99－65 倉吉北（鳥取）  32－13 

 21－8 

 19－20 

 27－24 

◆女子   ２回戦  大阪薫英女学院（大 阪） 105－43 中津北（大分）  21－12 

 25－8 

 27－18 

 32－5

◆女子１回戦  大分豊府（大分） 66－45 龍谷富山（富山）  16－10 

 16－10 

 15－13 

 19－12 

◆女子  ２回戦 明星学園（東京） 91－43 大分豊府（大分）  23－6 

 28－3 

 20－19 

 20－15  

【バレーボ ◆男子   予選グループ戦  別府鶴見丘 2－0 千葉商大付（千葉）  27－25 

ール】 （勝者は決勝トーナメントへ、敗者は敗者復活戦へ）    25－22

◆男子   決勝トーナメント１回戦    駿台学園(東京) 2－0 別府鶴見丘  25－15 

 25－15

◆女子　予選グループ戦 高松商（香川）2－1 東九州龍谷  16－25 

 （勝者決勝Ｔへ、敗者敗者復活戦へ）  25－17 
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【バレーボ  25－16 

ール】 敗者復活戦  （勝者決勝Ｔへ） 東九州龍谷 2－0福井工大福井（福井）  25－10 

 25－14

◆女子 決勝トーナメント２回戦 東九州龍谷 2－0聖カタリナ女（愛媛）  25－10 

　  25－14 

◆女子   決勝トーナメント３回戦   東九州龍谷 2－0岡山理大付（岡山）  25－22 

 25－18 

◆女子   決勝トーナメント４回戦 東九州龍谷 2－0北九州（福岡）  25－13 

 25－21

◆女子   準決勝 東九州龍谷 2－0文京学院大女（東京）  25－21 

 25－21 

◆女子決勝     東九州龍谷 3－1熊本信愛女学院(熊本)  22－25 優勝

          （東九州龍谷は２年ぶり６度目の優勝）  25－22 

 25－20 

 25－15 

【卓　球】 ◆男子  学校対抗　１回戦  明豊（大分）3－1育英（兵庫）   単3－0     複0－1   

○高橋3 － 2坂根    9－11    9－11      11－7    11  -9   11－3

○矢野3 － 0中道  11－5    11－3      12－10   

 近藤,高橋1 － 3土谷(耕),坂根○    8－11    3－11      11－5    9－11   

○近藤3 － 1和泉    11－9    11－9      9－11    11－7   

◆男子  学校対抗　２回戦   明豊（大分）3－0城南（徳島）   単2－0     複1－0   

○高橋3 － 0森兼(寛)    11－3    11－3    11－2   

○近藤3 － 1広沢    11－8    11－6      5－11    11－4   

○高橋,渡辺3 － 0広沢,森兼(嵩)    11－7    12－10      11－8   

◆男子  学校対抗　３回戦 希望が丘（福岡）3－2明豊（大分）   単3－1     複0－1   

○定松3 － 1佐藤    9－11    11－4    11－6    11－5   

○田添(健)3 － 1高橋    11－7    11－9      5－11    11－3   

 田添(健),上村1 － 3高橋,渡辺○    9－11    11－2      10－12    6－11

 田添(響)0 － 3矢野○    8－11    8－11      9－11   

○上村3 － 0近藤    11－9    11－9      11－2   

◆男子  ダブルス１回戦 近藤,佐藤3－0高松,西郷  11－2 

明豊（大分）   天理（奈良）  11－7 
 11－5 

◆男子  ダブルス２回戦 渡辺,白根3－1近藤,佐藤  11－2 

出雲北陵（島根）   明豊（大分）  10－12 

 11－9 
 11－5 

◆男子  ダブルス１回戦 高橋,渡辺3－1石川(衛),植松  11－6 

明豊（大分）   明大中野八王子（東京）  11－5 

 9－11 
 11－6 

◆男子  ダブルス２回戦 坂野,郭帥3－2高橋,渡辺  8－11 

富田（岐阜）   明豊（大分）  11－6 

 8－11 
 11－9 
 11－8 

◆男子  シングルス１回戦   小泉  勇貴3－2近藤  龍斗  10－12 

遊学館（石川）   明豊（大分）  14－12 

 9－11 
 11－6 
 11－5 

◆男子  シングルス１回戦    呉坤3－0渡辺  聡太  11－5 

関西（岡山）   明豊（大分）  11－8 

 11－4 

◆男子  シングルス１回戦   佐藤  直希3－0白井  裕二  11－4 

明豊（大分）   茨城高専（茨城）  11－6 
 11－8 

◆男子  シングルス２回戦      坂野  申悟3－0佐藤  直希  11－3 

富田（岐阜）   明豊（大分）  13－11 
 11－6 

◆男子  シングルス１回戦   高橋  拓己3－0長島  良樹  11－4 

明豊（大分）   埼玉栄（埼玉）  11－6 
 11－4 

◆男子  シングルス２回戦      高橋  拓己3－0瀬川  賢矢  11－9 

明豊（大分）   大阪桐蔭（大阪）  11－8 

 11－5 

◆男子  シングルス３回戦      竹岡  純樹3－1高橋  拓己  8－11 
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青森山田（青森）   明豊（大分）  11－9 

