1

平成26年度全国高等学校総合体育大会 大分県選手の最終競技結果
競技名
種 別
陸上競技 ◆男子 ４００ｍ
◆男子 棒高跳
◆男子 ハンマ-投
◆男子 走幅跳
◆男子 砲丸投
◆男子 ３０００ｍ障害
◆男子 １１０ｍハ-ドル

◆男子 三段跳
◆男子 円盤投
◆女子 ４×１00mﾘﾚ◆女子 ４×１00mﾘﾚ◆女子 ４×１00mﾘﾚ-

◆女子 １００ｍ
◆女子 １００ｍ
◆女子 １００ｍ
◆女子 １００ｍハ-ドル
◆女子 １００ｍハ-ドル
◆女子 ４００ｍハ-ドル

◆女子
◆女子
◆女子
◆女子
◆女子
◆女子
◆女子
◆女子
◆女子
◆女子
◆女子
◆女子

８００ｍ
８００ｍ
８００ｍ
８００ｍ
走高跳
走幅跳
砲丸投
砲丸投
砲丸投
円盤投
円盤投
七種競技

予選７組
予選２組
予選２組
予選１組
予選１組
予選４組
予選８組
予選２組
予選２組
予選９組
準決勝１組
予選９組
予選１組
準決勝１組
決勝
予選８組
準決勝２組
予選６組
予選６組
準決勝３組
決勝
予選８組
予選１組
予選１組
予選２組
予選２組
決勝
予選１組
予選１組
前半（１日目)

◆女子 七種競技 最終成績

競 技 結 果
4位 松清 和希（楊志館） 48秒20
黒熊 郁也（佐伯鶴城） 記録なし
29位 長谷川 武（国東高双国）46ｍ15
25位 高橋 祥希（佐伯鶴城） 6ｍ67 +1.5
25位 有村 秀充（大分豊府）13ｍ33
14位 河野 龍也（日本文理大付） 9分53秒87
7位 児玉 健太（楊志館）15秒52
25位 水野 登生（大分高専）13ｍ72 +1.2
17位 森永 太一郎（国東）40ｍ79
2位 大分雄城台 末延,足立,児玉,長瀬 47秒51 準決勝へ
6位 大分雄城台 末延,足立,児玉,長瀬 47秒51
7位 大分西 日隈,首藤,薬師寺,都甲 4分 0秒20
1位 足立 紗矢香（大分雄城台）12秒15 準決勝へ
2位 足立 紗矢香（大分雄城台）11秒82追い風参考 決勝へ
5位 足立 紗矢香（大分雄城台）12秒19
1位 高橋 美理（大分西）14秒63 準決勝へ
4位 高橋 美理（大分西）14秒32
6位 児玉 彩希（大分雄城台） 1分 3秒52
1位 首藤 紗英（大分西） 2分14秒26 準決勝へ
3位 首藤 紗英（大分西） 2分11秒11 決勝へ
8位 首藤 紗英（大分西） 2分11秒16
4位 末吉 里帆（日本文理大付） 2分19秒01
18位 首藤 茉優（大分舞鶴） 1ｍ60
23位 藤本 想果（大分） 5ｍ40 -0.3
2位 川野 尚美（大分雄城台）13ｍ28 決勝へ
25位 加藤 碧（佐伯豊南）11ｍ20
6位 川野 尚美（大分雄城台）13ｍ39
10位 佐藤 茉優（大分雄城台）36ｍ73
13位 佐藤 春花（大分雄城台）36ｍ40
29位 岡野 知佳（大分舞鶴）総合ポイント 2534
100mH15秒45・走高跳1ｍ50・砲丸投9ｍ06・200m27秒61
28位 岡野 知佳（大分舞鶴）総合ポイント 4196