 11－7 
            11－8 

◆女子  学校対抗１回戦 奈良女（奈良） 3－1 別府溝部学園（大分）   単2－1     複1－0   

○政本3 － 0広島    11－6    11－9      11－8   

 安川2－ 3周小チン○   13－11    3－11    11－8  　 6－11　  7－11

○政本,横山3 － 1広島,池田    11－4    11－5      7－11    11－6

○横山3 － 1池田    11－8    11－8      7－11    11－9

◆女子  ダブルス１回戦 高原,水野3－1室,織田  11－6 

札幌大谷（北海道）   東九州龍谷（大分）  9－11 

 11－5 
 11－7 

◆女子  ダブルス１回戦 木原,近藤3－1藤本,多田  4－11 

明豊（大分）   芦屋学園（兵庫）  11－7 

 11－7 
 13－11 

◆女子  ダブルス２回戦 木原,近藤3－1楠川,徳田  8－11 

明豊（大分）   城南（徳島）  11－9 

 15－13 
 11－8 

◆女子  ダブルス３回戦 相原,安藤3－1木原,近藤  11－6 

青森山田（青森）   明豊（大分）  11－7 

   8－11 
 13－11

◆女子  シングルス１回戦   戸島  悠夏3－0周小チン  11－9 

秋田和洋女（秋田）   別府溝部学園（大分）  14－12 

 11－2 

◆女子  シングルス１回戦   木原  小絵香3－0大浦  悠  11－2 

明豊（大分）   福島高専（福島）  11－9 

 11－3 

◆女子  シングルス２回戦      王佳玉3－1木原  小絵香  7－11 

富田（岐阜）   明豊（大分）  11－8 

 11－7 
 17－15 

◆女子  シングルス１回戦 高橋  佑希3－0鈴石  秀美  11－2 

東九州龍谷（大分）   常盤木学園（宮城）  11－6 

 11－7 

◆女子  シングルス２回戦      高橋  佑希3－1邱文瑜  11－6 

東九州龍谷（大分）   新潟産大付（新潟）  8－11 

 11－8 
 11－9 

◆女子  シングルス３回戦      宮脇  千波3－1高橋  佑希  11－7 

華頂女（京都）   東九州龍谷（大分）  9－11 

 11－7 
 11－6 

◆女子  シングルス１回戦   近藤  未来3－0長野  亜美  13－11 

明豊（大分）   済美（愛媛）  11－8 

 11－9

◆女子  シングルス２回戦      近藤  未来3－2伊藤  佑里子  11－8 

明豊（大分）   札幌大谷（北海道）  2－11 

 11－4 
 8－11 
 11－9 

◆女子  シングルス３回戦      加藤  夏海3－1近藤  未来  11－9 

秋田商（秋田）   明豊（大分）  11－9 

 5－11 
 11－9

【ソフト ◆男子  団体１回戦   大分商（大分）2－1米子松蔭（鳥取） ○松久,姫野4－1車,稲田 

テニス】  中山,田ノ平3－4三上,金井○

○後藤(剛 ,後藤(晃 4－3松本,岡田 

◆男子  団体２回戦   羽黒（山形）2－1大分商（大分） ○石塚,宮守4－2後藤(剛 ,後藤(晃  

 西沢,横山0－4松久,姫野○

○国松,田中4－0中山,田ノ平 

◆男子  団体１回戦  楊志館（大分）2－1高島（滋賀） ○川野,佐藤4－2西村,山本 

○土谷,仲尾4－3篠原,奥村 

 岩武,工藤0－4堀部,山下○

◆男子  団体２回戦   中京（岐阜）2－1楊志館（大分） ○立木,真野4－1川野,佐藤 

【卓　球】

5



競技 種別等 競技成績 備考

【ソフト  玉置,大内0－4土谷,仲尾○

テニス】 ○安藤,仲野4－0岩武,工藤

◆男子  個人１回戦 福田,日下4－2湊,橋本 宇都宮工（栃木）   中津東（大分）

◆男子  個人１回戦 酒井,永松4－1黒田,中尾 中津東（大分）   高岡商（富山）

◆男子  個人１回戦   岩武,佐藤4－1西田,高橋 楊志館（大分）   西城陽（京都）

◆男子  個人２回戦   遠藤,玉置4－0中山,田ノ平 三重（三重）   大分商（大分）

◆男子  個人２回戦  土谷,仲尾4－1阿部,今井 楊志館（大分）   山形中央（山形）

◆男子  個人２回戦   松久,姫野4－0多田,雨宮 大分商（大分）   尽誠学園（香川）

◆男子  個人２回戦  広中,長嶺4－2川野,工藤 徳山高専（山口）   楊志館（大分）

◆男子  個人２回戦   玉置,川崎4－1酒井,永松 中京（岐阜）   中津東（大分）

◆男子  個人２回戦   後藤(剛),後藤(晃)4－2赤尾,藪下 大分商（大分）   大同大大同（愛知）

◆男子  個人２回戦  掛川,下田4－0岩武,佐藤 前橋商（群馬）   楊志館（大分）

◆男子  個人３回戦  土谷,仲尾4－3望月,尾前 楊志館（大分）   三島（静岡）

◆男子  個人３回戦  樋野,青木4－0松久,姫野 出雲北陵（島根）   大分商（大分）

◆男子  個人３回戦   福嶋,井山4－2後藤(剛),後藤(晃) 松山（埼玉）   大分商（大分）

◆男子  個人４回戦 上床,河野4－1土谷,仲尾 鹿児島（鹿児島）   楊志館（大分）

◆女子  団体１回戦  大分商（大分）2－1松江商（島根）

○川野 ( 美 ) ,姫島4－3原,杉原 

○川野 ( 玲 ) ,室4－1多々納,金川 

 後藤 ( 杏 ) ,後藤 ( 碧 ) 1－4坪倉,花房○

◆女子  団体２回戦  尽誠学園（香川）2－1大分商（大分）

○森,泰江4－3川野 ( 玲 ) ,室 

 吉田,野崎0－4川野 ( 美 ) ,姫島○

○中村,田川4－2後藤 ( 杏 ) ,後藤 ( 碧 )  

◆女子  団体１回戦   明豊（大分）2－1高知学芸（高知）

 山宮,芦刈1－4明神,下元○

○真島,煤田4－2香川,北添 

○小玉,江村4－2吉本,山口 

◆女子  団体２回戦  広島翔洋（広島）3－0明豊（大分）

○中山,下田4－2小玉,江村 

○山田,内潟4－1真島,煤田 

○小谷,小野川4－1山宮,芦刈

◆女子  個人　１回戦 尾坂,福島4－3藤家,山口 三重（三重）   明豊（大分）

◆女子  個人　１回戦 川野(玲),室4－0大関,清水 大分商（大分）   白鴎大足利（栃木）

◆女子  個人　１回戦 遠藤,伊東4－2福士,三宅 大分商（大分）   仙台三（宮城）

◆女子  個人　２回戦 川野(美),姫島4－2城鳥,湯沢 大分商（大分）   上伊那農（長野）

◆女子  個人　２回戦 伊田,坂本4－3江村,小玉 米子松蔭（鳥取）   明豊（大分）

◆女子  個人　２回戦 生田,片山4－1川野(玲),室 脇町（徳島）   大分商（大分）

◆女子  個人　２回戦 西永,尾上4－0遠藤,伊東 鈴峰女（広島）   大分商（大分）

◆女子  個人　２回戦 大沢,白石4－1真島,煤田 聖カタリナ女（愛媛）   明豊（大分）

◆女子  個人　２回戦 高橋,福田4－0山宮,芦刈 札幌龍谷学園（北海道）   明豊（大分）

◆女子  個人　２回戦 後藤(杏),後藤(碧)4－1田村,植木 大分商（大分）   長岡商（新潟）

◆女子  個人　３回戦 西崎,吉岡4－0川野(美),姫島 岡山理大付（岡山）   大分商（大分）

◆女子  個人　３回戦 花園,藤原4－1後藤(杏),後藤(碧) 国本女（東京）   大分商（大分）

【ハンド ◆男子  　１回戦  総社（岡山）24－23大分雄城台（大分）  10－8 

ボール】  14－15 

◆女子  　１回戦 大分（大分）19－16和歌山商（和歌山）  11－5 

 8－11

◆女子  　２回戦 大分（大分）25－17玉野光南（岡山）  15－9 

 10－8 
◆女子  ３回戦      大分（大分）28－23飛騨高山（岐阜）  15－12 

 13－11 

◆女子  準々決勝 大分（大分）23－21水海道二（茨城）  11－12 

 12－9 

◆女子  準決勝 高松商（香川）25－13大分（大分）  13－6 ３位
 12－7

【サッカ-】 ◆男子 　１回戦      大分西（大分）0－0名古屋（愛知）  0－0  3ＰＫ1 

 0－0 ▽得点者

◆男子  ２回戦    富山第一（富山）1－0大分西（大分）  0－0 

 1－0

【ソフト ◆女子   ２回戦      1 2 3 4 5  合計 ５回規定によりコールドゲーム

ボール】 金沢（石川） 0 1 4 5 2   12 （金） 

大分西（大分） 0 0 0 0 0    0 （大） 
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【相　撲】◆団体予選１回戦     楊志館（大分）4－1近大付（大阪）

○本田 おしだし前田  

○山下 はたきこみ元林  

 間地 したてなげ滝 ○

○橋本 こてなげ谷岡  

○吉田 つきだし川端  

◆団体予選２回戦     楊志館（大分）4－1福岡魁誠（福岡）

○本田 つきおとし北代  

○山下 よりきり佐々木  

 間地 よりきり梅崎 ○

○橋本 よりたおし坂口  

○吉田 つきだし末  

◆団体予選３回戦     楊志館（大分）5－0長崎鶴洋（長崎）

○本田 つきだし田中  

○山下 つきだし矢野 ( 康 )  

○間地 おしだし川口  

○橋本 よりきり矢野 ( 駿 )  

○吉田 おくりだし中村  

◆団体 決勝トーナメント１回戦 楊志館（大分）4－1東洋大牛久（茨城）

  ○本田 つきだし木暮  

○山下 おしだし末木  

○間地 よりたおし栗橋  

 橋本 つきだし川井 ○

○吉田 ひきおとし石川  

◆団体決勝トーナメント２回戦      楊志館（大分）4－1黒羽（栃木）

○本田 おしたおし橋本 ( 怜 )  

 山下 ひきおとし橋本 ( 隆 ) ○

○間地 おしだし三田  

○橋本 よりきり神田  

○吉田 つきだし岡野  

◆団体準々決勝    金沢工（石川）4－1楊志館（大分） ５位
 寺沢 つきおとし本田 ○

○北川 よりきり山下  

○鵜川 ずぶねり間地  

○西野 かたすかし橋本  

○深井 かたすかし吉田  

◆   個人予選１回戦    大塚瑞樹  高橋光矢 中津東(大分)おしだし渋川青翠（群馬）

◆   個人予選１回戦 石井大貴 　橋本幸一 拓大紅陵（千葉）ひきおとし楊志館（大分）

◆   個人予選１回戦      多田圭志 　照喜名清貴 中津東（大分）よりきり北部農林（沖縄）

◆   個人予選２回戦      古川晴貴 　大塚瑞樹 文徳（熊本）おしだし中津東（大分）

◆   個人予選２回戦     橋本幸一 　田中洸司郎 楊志館（大分）よりきり長浜（滋賀）

◆   個人予選２回戦     多田圭志 　戸田隼介 中津東（大分）よりきり東京学園（東京）

◆   個人予選３回戦     大塚瑞樹　 細木正輝 中津東（大分）おしだし宇治山田商（三重）

◆   個人予選３回戦      橋本幸一 　柴田竜也　 楊志館（大分）おしだし唐津青翔（佐賀）

◆   個人予選３回戦      多田圭志 　鎌田祥弘 中津東（大分）よりきり岡山理大付（岡山）

◆   個人決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出者決定１回戦   中井  駿 　橋本幸一 明徳義塾（高知）おくりたおし楊志館（大分）