100mH15秒45・走高跳1ｍ50・砲丸投9ｍ06・200m 27秒61・走幅跳 4ｍ97・やり投31ｍ35・800m2分36秒88

駅 伝

◆男子 団体総合
◆女子 団体総合
体 操 ◆男子 団体総合
（体操競技）

大分東明
大分西
予選（最終）

◆男子 個人総合

予選（最終）

◆女子 団体総合

予選（最終）

◆女子 個人総合 予選（最終）

2時間11分7秒
46位
1時間11分7秒
23位
45位 杵築
狭間,藤田,浜田,石井 合計得点147.300
ゆか・あん馬・つり輪・跳馬・平行棒・鉄棒
32.150 16.550 26.400 31.700 24.950 15.550
178位 中野 竜之介（大分西）合計得点 69.550
ゆか・あん馬・つり輪・跳馬・平行棒・鉄棒
14.000 9.750 10.250 12.050 11.450 12.050
222位 小野 雄大（佐伯鶴城）合計得点 64.450
ゆか・あん馬・つり輪・跳馬・平行棒・鉄棒
12.150 8.700 9.500 11.000 11.550 11.550
244位 浜田 亮（杵築）合計得点 52.600
ゆか・あん馬・つり輪・跳馬・平行棒・鉄棒
11.300 3.200 8.300 11.000 8.900 9.900
254位 狭間 竣介（杵築）合計得点 47.250
ゆか・あん馬・つり輪・跳馬・平行棒・鉄棒
10.300 6.500 8.650 10.500 7.400 3.900
258位 藤田 俊洋（杵築）合計得点 44.050
ゆか・あん馬・つり輪・跳馬・平行棒・鉄棒
9.350 6.850 8.750 10.200 7.700 1.200
260位 石井 昌平（杵築）合計得点 41.350
ゆか・あん馬・つり輪・跳馬・平行棒・鉄棒
10.550 1.880 9.000 9.900 8.350 1.750
33位 大分西 藤原,大原(花),合沢,大原(菜) 合計得点125.450
跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか
37.250 25.100 30.450 32.650
123位 藤原 咲那（大分西）合計得点 42.750
跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか
12.750 8.450 10.350 11.200
133位 大原 花穂（大分西）合計得点 41.950
跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか
12.100 8.300 10.950 10.600
159位 日名子 紗奈（大分西）合計得点 38.650
跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか
12.100 7.100 9.500 9.950

備考

５位

８位

６位
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平成26年度全国高等学校総合体育大会 大分県選手の最終競技結果
競技名

種

別

競 技 結 果
171位 山崎 由実子（大分西）合計得点 37.100
跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか
11.500 6.000 9.500 10.100
226位 合沢 花穂（大分西）合計得点 23.250
跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか
12.400 演技せず 演技せず 10.850
244位 大原 菜穂（大分西）合計得点 17.500
跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか
演技せず 8.350 9.150 演技せず
新体操 ◆男子 個人
◆男子 総合
34位 宮部 侑弥(日出暘谷）合計点 14.950
クラブ 7.500 スティック 7.450
◆男子 クラブ
34位 宮部 侑弥 7.500
◆男子 スティック 33位 宮部 侑弥 7.450
◆女子 個人
◆女子 総合
19位 和田 晏奈(別府鶴見丘）合計点 22.750
フープ 11.250 ボール 11.500
◆女子 フープ
18位 和田 晏奈 11.250
◆女子 ボール
18位 和田 晏奈 11.500
◆女子 団体
10位 別府鶴見丘（大分） 和田,堀,匹田,日名子,穴見 13.050
水泳（水球）
２回戦
埼玉栄（埼玉）19－12大分商（大分）
3－3
7－2
3－4
6－3
水泳（競泳） ◆男子 ５０ｍ自由形 予選 ６組
2位 原田 晃世 別府青山（大分） 23秒95 決勝へ
決勝
3位 原田 晃世 別府青山（大分） 23秒61
◆男子 １００ｍ自由形 予選 ２組
8位 原田 晃世 別府青山（大分） 53秒58
◆男子 ４００ｍ自由形 予選 ４組
3位 近藤 樹 高田（大分） 3分57秒69 決勝へ
決勝
5位 近藤 樹 高田（大分） 3分57秒70
◆男子 １５００ｍ自由形 予選 ５組
3位 近藤 樹 高田（大分）15分47秒35 決勝へ
決勝
7位 近藤 樹 高田（大分）15分49秒18
◆男子 ２００ｍ個人メドレー 予選 ７組
4位 伊藤 海輝 大分雄城台（大分） 2分 5秒44
◆男子 ４００ｍ個人メドレー 予選 ４組
2位 伊藤 海輝 大分雄城台（大分） 4分25秒11 決勝へ
決勝
7位 伊藤 海輝 大分雄城台（大分） 4分25秒43
◆男子 ４００ｍメドレーリレー 予選 ２組
9位 大分雄城台（大分）玉ノ井,浅井,和田,神田 4分 3秒84
◆女子 ２００ｍバタフライ 予選 ３組
2位 清田 栞那大分雄城台（大分） 2分16秒67
◆女子 １００ｍバタフライ 予選 ５組
4位 清田 栞那 大分雄城台（大分） 1分 1秒07 決勝へ
決勝
7位 清田 栞那 大分雄城台（大分） 1分 0秒98
バスケットボール ◆男子
１回戦
明徳義塾（高知） 95－59 柳ケ浦（大分）
16－6
24－16
30－12
25－25
◆女子
１回戦
大阪桐蔭（大阪） 116－57 中津北（大分）
24－17
36－18
34－11
22－11
バレーボール ◆男子
予選グループ戦
別府鶴見丘（大分） 2－0 日本航空（山梨）
25－14
25－22
決勝トーナメント２回戦 桃山学院（大阪） 2－1 別府鶴見丘（大分）
25－22
21－25
25－21
決勝トーナメント２回戦 東九州龍谷（大分）2－0東京都市大塩尻（長野）
◆女子
25－19
25－23
決勝トーナメント３回戦 共栄学園（東京）2－0東九州龍谷（大分）
25－22
25－16
卓 球 ◆男子 学校対抗 ２回戦
明豊（大分）3－0遊学館（石川）
単2－0 複1－0
○高橋3ー0村田
11－8 11－2
11－7
○矢野3ー1卯木
5－11 13－11 11－8
11－9
○高橋,渡辺3ー2畑,関
8－11 11－9
11－8
9－11 11－9

備考

３位

５位
７位

７位

７位
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平成26年度全国高等学校総合体育大会 大分県選手の最終競技結果
競技名

種

別
３回戦

４回戦

◆女子 学校対抗 １回戦

◆男子 ダブルス

１回戦

２回戦

３回戦

◆男子 ダブルス

４回戦

◆男子 ダブルス

準々決勝

◆女子 ダブルス

１回戦

◆女子 ダブルス

１回戦

◆男子 シングルス １回戦

１回戦

１回戦

◆男子 シングルス ２回戦

２回戦

２回戦

２回戦

競 技 結 果
明豊（大分）3－0瓊浦（長崎）
単2－0
複1－0
○高橋3ー0川渕
11－3 11－5
11－7
○矢野3ー1李佳睿
5－11 11－5
11－6 11－8
○高橋,渡辺3ー0川渕,橋口
11－4 11－1
14－12
愛工大名電（愛知）3－1明豊（大分）
単3－0
複0－1
○松下3ー0矢野
11－5 11－2
11－8
○水谷3ー0高橋
11－7 11－3
11－8
松下,高杉2ー3高橋,渡辺○
11－8 8－11 11－4 7－11
9－11
○高杉3ー0佐藤(直)
11－7 11－7 11－3
明誠（島根）3－0明豊（大分）
単2－0
複1－0
○玉石3ー0近藤
11－3 15－13 11－9
○岩田3ー0小島
11－8 11－6 11－6
○玉石,松岡3ー1近藤,木原
11－6 11－5 6－11 12－10
坂本,山田3－2田中,佐藤(良)
埼玉栄（埼玉） 明豊（大分）
7－11 12－10 7－11 13－11 12－10
高橋,渡辺3－0明田,北野
明豊（大分） 高松中央（香川）
14－12 11－4 11－4
高橋,渡辺3－1寺本,林(真)
明豊（大分） 福井商（福井）
11－3 14－12 11－13 11－7
高橋,渡辺3－0阿部,井上
明豊（大分） 高岡龍谷（富山）
11－2 11－3 16－14
吉村,平野3－0高橋,渡辺
野田学園（山口） 明豊（大分）
11－9 11－6 11－7
滑川,小野3－0近藤,木原
桜の聖母学院（福島） 明豊（大分）
11－9 11－7 17－15
下山田,鳥屋3－2木村,周小チン
和洋国府台女（千葉） 別府溝部学園（大分）
8－11 11－9 9－11 11－7 11－4
矢野 雅大3－1野村 純寛
明豊（大分） 函館大有斗（北海道）
11－3 10－12 12－10 11－4
佐藤 直希3－0尾形 直樹
明豊（大分） 城南（徳島）
11－5 14－12 11－6
渡辺 聡太3－1羽野 悟史
明豊（大分） 木更津総合（千葉）
11－8 14－16 11－8 14－12
高橋 拓己3－0藤田 哲弘
明豊（大分） 鶴岡東（山形）
11－3 11－5 11－8
郡山 北斗3－2矢野 雅大
関西（岡山） 明豊（大分）
11－8 7－11 13－11 6－11 11－5
佐藤 直希3－0次藤 光
明豊（大分） 広島商（広島）
11－5 11－7 11－1
渡辺 聡太3－1水谷 良紀
明豊（大分） 愛工大名電（愛知）