◆   個人決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出者決定２回戦  西野倫理 　大塚瑞樹 金沢工（石川）つきだし中津東（大分）

◆   個人決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出者決定２回戦    松浦智哉　 多田圭志 平館（岩手）こてなげ中津東（大分）

【柔　道】 ◆男子  団体２回戦     東海大甲府（山梨）2－2柳ケ浦（大分） 内容勝ち

 中川 ② 引き分け 沓形 初 

○山本 初払い腰 内田 初 

 清水 初 優勢 金山 ②○

 藤田 初 優勢 松谷 ②○

◆男子  ６０kg級２回戦   小倉　拓実　背負い落とし中村  深水 柳ケ浦（大分）  東海大甲府（山梨） 

◆男子  ６０kg級３回戦   小倉  拓実　優勢泉  高祥 柳ケ浦（大分）  沼津（静岡） 

◆男子  ６０kg級４回戦     小倉  拓実　内股　杉本  大虎 柳ケ浦（大分）  日体荏原（東京） 

◆男子  ６０kg級準決勝      小倉  拓実　優勢　永山  竜樹 柳ケ浦（大分）  大成（愛知） 

◆男子  ６０kg級決勝      小倉  拓実　優勢　宮之原  誠也 柳ケ浦（大分）  大牟田（福岡） 優勝

◆男子  ６６kg級１回戦  中山  拓哉　優勢　竹根  佳風 前橋育英（群馬）  中津東（大分） 

◆男子  ７３kg級１回戦  谷口  太三　優勢　乙女  慎吾 崇徳（広島）  中津北（大分） 

◆男子  ８１kg級２回戦  金山  天地　優勢　相木  飛磨 柳ケ浦（大分）  北海（北海道） 

◆男子  ８１kg級３回戦  金山  天地　肩車　高橋  悠輝 柳ケ浦（大分）  国学院栃木（栃木） 

◆男子  ８１kg級４回戦   金山  天地　優　勢伊藤  祐輝 柳ケ浦（大分）  藤島（福井） 

◆男子  ８１kg級準決勝  金山  天地　優勢　折原  虹之介 柳ケ浦（大分）  東海大浦安（千葉） 

◆男子  ８１kg級決勝   尾方  寿応　優勢　金山  天地 東海大相模（神奈川）  柳ケ浦（大分） ２位

◆男子  ９０kg級２回戦   石塚康太郎　背負い投げ　寄尾  大聖 水戸啓明（茨城）  国東（大分） 

7



競技 種別等 競技成績 備考

【柔　道】 ◆男子  １００kg級１回戦  村田  大祐　小外掛け　松谷  鯉太郎 東海大浦安（千葉）  柳ケ浦（大分） 

◆男子  １００kg超級１回戦  北條  祐貴　すくい投げ　才木  朝亥寿 杵築（大分）  津幡（石川） 

◆男子  １００kg超級２回戦   北條  祐貴　すくい投げ　高橋  将 杵築（大分）  仙台育英（宮城） 

◆男子  １００kg超級３回戦   北條  祐貴　合わせ技　安田  隼人　 杵築（大分）  作陽（岡山） 

◆男子  １００kg超級４回戦   藤井  靖剛　内股　北條  祐貴 桐蔭学園（神奈川）  杵築（大分） ５位

◆女子  団体１回戦  大分西（大分）1－1松商学園（長野） ○吉原 初内股原 初 

代表勝ち  岡田 初引き分け小野 初 

 岡辺 初大外刈り津金 初○

【代表戦】

○岡田 初優勢津金 初 

◆女子  団体２回戦 名張（三重）2－0大分西（大分）  南出 初引き分け吉原 初 

○榎谷 初優勢岡田 初 

○浜地 初小外掛け岡辺 初 

◆女子  ４８kg級１回戦 近藤  亜美　崩れけさ固め　阿部  まりな大成（愛知）  国東（大分） 

◆女子  ５２kg級２回戦  森  由芽香　大内刈り　梶原  真夏 清水ケ丘（広島）  三重総合（大分） 

◆女子  ５７kg級１回戦   細川  信子　横四方固め　永松  未有 富山商（富山）  柳ケ浦（大分） 

◆女子  ６３kg級２回戦   池  絵梨菜　大外刈り　吉原  桜子 東大阪大敬愛（大阪）  大分西（大分） 

◆女子  ７０kg級２回戦   岡田  果穂　優勢　橋高  朱里 大分西（大分）  金沢学院東（石川） 

◆女子  ７０kg級３回戦  岡田  果穂　合わせ技　友清  ほのか 大分西（大分）  創志学園（岡山） 

◆女子  ７０kg級４回戦   永瀬  貴子　優勢　岡田  果穂 沖学園（福岡）  大分西（大分） ５位

◆女子  ７８kg級１回戦   森本有莉奈　合わせ技　村次  美咲 東九州龍谷（大分）  高川学園（山口） 

◆女子  ７８kg級２回戦     森本有莉奈　送り襟絞め　稲辺  千洋 東九州龍谷（大分）  一関学院（岩手） 

◆女子  ７８kg級３回戦   山中  満紀　内股　森本  有莉奈 大垣日大（岐阜）  東九州龍谷（大分） 

◆女子  ７８kg超級１回戦   江藤  春香　払い腰　岡辺  まゆ 沖学園（福岡）  大分西（大分） 

【剣　道】 ◆男子 個人１回戦    元吉  雄弥②コ －  陽  清貴② 埼玉栄（埼玉）      杵築（大分） 

◆男子 個人２回戦    園山  和槻②コ －  星野  直樹③ 杵築（大分）      本庄第一（埼玉） 

◆男子 個人３回戦     大野  祐史②コ －  園山  和槻② ＰＬ学園（大阪）      杵築（大分） 

◆男子  団体  予選リーグＣブロック 桐蔭学園（神奈川）3－2日田（大分）  米谷 ②  －－－メ 木下 ②○

○高尾 ③メ －－－  安尾 ② 

○松下 ③コ －－－  佐々木 ② 

 兵藤 ③  －－－メ 諫山 ②○

○田中 ②メド－－－メ 佐藤 ② 

◆男子  団体 予選リーグＣブロック 羽咋工（石川）1－0日田（大分） △山崎 ( 潤 ) ②  －－－  木下 ②△

△駒井 ②  －－－  安尾 ②△

△松柳 ②  －－－  佐々木 ②△

○竹腰 ②ココ－－－  諫山 ② 

△山崎 ( 輝 ) ②  －－－  佐藤 ②△

◆男子  団体 予選リーグＣブロック順位  （１位は決勝トーナメントへ）

3位　日田（大分）     2敗

◆女子  団体 大分鶴崎（大分）3－0福岡（岩手） △小松 ②  －－－  阿部 ②△

予選リーグＢブロック △広石 ②  －－－  工藤 ③△

予選リーグＢブロック ○小西 ②メ －－－  佐藤 ② 

○佐藤 ②メメ－－－  伊藤 ② 

○河村 ③メ －－－  中野 ③ 

◆女子  団体 大分鶴崎（大分）3－0北陸（福井） △小松 ②  －－－  加藤 ③△

予選リーグＢブロック ○広石 ②コ －－－  黒川 ② 

○小西 ②メ －－－  高嶋 ③ 

△佐藤 ②  －－－  内山田 ②△

○河村 ③メ －－－  藤本 ② 

◆女子  予選Ｂブロック順位  1位　大分鶴崎（大分） 2勝  （決勝トーナメントへ）

◆女子 団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦   大分鶴崎　3－0甲府商（山梨） △小松 ②メ －－－メ 望月 ( 美 ) ③△