備考

５位

５位
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平成26年度全国高等学校総合体育大会 大分県選手の最終競技結果
競技名

種

別

◆男子 シングルス ３回戦

３回戦

３回戦

◆男子 シングルス ４回戦

◆女子 シングルス １回戦

１回戦

１回戦

１回戦

◆女子 シングルス ２回戦

２回戦

２回戦

ソフトテニス ◆女子 個人

１回戦
１回戦
２回戦
２回戦
２回戦
２回戦
２回戦
２回戦
３回戦
３回戦
４回戦
５回戦
６回戦
準々決勝

◆女子 団体

１回戦

２回戦

競 技 結 果
4－11 12－10 11－8 12－10
高橋 和也3－1高橋 拓己
東山（京都） 明豊（大分）
11－7 12－10 11－13 14－12
相馬 練3－2佐藤 直希
鶴岡東（山形） 明豊（大分）
7－11 12－10 7－11 11－6 11－8
渡辺 聡太3－1一ノ瀬 拓巳
明豊（大分） 青森山田（青森）
7－11 13－11 12－10 11－8
渡辺 裕介3－0渡辺 聡太
明徳義塾（高知） 明豊（大分）
11－8 14－12 11－8
小島 悠夏3－1市川 日華
明豊（大分） 加藤学園（静岡）
11－5 2－11 11－5 11－6
橋本 夏海3－1吉沢 きらら
大分商（大分） 弘前実（青森）
11－6 12－10 10－12 11－3
松本 静香3－0木原 小絵香
愛知みずほ大瑞穂（愛知） 明豊（大分）
14－12 11－3 12－10
周小チン3－2児嶋 愛子
別府溝部学園（大分） 城南（徳島）
9－11 11－6 11－6 7－11 11－3
松田 未咲3－1小島 悠夏
済美（愛媛） 明豊（大分）
8－11 11－8 11－7 11－9
小室 聖3－1橋本 夏海
愛知みずほ大瑞穂（愛知） 大分商（大分）
11－5 11－5 8－11 11－6
竹前 裕美子3－0周小チン
正智深谷（埼玉） 別府溝部学園（大分）
11－8 12－10 12－10
吉田,大津4－0南野,斉藤
三重総合（大分） 北陸（福井）
川野(玲),吉田4－2福谷,井浦
大分商（大分） 慶進（山口）
山宮,小玉4－0小林,三輪
明豊（大分） 姫路商（兵庫）
鈴木,千葉4－1吉田,大津
高田（岩手） 三重総合（大分）
高橋,松田4－1川野(美),姫島
村上（新潟） 大分商（大分）
真島,煤田4－0西村,小牟田
明豊（大分） 和歌山信愛（和歌山）
中谷,長内4－2川野(玲),吉田
札幌龍谷学園（北海道） 大分商（大分）
宇藤,石井4－2鳥越,山口
日大藤沢（神奈川） 明豊（大分）
木村,高山4－2山宮,小玉
高崎健康福祉大高崎（群馬） 明豊（大分）
真島,煤田4－1永井,芝崎
明豊（大分） 昭和学院（千葉）
真島,煤田4－3塚川,前田
明豊（大分） 姫路商（兵庫）
真島,煤田4－3井田,橋本
明豊（大分） 飯田（石川）
真島,煤田4－3田辺,岡村
明豊（大分） 北越（新潟）
沢本,貝瀬4－1真島,煤田
和歌山信愛（和歌山） 明豊（大分）
明豊（大分）2－1田村（福島）
○真島,煤田4－0松田,橋本
鳥越,山口0－4安斎,井出○
○山宮,小玉4－2加藤,吉田
姫路商（兵庫）2－1明豊（大分）
小林,三輪1－4真島,煤田○

備考
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平成26年度全国高等学校総合体育大会 大分県選手の最終競技結果
競技名

種

別

◆男子 個人

１回戦
１回戦
２回戦
２回戦
２回戦
２回戦
２回戦
３回戦
３回戦
３回戦
４回戦

◆男子 団体

１回戦

２回戦

ハンドボール

◆男子

１回戦

２回戦

３回戦

準々決勝

◆女子

１回戦

サッカー ◆男子

１回戦

２回戦

ラグビー

◆男子

フットボール
ソフトボール ◆女子

相 撲

◆ 団体

１回戦
２回戦
３回戦
１回戦

予選１回戦

予選2回戦

競 技 結 果
○塚川,前田4－0鳥越,山口
○柴原,安田4－2山宮,小玉
鈴木,佐藤(哲)4－0遠藤,藤野
黒沢尻北（岩手） 臼杵（大分）
佐藤(玄),佐藤(和)4－1藤森,伊吹
大分舞鶴（大分） 虎姫（滋賀）
森,河浦4－3桜井,斎藤
鶴崎工（大分） 倉敷工（岡山）
今村,萱嶌4－0田口,沼上
大分商（大分） 霞ケ浦（茨城）
波多野,土井4－0土谷,岩武
東北（宮城） 楊志館（大分）
永井,田口4－0佐藤(玄),佐藤(和)
東北（宮城） 大分舞鶴（大分）
熊谷,与那城4－3亀井,犬井
中津東（大分） 済美（愛媛）
郷,本間4－3森,河浦
田村（福島） 鶴崎工（大分）
今村,萱嶌4－2大橋,村山
大分商（大分） 甲西（滋賀）
広中,長嶺4－2熊谷,与那城
徳山高専（山口） 中津東（大分）
平井,田中4－0今村,萱嶌
姫路商（兵庫） 大分商（大分）
楊志館（大分）3－0市柏（千葉）
○岩武,古城4－0村上,篠塚
○土谷,椋梨4－1常深,峯野
○姫野,仲尾4－3渡辺,伊藤
高岡商（富山）2－1楊志館（大分）
○長岡,焼田4－0岩武,古城
○伊藤,谷村4－1土谷,椋梨
荒木,中尾1－4姫野,仲尾○
大分雄城台（大分）36－34不来方（岩手）
14－15
15－14
1【延】1
3【延】3
3【7Ｔ】1
大分雄城台（大分）29－21藤代紫水（茨城）
13－11
16－10
大分雄城台（大分）32－17浦和学院（埼玉）
15－5
17－12
法政二（神奈川）34－26大分雄城台（大分）
17－12
17－14
聖和学園（宮城）25－23大分鶴崎（大分）
13－13
12－10
柳ケ浦（大分）2－1駒大苫小牧（北海道）
1－0
▽得点者【柳】小野田、崎元
1－1
【駒】手塚
前橋育英（群馬）2－1柳ケ浦（大分）
2－0
▽得点者【前】渡辺凌、青柳
0－1
【柳】小野田
大分舞鶴（大分） 43－ 7 青森北(青森)
前 29-7・後 14- 0
大分舞鶴（大分） 31－19 国学院栃木(栃木) 前 12-7・後 19-12
大分舞鶴（大分） 5 －42 報徳学園(兵庫)
前 10-5・後 32- 0
1234567合計
大分東（大分） 0000000 0
（大）佐藤卓－乙津（三）宇野－岩本
三 国（福井） 000020X 2
◇三塁打大矢場２（三）◇二塁打村上（大）
楊志館（大分）5－0木曽青峰（長野）
○吉田 おしだし松原 ( 康 )
○間地 よりきり松原 ( 恵 )
○安部 つきおとし奥野
○佐藤 ( 太 ) すくいなげ高木
○中島 おしだし芝田
楊志館（大分）3－2岐阜農林（岐阜）
○吉田 うわてなげ宇野
○間地 よりきり菅沼