△広石 ②  －－－  渡辺 ③△

○小西 ②メ －－－  望月 ( 琴 ) ③ 

○佐藤 ②メド－－－  前田 ③ 

○河村 ③メ －－－  中島 ③ 

◆女子  団体準々決勝     大分鶴崎　1－0淑徳与野（埼玉） △小松 ②メ －－－メ 駒林 ③△

△広石 ②  －－－  岡崎 ③△

△小西 ②  －－－  尾関 ③△

○佐藤 ②ドメ－－－  森 ③ 

△河村 ③  －－－  辻本 ③△

◆女子  団体準決勝    島原（長崎）3－0大分鶴崎 ○木宮 ③メ －－－  小松 ② ３位
△浜田 ③  －－－  広石 ②△

○山本 ③ココ－－－メ 小西 ② 

△土居 ③  －－－  佐藤 ②△
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【剣　道】 ○進藤 ②メ －－－  河村 ③ 

◆女子  個人１回戦   山下紗奈未②メ －  河村奈穂③ 左沢（山形）  大分鶴崎（大分） 

◆女子  個人２回戦 高橋杏奈③メ －  堤幸奈② 東奥義塾（青森） 大分（大分） 

【弓　道】 ◆男子団体予選  （20射）    日田（大分） 13   決勝トーナメントへ    河津  3  

          合谷  3  
   石松  3  
   田代  1  
   安部  3  

◆男子団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦  （20射）  富岡東（徳島）15－15日田（大分） 浜  4中  4中河津 

荒井  3中  2中合谷 

中川  4中  3中石松 

助道  1中  3中田代 

尾崎  3中  3中安部 

 3　競射　1 

◆男子個人予選  （４射３中）    宝阪  遼河　中津南（大分） 2 

 中野  尊仁　別府鶴見丘（大分） 2 

◆女子団体予選  （20射）  日田（大分）11中 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ    江藤  1  

            大蔵  2  
   浦塚  3  
   河津  2  
   梶原  3  

◆女子団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦（20射）   日田（大分）11－10丹生（福井） 江藤  2中  　1中石本 

大蔵  2中  　2中水嶋 
浦塚  1中  　1中田中 
河津  3中  　3中三田村 
梶原  3中  　3中内田 

◆女子団体決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦（20射）   神島（和歌山）16－13日田（大分） 芝本  4中  　4中江藤 

西野  3中  　2中大蔵 
山本  1中  　2中浦塚 
輪玉  4中  　2中河津 
東  4中 　　 3中梶原 

◆女子  個人予選  （４射３中）   近藤  佳乃子宇佐（大分） 0  中

 神出  遥香別府鶴見丘（大分） 3中 準決勝へ

◆女子  個人準決勝  （４射３中）    神出  遥香別府鶴見丘（大分） 2中

【登　山】 ◆男子 【久住山、中岳、大船山山域】 6位　竹田（大分）  96.7 ６位

38位　大分工業（大分）  86.4 

◆女子 【久住山、中岳、大船山山域】 15位　竹田（大分）  94.3 

38位　大分上野丘（大分）  77.0 

【ﾊﾞﾄﾞﾐ ◆男子  学校対抗州１回戦   高松東（香川）3－0大分西（大分） ○木村,猪熊221－110一瀬,小野 

ﾝﾄﾝ】   単1－0      21－11   

  複2－0   ○吉本,北村222－200江田,野涯 

   21－17   

○中西221－80佐藤 

   21－18   

◆男子  シングルス１回戦   佐藤  宏亮2－0野村  陸人  21－12 

別府鶴見丘（大分）   城東（徳島）  21－16 

◆男子  シングルス２回戦  渡辺  貴宏2－1佐藤  宏亮  15－21 

水島工（岡山）   別府鶴見丘（大分）  21－12 

 21－11 

◆男子  シングルス１回戦  吉田  拓真2－1斉藤  尚吾  12－21 

別府鶴見丘（大分）   伊東（静岡）  21－12 

 21－12 

◆男子  シングルス２回戦 下農  走2－0吉田  拓真  21－5 

東大阪大柏原（大阪）   別府鶴見丘（大分） 21－9 

◆男子  ダブルス１回戦  佐藤,吉田2－1野村,浅原(大)  17－21 

別府鶴見丘（大分）   聖ウルスラ学院英智 26－24 

（宮城）  21－13 

◆男子  ダブルス２回戦   前田,谷口(友)2－0佐藤,吉田  21－12 

高岡第一（富山）   別府鶴見丘（大分）  21－13 

◆男子  ダブルス１回戦   西川,中西2－1一瀬,小野  21－19 

添上（奈良）   大分西（大分）  12－21 

 21－19 

◆女子  学校対抗１回戦  金沢向陽（石川）3－0別府鶴見丘（大分）○星,吉森221－130本田(悠),本田(奏) 

  単1－0      21－4   

  複2－0   ○小野,桃井221－110脇,田中 

   21－12   

○和久221－110野口 

   21－15   
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【ﾊﾞﾄﾞﾐ ◆女子  シングルス１回戦  脇  こなぎ2－0小平  安佳里  21－19 

ﾝﾄﾝ】 別府鶴見丘（大分）   文化学園長野（長野） 21－16 

◆女子  シングルス１回戦  井上  美沙2－0関町  理紗子  21－19 

昭和学園（大分）   作新学院（栃木）  21－16 

◆女子  シングルス２回戦   木場  叶華2－0脇  こなぎ  23－21 

高松商（香川）   別府鶴見丘（大分）  22－20 

◆女子  シングルス２回戦    井上  美沙2－0池内  萌絵  22－20 

昭和学園（大分）   松徳学院（島根）  21－9 

◆女子  シングルス３回戦   上田  麻未2－1井上  美沙  9－21 

高知中央（高知）   昭和学園（大分）  29－27 

 21－14 

◆女子  ダブルス１回戦  井上,蒲池2－0五十嵐,佐野  21－11 

昭和学園（大分）   北越（新潟）  21－15 

◆女子  ダブルス１回戦     小田,大橋2－0本田(悠),本田(奏)  21－12 

安芸府中（広島）   別府鶴見丘（大分）  22－20 

◆女子  ダブルス２回戦     溝端,北谷2－0井上,蒲池  21－12 

園田学園（兵庫）   昭和学園（大分）  21－15 

【ボート】 ◆男子 舵手つきクォドルプル予選３組　　　　1位　日田（大分）頓宮,梅木,佐々木,中原,坂本 3分25秒00 準々決勝へ

◆男子舵手つきクォドルプル準々決勝８組　　 4位　日田（大分）頓宮,梅木,佐々木,中原,坂本 3分33秒27 

◆男子ダブルスカル予選　　　　　　 5位　日田三隈（大分）高瀬,広瀬 3分35秒52 敗者復活戦へ

◆男子ダブルスカル敗者復活戦　　　　 1位　日田三隈（大分）高瀬,広瀬 4分10秒29 準々決勝へ

◆男子ダブルスカル準々決勝 １組　　 2位　日田三隈（大分）高瀬,広瀬 3分49秒76 準決勝へ

◆男子ダブルスカル準決勝 ４組　 4位　日田三隈（大分）高瀬,広瀬 3分36秒05 

◆男子シングルスカル予選 ４組 1位　河津  蒼摩　日田林工（大分） 3分53秒26 準々決勝へ

◆男子シングルスカル準々決勝 ６組 1位　河津  蒼摩　日田林工（大分） 3分58秒31 準決勝へ

◆男子シングルスカル準決勝 ４組 2位　河津  蒼摩　日田林工（大分） 3分58秒26 ５－８位決定戦へ

◆男子シングルスカル５－８位決定戦 8位　河津  蒼摩　日田林工（大分） 3分51秒47 ８位
◆女子舵手つきクォドルプル予選 ３組 4位　日田（大分）池永,矢羽田,梅木,高瀬,渡辺 3分53秒81 敗者復活戦へ