備考
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平成26年度全国高等学校総合体育大会 大分県選手の最終競技結果
競技名

種

別

◆ 個人

柔

道

◆男子 団体

◆男子 ６０kg級
◆男子 ６０kg級
◆男子 ６６kg級
◆男子 ６６kg級
◆男子 ６６kg級
◆男子 ７３kg級
◆男子 ７３kg級
◆男子 ７３kg級
◆男子 ８１kg級
◆男子 ８１kg級
◆男子 ８１kg級
◆男子 ８１kg級
◆男子 ９０kg級

競 技 結 果
安部 あびせたおし吉池 ○
○佐藤 ( 太 ) つきたおし米盛
中島 おしだし加藤 ○
予選3回戦
埼玉栄（埼玉）4－1楊志館（大分）
鎌谷 はたきこみ吉田 ○
○光内 よりきり間地
○佐藤 つきだし安部
○川村 こてなげ佐藤 ( 太 )
○沢田 はたきこみ中島
決勝トーナメント１回戦 野村（愛媛）3－2楊志館（大分）
○田中 つきおとし吉田
是沢 よりきり間地 ○
○龍山 よりたおし安部
○山本 ( 塁 ) つきおとし佐藤 ( 太 )
二宮 よりきり中島 ○
予選１回戦
山本 巧 中島 楓
板野（徳島） おしだし 楊志館（大分）
予選2回戦
中島 楓
松浪 丞太郎
楊志館（大分） おしだし 御所実（奈良）
予選3回戦
上平 晴輝
中島 楓
平館（岩手） おしだし 楊志館（大分）
予選１回戦
吉田 裕貴 桜井 太良
楊志館（大分） おしだし 樹徳（群馬）
予選2回戦
城山 聖羅
吉田 裕貴
金沢工（石川） おしだし 楊志館（大分）
予選3回戦
久保 正博
吉田 裕貴
飛龍（静岡） おしだし 楊志館（大分）
予選１回戦
西野 倫理
間地 良太
金沢工（石川） すくいなげ 楊志館（大分）
予選2回戦
間地 良太
宇佐見 峻佑
楊志館（大分） うわてなげ 飛龍（静岡）
予選3回戦
間地 良太
大川 雄士
楊志館（大分） おしだし 近大広島高東広島（広島）
決勝Ｔ進出者決2回戦 間地 良太
黒沢 勇気
楊志館（大分） よりたおし 樹徳（群馬）
決勝Ｔ １回戦
佐藤 貴信
間地 良太
埼玉栄（埼玉） おしだし 楊志館（大分）
１回戦
天理（奈良）4－0国東（大分）
○田中 初内股猪俣 初
○正木 ②内股阿部 初
○古田 ②小外刈り三原 初
○山崎 初大外刈り近藤 初
並里 ②引き分け下山 初
１回戦
高瀬 和也初内股透かし服部 聖也初
柳ケ浦（大分） 四日市中央工（三重）
２回戦
枝常 京平初優勢高瀬 和也初
岡豊（高知） 柳ケ浦（大分）
１回戦
竹根 佳風②送り襟絞め光井 大成初
中津東（大分） 早鞆（山口）
２回戦
竹根 佳風②優勢望月 飛翔初
中津東（大分） 静岡学園（静岡）
３回戦
飯島 敦也初反則勝ち竹根 佳風②
国学院栃木（栃木） 中津東（大分）
１回戦
阿部 将一郎初背負い投げ山口 和馬初
国東（大分） 開星（島根）
２回戦
阿部 将一郎初大腰植田 功貴初
国東（大分） 坂出工（香川）
３回戦
鳥羽 潤初横四方固め阿部 将一郎初
松本第一（長野） 国東（大分）
１回戦
下山 和哉初優勢中川 恭兵②
国東（大分） 本荘（秋田）
２回戦
下山 和哉初合わせ技斎藤 心初
国東（大分） 豊栄（新潟）
３回戦
下山 和哉初優勢橋本 恭佑初
国東（大分） 桐生第一（群馬）
４回戦
天野 拓実初優勢下山 和哉初
桜丘（愛知） 国東（大分）
１回戦
近藤 優貴初優勢北山 達也②