◆女子舵手つきクォドルプル敗者復活戦１組 1位　日田（大分）池永,矢羽田,梅木,高瀬,渡辺 4分 9秒65 準々決勝へ

◆女子舵手つきクォドルプル準々決勝８組 3位　日田（大分）池永,矢羽田,梅木,高瀬,渡辺 3分50秒83 

◆女子ダブルスカル予選 ７組 5位　日田三隈（大分）魚形,江田 4分15秒76 敗者復活戦へ

◆女子ダブルスカル敗者復活戦 ３組 2位　日田三隈（大分）魚形,江田 4分50秒58 準々決勝へ

◆女子ダブルスカル準々決勝 ２組 3位　日田三隈（大分）魚形,江田 4分32秒36 

◆女子シングルスカル予選 ７組 2位　川村  由樹　日田三隈（大分） 4分37秒94 準々決勝へ

◆女子シングルスカル準決勝 ３組 4位　川村  由樹　日田三隈（大分） 4分45秒07

【レスリ ◆男子学校対抗１回戦   館林（群馬）　6－1　日本文理大付（大分）

ング】 ５０kg級○寺田 ( 光 ) 6－4木村  

５５kg級○増山    山際     Ｔフォール      1Ｐ    30秒  

６０kg級○佐々木    長尾     Ｔフォール      1Ｐ 2分54秒  

６６kg級○木村    市原     Ｔフォール      1Ｐ 2分28秒  

７４kg級○斎藤    乙名     Ｔフォール      1Ｐ    13秒  

８４kg級○田口    児嶋     フォール      1Ｐ    19秒  

１２０kg級 吉沢    魚見 ○    Ｔフォール      1Ｐ 1分 0秒  

◆男子  ５０kg級１回戦 菊池寛汰   木村帆稀 星城（愛知）Ｔフォール日本文理大付（大分） 1Ｐ1分28秒 

◆男子  ５５kg級１回戦  安楽拓海   山際 樹 野田中央（千葉）Ｔフォール日本文理大付（大分） 1Ｐ  20秒 

◆男子  ６０kg級１回戦  長尾早和紀   西沢一希 日本文理大付（大分）フォール隠岐島前（島根） 1Ｐ2分53秒 

◆男子  ６０kg級２回戦     長尾早和紀   西本将晴 日本文理大付（大分）Ｔフォール高知東（高知） 1Ｐ2分21秒 

◆男子  ６０kg級３回戦      藤波勇飛   長尾早和紀 いなべ総合学園(三重)フォール日本文理大付(大分) 1Ｐ   42秒 

◆男子  ６６kg級１回戦     大川将吾   市原元紀 大阪市立（大阪）Ｔフォール日本文理大付（大分） 1Ｐ1分48秒 

◆男子  ７４kg級１回戦     中岡虹輝   乙名剛輝 八幡浜工（愛媛）Ｔフォール日本文理大付（大分） 1Ｐ   27秒 

◆男子  ８４kg級１回戦     博田健太   石井大地 横浜修悠館（神奈川）Ｔフォール津久見（大分） 1Ｐ   44秒 

◆男子  １２０kg級１回戦     森希沙羅   魚見友浩 長尾谷（大阪）フォール日本文理大付（大分） 2Ｐ1分11秒

【テニス】 ◆男子  団体１回戦    大分舞鶴（大分）3－0富山国際大付（富山） ○笛木,森脇 8－5 森田,牧野 

  単2－0     複1－0   ○中井 8－5 佐伯 

○井上 8－2 牛丸 

◆男子  団体２回戦     清風（大阪）3－0大分舞鶴（大分） ○矢多,望月 8－6 笛木,森脇 

  単2－0     複1－0   ○上杉 8－4 中井 

○坂井 8－2 井上 

◆男子  シングルス１回戦      備前島  駿8－2古賀  大貴 共愛学園（群馬）   大分舞鶴（大分）

◆男子  シングルス１回戦    中井  雄也8－1平木  優成 大分舞鶴（大分）   鳥取西（鳥取）

◆男子  シングルス２回戦      中井  雄也8－6田沼  諒太 大分舞鶴（大分）   相生学院（兵庫）

◆男子  シングルス３回戦 中井  雄也9－7田中 亮寛 大分舞鶴（大分）   湘南工大付属(神奈川)

◆男子  シングルス４回戦 中井  雄也8－3林　大貴 大分舞鶴（大分）   大産大付属(大阪)

◆男子  シングルス準々決勝 上杉  海斗6－1中井  雄也 清風（大阪)     大分舞鶴（大分） ５位
◆男子  ダブルス１回戦    三好,橋本 8－1 中井,九島 秀明英光（埼玉）   大分舞鶴（大分）
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【テニス】 ◆男子  ダブルス１回戦     森脇,香下 8－5 本城,柴野 大分舞鶴（大分）   東山（京都）

◆男子  ダブルス２回戦     菱田,松尾 8－3 森脇,香下 県岐阜商（岐阜）   大分舞鶴（大分）

◆女子  団体１回戦     福徳学院（大分）3－0日大東北（福島） ○中島,長崎 8－5 斎須,伊勢野 

  単2－0     複1－0   ○伊藤 8－3 橘 

○高山 8－0 野内 

◆女子  団体２回戦      野田学園（山口）2－1福徳学院（大分）  池田,鈴木 6－8 高山,長崎○

  単2－0     複0－1   ○前田 8－5 伊藤 

○俣賀 8－0 中島 

◆女子  シングルス１回戦 三輪  愛永 8－5 伊藤  有希 京都外大西（京都）   福徳学院（大分）

◆女子  シングルス１回戦  高山奈津実 8－6 大島  楓歩 福徳学院（大分）   聖霊女短大付（秋田）

◆女子  シングルス２回戦  米原  実令 9－8 高山奈津実 東海大相模（神奈川）   福徳学院（大分）

◆女子  ダブルス１回戦     高山,伊藤8－4青木,佐々木 福徳学院（大分）   栗東（滋賀）

◆女子  ダブルス２回戦    米原,玉井8－3高山,伊藤 東海大相模（神奈川）   福徳学院（大分）

【自転車 ◆男子  ４kmチーム・パーシュート予選   3位　日出暘谷・総合（大分）黒枝,阿部,高橋(優),高橋(綜) 

競技】 4分33秒077 　３位決定戦へ

 ５位以下は順位確定 7位　別府商（大分）伊東,江口,加藤,三重野 4分37秒663  ７位
◆男子  ４kmチーム・パーシュート　３位決定戦  3位 日出暘谷･総合 黒枝,阿部,高橋(優),高橋(綜) 4分32秒700 ３位
◆男子  １kmタイム・トライアル決勝      19位　佐藤文俊 日出暘谷・日出総合（大分） 1分10秒048 

◆男子  スプリント予選     12位まで１回戦へ 32位　小島義郎 日出暘谷・日出総合（大分）11秒785 

◆男子　ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ予選  10位まで決勝へ 14位　高橋綜一郎 日出暘谷・日出総合（大分） 得点なし

◆男子  ４km速度競走予選 １組 ４位まで準決勝へ 4位　加藤樹　別府商（大分）  準決勝へ

◆男子  ４km速度競走予選   ４組 ４位まで準決勝へ 1位　黒枝咲哉　日出暘谷・日出総合（大分） 4分56秒750 決勝へ

◆男子  ４km速度競走準決勝   １組 ５位まで決勝へ 9位　加藤樹　別府商（大分）   

◆男子  ４km速度競走決勝      1位　黒枝咲哉　日出暘谷・日出総合（大分） 5分 1秒310 １位
◆男子  ３kmインディヴィデュアル・パーシュート予選   5位　阿部将大　日出暘谷・日出総合（大分） 3分38秒329 ５位

５位以下は順位確定 37位　藤内総志　別府商（大分） 3分58秒866

◆男子  スクラッチ予選  （6km）１組 ６位まで決勝へ 9位　伊東泰輝　別府商（大分） 

◆男子  スクラッチ予選  （6km）３組 ６位まで決勝へ 5位　高橋優斗　日出暘谷・日出総合（大分） 決勝へ

◆男子  スクラッチ決勝  （8km） 7位　高橋優斗　日出暘谷・日出総合（大分） ７位
◆男子  スプリント予選 　 12位まで１回戦へ 32位　小島義郎　日出暘谷・日出総合（大分）11秒785 

◆男子  ケイリン１回戦   ５組  6位　大段裕　別府商（大分）  

◆男子  ケイリン１回戦   ６組  3位　豊田耕作　日出暘谷・日出総合（大分）  準決勝へ

20位　江口彰志　別府商（大分） 1分10秒112 

◆男子  ケイリン　２回戦   １組 6位　大段裕　別府商（大分）  

◆男子  ケイリン　２回戦   ４組 3位　豊田耕作　日出暘谷・日出総合（大分）  準決勝へ

◆男子  ケイリン　準決勝   １組 2位　豊田耕作　日出暘谷・日出総合（大分）  決勝へ

◆男子  ケイリン　決勝  6位　豊田耕作　日出暘谷・日出総合（大分）  ６位
◆男子  個人ロード・レース決勝  （１０９．５km） 5位　黒枝咲哉　日出暘谷・日出総合（大分） 3時間 2分59秒    ５位

10位　伊東泰輝　別府商（大分） 3時間 3分 0秒    

   阿部将大  日出暘谷・日出総合（大分） 途中棄権

 高橋優斗  日出暘谷・日出総合（大分） 途中棄権

 赤星拓哉　大分舞鶴（大分） 途中棄権

 加藤樹　別府商（大分） 途中棄権

 大段裕　別府商（大分） 途中棄権

◆男子  トラック学校対抗得点 2位　日出暘谷・日出総合（大分） 26  ２位
◆男子  ロード学校対抗得点 5位　日出暘谷・日出総合（大分）  4  ５位
◆男子  総合得点 2位　日出暘谷・日出総合（大分） 30  ２位

【ボクシ ◆   ピン級　１回戦  本杉晃 ― 米倉快斗 鶴崎工（大分）判定　長崎工（長崎）

ング】 ◆   ピン級　２回戦      榊原達也 ― 本杉  晃 秀明英光（埼玉）判定　鶴崎工（大分）

◆   ライトフライ級　１回戦      小早川拓夢 ― 荒木寛人 松山工（愛媛）判定　大分工（大分）

◆   フライ級　２回戦      岩下千紘 ― 広瀬祥平 熊本農（熊本）判定　津久見（大分）

◆   バンタム級　２回戦   上原大尊 ― 高野  源 沖縄水産（沖縄）ＴＫＯ　津久見（大分）

　　   3回 2分 8秒 

◆   ライト級　１回戦      吉田昌平 ― 伊藤三樹彦 出水工（鹿児島）判定　鶴崎工（大分）

◆   ライトウェルター級　１回戦     萱津  航 ― 坂本拓舞 大分工（大分）判定　小山（栃木）

◆   ライトウェルター級　２回戦    谷田瞳磨 ― 萱津  航 相生学院（兵庫）判定　大分工（大分）

◆   ウェルター級　１回戦    大峯優真 ― 太田捷斗 西宮香風（兵庫）判定　鶴崎工（大分）

【ホッケー】 ◆男子  １回戦    玖珠農（大分）6－1慶応（神奈川）  0－1 

 6－0 

◆男子  ２回戦    玖珠農（大分）2－2阿南工（徳島）  2－0 

 0－2  2ＳＯ1 

◆男子  ３回戦    丹生（福井）5－1玖珠農（大分）  1－1 ５位
 4－0
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【ホッケー】 ◆女子  ２回戦     伊万里商（佐賀）8－0森（大分）  3－0 

 5－0

【ウエイトリ ◆５３kg級スナッチ  36位　砂山  昴大　宇佐（大分） 66   

フティング】 ◆５３kg級クリーン＆ジャーク   35位　砂山  昴大　宇佐（大分） 83   

◆５３kg級トータル  38位　砂山  昴大　宇佐（大分）149   66   83  

◆５６kg級スナッチ 27位　山本  雅俊　大分工（大分） 75   

◆５６kg級クリーン＆ジャーク 30位　山本  雅俊　大分工（大分） 90   

◆５６kg級トータル 25位　山本  雅俊　大分工（大分）165   75   90  

◆５６kg級スナッチ 31位　村井  亮太　杵築（大分） 73   

◆５６kg級クリーン＆ジャーク 35位　村井  亮太　杵築（大分） 85   

◆５６kg級トータル 30位　村井  亮太　杵築（大分）158   73   85  

◆６２kg級スナッチ 25位　清成  秀登　国東（大分） 87   

【ウエイトリ ◆６２kg級クリーン＆ジャーク 17位　清成  秀登　国東（大分）110   

フティング】 ◆６２kg級トータル 20位　清成  秀登　国東（大分）197   87  110  

◆６２kg級スナッチ 31位　久保田  隼斗　宇佐（大分） 81   

◆６２kg級クリーン＆ジャーク 51位　久保田  隼斗　宇佐（大分） 88   

◆６２kg級トータル 41位　久保田  隼斗　宇佐（大分）169   81   88  

◆６９kg級スナッチ 9位　瀬口  修平　大分工（大分）100   

◆６９kg級クリーン＆ジャーク 34位　瀬口  修平　大分工（大分）110   

◆６９kg級トータル 17位　瀬口  修平　大分工（大分）210  100  110  

◆６９kg級スナッチ 34位　木津  孝博　大分工（大分） 88   

◆６９kg級クリーン＆ジャーク 30位　木津  孝博　大分工（大分）111   

◆６９kg級トータル 31位　木津  孝博　大分工（大分）199   88  111  

◆６９kg級スナッチ 39位　佐藤  右規　宇佐（大分） 87   

◆６９kg級クリーン＆ジャーク 39位　佐藤  右規　宇佐（大分）109   

◆６９kg級トータル 37位　佐藤  右規　宇佐（大分）196   87  109  

◆７７kg級スナッチ 7位　久保田  篤史　大分工（大分）103   ７位
◆７７kg級クリーン＆ジャーク 6位　久保田  篤史　大分工（大分）130   ６位
◆７７kg級トータル 7位　久保田  篤史　大分工（大分）233  103  130  ７位
◆８５kg級スナッチ 2位　安部  浮武紀　宇佐（大分）119   ２位
◆８５kg級クリーン＆ジャーク 2位　安部  浮武紀　宇佐（大分）146   ２位
◆８５kg級トータル 2位　安部  浮武紀　宇佐（大分）265  119  146  ２位
◆１０５kg級スナッチ 18位　羽田野  直人　大分工（大分） 98   

◆１０５kg級クリーン＆ジャーク 11位　羽田野  直人　大分工（大分）130   

◆１０５kg級トータル 13位　羽田野  直人　大分工（大分）228   98  130  

◆＋１０５kg級スナッチ 3位　野中  雅浩　大分工（大分）118   ３位
◆＋１０５kg級クリーン＆ジャーク 4位　野中  雅浩　大分工（大分）150   ４位
◆＋１０５kg級トータル 3位　野中  雅浩　大分工（大分）268  118  150  ３位

【ヨット】 ◆男子  ＦＪ級ソロ第１日成績    4位　別府青山Ａ 16    12位　別府青山Ｂ 32    39位　別府青山Ｃ 78

◆男子  ＦＪ級ソロ第２日までの成績 2位　別府青山Ａ 25    5位　別府青山Ｂ 53    46位　別府青山Ｃ 164    

◆男子  ＦＪ級ソロ第３日までの成績  3位　別府青山Ａ 18    9位　別府青山Ｂ 60    47位　別府青山Ｃ 201    

◆男子  ＦＪ級ソロ最終成績 8位　別府青山Ｂ  矢野, 樫山, 吉岡, 藤並 73    ８位
10位　別府青山Ａ  永松, 林, 大平, 山崎  82    

50位　別府青山Ｃ  後藤, 永井, 中島, 寺崎  253    

◆男子  ＦＪ級デュエット最終成績  3位　別府青山  155    ３位
◆女子  ＦＪ級ソロ第１日成績   13位　別府青山Ａ 13    27位　別府青山Ｂ 27    

◆女子  ＦＪ級ソロ第２日までの成績 6位　別府青山Ａ 33    23位　別府青山Ｂ 87    

◆女子  ＦＪ級ソロ第３日までの成績 10位　別府青山Ａ 45    24位　別府青山Ｂ 98    

◆女子  ＦＪ級ソロ最終成績  11位　別府青山Ａ  足立, 小松, 三浦, 原田  59    

24位　別府青山Ｂ　小泉, 三重野, 川上, 赤嶺  124    

◆女子  ＦＪ級デュエット最終成績   6位　別府青山　183   ６位

【フェンシ◆男子  フルーレ予選リーグ第10プール 緒方大悟　大分豊府（大分） 3勝1敗予選トーナメントへ

ング】 ◆男子  フルーレ予選トーナメント１回戦   前野魁人 15－7 緒方大悟 龍谷大平安（京都）   大分豊府（大分）

◆男子  フルーレ予選リーグ第13プール 江嶋 宏太　藤蔭（大分） 3勝  1敗予選トーナメントへ

◆男子  フルーレ予選トーナメント１回戦   江嶋 宏太　15－8　松村  祐哉 藤蔭（大分）   石山（滋賀）

◆男子  フルーレ予選トーナメント２回戦  江嶋宏太 15－8 池畑亮太朗 藤蔭（大分）   海星（三重）

◆男子  フルーレ予選トーナメント３回戦   久米春貴　15－11 江嶋宏太 愛工大名電（愛知）   藤蔭（大分）

◆男子  エペ予選リーグ第２プール   東堂飛龍 日田林工（大分） 2勝   3敗予選トーナメントへ

◆男子  エペ予選トーナメント１回戦   弘瀬晴崇 15－7 東堂飛龍 高知追手前（高知）   日田林工（大分）

◆男子  サーブル予選リーグ第４プール 江嶋  宏太藤蔭（大分） 3勝     1敗予選トーナメントへ

◆男子  サーブル予選トーナメント１回戦  畠 飛 夢 15－12 江嶋宏太 玉野光南（岡山）   藤蔭（大分）

◆女子  フルーレ予選リーグ第９プール  伊藤那 藤蔭（大分） 4勝   予選トーナメントへ
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【フェンシ ◆女子  フルーレ予選トーナメント１回戦   伊藤 理那 13－4 菅野 沙奈 藤蔭（大分）   川俣（福島）

ング】 ◆女子  フルーレ予選トーナメント２回戦  伊藤理那 15－8 浅川聖菜 藤蔭（大分）   三本松（香川）

◆女子  フルーレ予選トーナメント３回戦    伊藤理那 15－6 村上久美 藤蔭（大分）   気仙沼（宮城）

◆女子  フルーレ決勝トーナメント１回戦   伊藤理那 10－9 小林亜美 藤蔭（大分）   高崎商大付（群馬）

◆女子  フルーレ準決勝（敗者３位決定戦へ）  浅野早紀 15－5 伊藤理那 日女大付（神奈川）   藤蔭（大分）

◆女子  フルーレ３・４位決定戦   伊藤理那15－14古俣潮里 藤蔭（大分）   新潟（新潟） ３位
◆女子  フルーレ予選リーグ第14プール 小手川あゆみ 津久見（大分） 2勝   2敗予選トーナメントへ

◆女子  フルーレ予選トーナメント１回戦   小手川あゆみ 15－14 片ケ瀬有香 津久見（大分）   一関二（岩手）

◆女子  フルーレ予選トーナメント２回戦  西岡真穂 15－6　小手川 あゆみ 和歌山北（和歌山）   津久見（大分）

◆女子  エペ予選リーグ第６プール   伊東華於利津久見（大分） 4勝      予選トーナメントへ

◆女子  エペ予選トーナメント１回戦    伊東華於利 2－1喜多涼帆 津久見（大分）   和歌山東（和歌山）

◆女子  エペ予選トーナメント２回戦  土田  二葉13－6 伊東  華於利 札幌大谷（北海道）   津久見（大分）

◆女子  サーブル予選リーグ第５プール 坂上久美子 津久見（大分） 3勝     1敗予選トーナメントへ

◆女子  サーブル予選トーナメント１回戦  坂上  久美子15－3土田  佳奈 津久見（大分）   金沢二水（石川）

◆女子  サーブル予選トーナメント２回戦  菊池小巻15－13坂上久美子 翔陽（熊本）   津久見（大分）

◆男子  学校対抗１回戦    津久見（大分） 5－1 城ノ内（徳島） 柏木  2勝     石田      2敗

中嶋  2勝     植上      2敗

佐藤  1勝 1敗 谷  1勝 1敗

◆男子  学校対抗１回戦    大分豊府（大分）5－2甲陵（山梨） 緒方  2勝 1敗 秋山      3敗

池部  2勝     清水      2敗

羽田野  1勝 1敗 鷹野  2勝    

◆男子  学校対抗２回戦   石山（滋賀）5－2津久見（大分） 千代  2勝 1敗 柏木      3敗

森田  2勝     佐藤  1勝 1敗

松村  1勝 1敗 中嶋  1勝 1敗

◆男子  学校対抗２回戦    大分豊府（大分）5－2西大寺（岡山） 緒方  2勝 1敗 滝本  1勝 2敗

池部  1勝 1敗 長谷川      2敗

羽田野  2勝     山本      1敗

   横山  1勝    

◆男子  学校対抗３回戦   大分豊府（大分）5－3北上翔南（岩手） 緒方  1勝 2敗 中河原      2敗

池部  3勝     伊藤  1勝 1敗

羽田野  1勝 1敗 千田  2勝 1敗

   高橋      1敗

◆男子  学校対抗４回戦    龍谷大平安（京都）5－3大分豊府（大分）徳田  2勝 1敗 緒方  2勝 1敗 ５位
前野      2敗 池部  1勝 2敗

原野  3勝     羽田野      2敗

◆女子  学校対抗１回戦    津久見（大分）5－0金沢二水（石川） 小手川  2勝     土田      2敗

伊東  1勝     木沢      1敗

坂上  2勝     竹井      2敗

◆女子  学校対抗２回戦  津東（三重）5－2大分豊府（大分） 鯖戸  2勝 1敗 太田  1勝 2敗

橋本  1勝 1敗 村上  1勝 1敗

立木  2勝     松原      1敗

   吉岡      1敗

◆女子  学校対抗２回戦    諫早商（長崎）5－3津久見（大分） 松崎  2勝 1敗 小手川  3勝    

田中  2勝 1敗 伊東      2敗

浅井  1勝 1敗 坂上      3敗

【カヌー】 ◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m準決勝   ４組  4位　中間  大地　楊志館（大分）    42秒454 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m決勝      7位　山崎  慶人　高田（大分）    41秒379 ７位
◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（500m準決勝   １組  6位　山崎  慶人　高田（大分） 1分55秒890 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（500m準決勝   ３組  6位　中間  大地　楊志館（大分） 1分58秒312 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（200m準決勝   ３組  5位　安藤  龍大　高田（大分）    50秒372 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（200m決勝     1位　森田  考博　楊志館（大分）    44秒166 １位
◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（500m準決勝   ４組  5位　安藤  龍大　高田（大分） 2分19秒107 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（500m決勝   2位　森田  考博　楊志館（大分） 2分 9秒380 ２位
◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m準決勝   ２組  8位　高田（大分）小野,松成    42秒975  

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m決勝      9位　大分舞鶴（大分）稲積,高橋    40秒022 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（500m準決勝   ３組  3位　大分舞鶴（大分）稲積,高橋 1分48秒586 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（500m）【準決勝   ４組  6位　高田（大分）小野,松成 1分55秒967 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ（200m準決勝   １組  3位　楊志館（大分）森田,平川    45秒678 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ（200m準決勝   ４組  6位　大分豊府（大分）阿部,野村    48秒198 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ（500m準決勝   ４組  4位　大分豊府（大分）阿部,野村 2分 9秒250 

5位　楊志館（大分）森田,平川 2分 9秒520 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（200m準決勝   ２組  4位　高田（大分）山崎,在永,松成,早田    39秒792 
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【カヌー】 ◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（200m準決勝   ３組  9位　大分舞鶴（大分）稲積,高橋,佐土原,園元    46秒921 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m準決勝   ３組  3位　高田（大分）山崎,在永,松成,早田 1分46秒214 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m準決勝   ４組  6位　大分舞鶴（大分）稲積,高橋,佐土原,園元 1分52秒068 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m準決勝   ４組  6位　大分舞鶴（大分）稲積,高橋,佐土原,園元 1分52秒068 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ（200m準決勝   ２組  8位　高田（大分）安藤,安松,進藤,杉本    51秒545 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ（200m決勝      7位　楊志館（大分）森田,平川,麻生,川野    43秒371 ７位
◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ（500m準決勝   １組  7位　高田（大分）安藤,安松,進藤,杉本 2分13秒629 

◆男子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ（500m）【準決勝   ２組  8位　楊志館（大分）森田,平川,麻生,川野 2分18秒029 

◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m準決勝   ２組  3位　三浦  桜子大分豊府（大分）    51秒001 

◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m準決勝   ４組 6位　堤  晴子大分豊府（大分）    54秒101 

◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（500m準決勝   １組  4位　三浦  桜子大分豊府（大分） 2分17秒772 

◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（500m準決勝   ２組  6位　堤  晴子大分豊府（大分） 2分23秒138 

◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m準決勝   ２組  5位　高田（大分）遠藤,山田    50秒288  

◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m決勝      3位　大分豊府（大分）三浦,木村    44秒613 ３位
◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（500m準決勝   ２組  5位　大分豊府（大分）三浦,木村 2分12秒532 

◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（500m準決勝   ４組  7位　高田（大分）遠藤,山田 2分24秒567 

◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（200m準決勝   １組  6位　高田（大分）遠藤,桑原,後藤,山田    48秒675 

◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（200m準決勝   ２組  4位　大分豊府（大分）三浦,堤,木村,日高    46秒508 

◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m準決勝   １組  5位　大分豊府（大分）三浦,堤,木村,日高 2分 5秒750 

◆女子  ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m準決勝   ２組  7位　高田（大分）遠藤,桑原,後藤,山田 2分10秒905 

【なぎなた】 ◆団体予選リーグ  大分西（大分）2－0鳥取西（鳥取） △森山0－0三浦△

Ｄブロック  ○下部2－0石田 

（１位は決勝トーナメントへ） △川野0－0小出△

○安部1－0花木△

△岡本0－0金沢△

京都精華女（京都）1－0大分西（大分） △河辺0－0森山△

△寺谷0－0下部△

○沖原1－0川野 

△柴原0－0安部△

△朝日0－0岡本△

◆団体予選リーグＤブロック順位    2位　大分西（大分） 1勝     1敗

◆個人予選リーグ第１コートＤブロック   紅梅  舞香2－0三沢  佳那 福徳学院（大分）   東海大山形（山形）

◆個人予選リーグ第１コートＤブロック      紅梅  舞香1－0椋野  葵衣 福徳学院（大分）   市伊丹（兵庫）

◆個人予選リーグ第１コートＤブロック順位   1位　紅梅  舞香　福徳学院（大分） 2勝        

 （１位は決勝トーナメントへ） 

◆個人予選リーグ第２コートＯブロック 斎藤  葵   判定   下部  茉優 弘前中央（青森）   大分西（大分）

◆個人予選リーグ第２コートＯブロック 下部  茉優   判定    飯沼  美森 大分西（大分）   神奈川大付（神奈川）

◆個人予選リーグ第２コートＯブロック順位 2位　下部  茉優　大分西（大分） 1勝 1敗

 （１位は決勝トーナメントへ）   

◆個人決勝トーナメント１回戦     黒田  華菜1－0紅梅  舞香 牛津（佐賀）   福徳学院（大分）

◆演技予選リーグ第２コートＨブロック    紅梅,安部4－1石田(未),石田(早) 福徳学院（大分）   光丘（山口）

◆演技予選リーグ第２コートＨブロック     佐藤,猪瀬5－0紅梅,安部 会津若松ｻﾞﾍﾞﾘｵ学園（福島） 福徳学院（大分）

◆演技予選リーグ第２コートＨブロック順位   （１位は決勝トーナメントへ）  2位　福徳学院（大分）紅梅  舞香・安部  咲良 1勝  1敗

◆演技予選リーグ第１コートＣブロック   森山,下部5－0島田,早乙女 大分西（大分）   国学院栃木（栃木）

◆演技予選リーグ第１コートＣブロック   森山,下部5－0岡崎,吉村 大分西（大分）   鵬学園（石川）

◆演技決勝トーナメント１回戦     宇田川,北4－1森山,下部 文化学園大杉並（東京）   大分西（大分）

◆演技予選リーグ第１コートＣブロック順位 1位　 大分西（大分）森山  英里子・下部  茉優  2勝        

 （１位は決勝トーナメントへ）    

【アーチェ ◆男子  団体予選     28位　大分東明（大分）得点1704   

リー】 （得点は上位３人の合計）    桑野 603    田口 553    吉良 548    梅野 528 

◆男子  個人予選   47位　桑野  陸　大分東明（大分） 得点603 決勝ラウンドへ

137位　田口  寛士　大分東明（大分） 得点553  

142位　吉良  寛太　大分東明（大分）得点 548  

           167位　梅野  龍志　大分東明（大分）得点 528  

◆男子  個人決勝ラウンド   桑野  陸　大分東明（大分）雷雨のため決勝ラウンド中止（予選の順位が最終順位）

◆女子  団体予選 9位　大分東明（大分）得点1704   決勝ラウンドへ

（得点は上位３人の合計）    青木 602     広瀬 559     石川 543     後藤 533  

◆女子  団体決勝ラウンド１回戦  （24射） 大分東明（大分）196－196能登（石川） （出場は３人）（シュートオフによる）  

青木,広瀬,石川,後藤   　　田岡,高山,刀禰,角田

◆女子  団体準々決勝  （24射） 大分東明（大分）192－171県和歌山（和歌山） （出場は３人）

青木,広瀬,石川,後藤 　　  古田,平川,殿田,金本

◆女子  団体準決勝  （24射）   浜松北（静岡）189－184大分東明（大分） （出場は３人）
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【アーチェ 山下,戸田,広瀬,加藤   　　青木,広瀬,石川,後藤

リー】 ◆女子  団体３位決定戦  （24射）   米子南（鳥取）182－170大分東明（大分）（出場は３人） ４位
野口,中島,松本,井畑  　　 青木,広瀬,石川,後藤

◆女子  個人予選      7位　青木  理沙　大分東明（大分）得点 602 決勝ラウンドへ

  52位　広瀬  千夏　大分東明（大分）得点 559 決勝ラウンドへ

69位　石川  風花　大分東明（大分）得点 543  

89位　後藤  由乃　大分東明（大分）得点 533  

201位　石井  千春　別府溝部学園（大分）得点 341  

◆女子  個人決勝ラウンド      青木  理沙　大分東明（大分）雷雨のため決勝ラウンド中止（予選の順位が最終順位） ７位
  広瀬  千夏　大分東明（大分）雷雨のため決勝ラウンド中止（予選の順位が最終順位）

【空手道】 ◆男子  団体組手２回戦  柳ケ浦（大分）3－1箕島（和歌山）  福元2－5脇浜○

○大嶋5－0田中 

○藤沢8－0沖田 

△白石6－6上野山△

○深町4－1戎 

◆男子  団体組手３回戦 学法福島（福島）3－2柳ケ浦（大分） ○上条2－0福元 

 守屋0－5藤沢○

○松岡2－0白石 

 遠藤2－4大嶋○

○原1－0深町 

◆男子  個人組手１回戦 大嶋  健太2－0宇都宮  智晃 柳ケ浦（大分）    福井工大福井（福井）

◆男子  個人組手２回戦 大嶋  健太1－0森  豪也 柳ケ浦（大分）    生駒（奈良）

◆男子  個人組手２回戦 藤沢  貴樹8－0金子  裕哉 柳ケ浦（大分）    東海大山形（山形）

◆男子  個人組手３回戦  西村  拳7－0大嶋  健太 宮崎第一（宮崎）    柳ケ浦（大分）

◆男子  個人組手３回戦  藤沢  貴樹12－5大久保  旭飛 柳ケ浦（大分）    横浜創学館（神奈川）

◆男子  個人組手４回戦   藤沢  貴樹8－2五明  宏人 柳ケ浦（大分）    御殿場西（静岡）

◆男子  個人組手５回戦   藤沢  貴樹9－1前野  晃摂 柳ケ浦（大分）    京都外大西（京都）

◆男子  個人組手準決勝  中野  力斗8－0藤沢  貴樹 花咲徳栄（埼玉）    柳ケ浦（大分） ３位
◆男子  個人形１回戦   岡本  隼3－2谷川  淳一郎 青森北（青森）    柳ケ浦（大分）

◆男子  個人形１回戦    川本  善也3－2伊藤  順平 山口鴻城（山口）    柳ケ浦（大分）

◆女子  団体組手１回戦  大阪学芸（大阪）4－1大分南（大分） ○八重尾7－0平野 

 玉置4－5榎 ( 美 ) ○

○岩田3－0甲斐 

○松井4－2安藤 

○枡田6－0佐藤 

◆女子  個人組手１回戦   広瀬  朱夏6－1甲斐  瑞希 宮崎第一（宮崎）    大分南（大分）

◆女子  個人組手２回戦    鈴木  真弥8－3榎  美海 光明学園相模原（神奈川）    大分南（大分）

◆女子  個人形１回戦    樋下  慈美4－1佐藤  加歩 仁愛女（福井）    大分南（大分）

◆女子  個人形１回戦   尾関  栄麻菜3－2奥山  愛理 大分南（大分）    川越（三重）

◆女子  個人形２回戦   芝崎  沙果3－2尾関  栄麻菜 埼玉栄（埼玉）    大分南（大分）
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