備考
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平成26年度全国高等学校総合体育大会 大分県選手の最終競技結果
競技名

種

別

競

◆男子 ９０kg級

２回戦

◆男子 ９０kg級

３回戦

◆男子 ９０kg級

４回戦

◆男子 １００kg級 ２回戦
◆男子 １００kg超級１回戦
◆男子 １００kg超級２回戦
◆女子 団体

１回戦

◆女子 ４８kg級

１回戦

◆女子 ４８kg級

２回戦

◆女子 ４８kg級

３回戦

◆女子 ４８kg級

４回戦

◆女子 ５２kg級

２回戦

◆女子 ５２kg級

３回戦

◆女子 ５７kg級

２回戦

◆女子 ５７kg級

３回戦

◆女子 ５７kg級

４回戦

◆女子 ６３kg級

２回戦

◆女子 ６３kg級

３回戦

◆女子 ７０kg級

１回戦

◆女子 ７０kg級

２回戦

◆女子 ７８kg級

２回戦

◆女子 ７８kg超級 ２回戦
◆女子 ７８kg超級 ３回戦
剣

道 ◆男子 団体

予選リーグＭ 第1戦

予選リーグＭ 第２戦

◆女子 団体

予選リーグＭ 勝敗
予選リーグＮ 第1戦

技 結 果
国東（大分） 小杉（富山）
近藤 優貴初優勢酒井 拓磨初
国東（大分） 仙台育英（宮城）
近藤 優貴初優勢坂牛 つばさ初
国東（大分） 東海大甲府（山梨）
鷹野 仁初上四方固め近藤 優貴初
佐久長聖（長野） 国東（大分）
石川 竜多初釣り腰猪俣 大輝初
水戸工（茨城） 国東（大分）
内田 雄初合わせ技中沢 優太初
柳ケ浦（大分） 松本第一（長野）
奈良 翔太初優勢内田 雄初
弘前実（青森） 柳ケ浦（大分）
富士学苑（山梨）2－0大分西（大分）
○渡辺 初縦四方固め伊東 初
○巣山 初腰車後藤 初
舟久保 初引き分け岡辺 初
辻田 愛佳初袖釣り込み腰船瀬 ひかる初
柳ケ浦（大分） 生光学園（徳島）
辻田 愛佳初優勢海口 みなみ初
柳ケ浦（大分） 八千代（千葉）
辻田 愛佳初優勢稲毛 ゆか②
柳ケ浦（大分） 入善（富山）
常見 海琴初優勢辻田 愛佳初
埼玉栄（埼玉） 柳ケ浦（大分）
室岡 明日翔初優勢宇津木 奈菜初
国東（大分） 木更津総合（千葉）
田北 明日香初縦四方固め室岡 明日翔初
徳島北（徳島） 国東（大分）
山下 彩初優勢花田 あかり初
柳ケ浦（大分） 武庫川女大付（兵庫）
山下 彩初優勢西田 芽唯初
柳ケ浦（大分） 岡豊（高知）
谷川 美歩初優勢山下 彩初
藤枝順心（静岡） 柳ケ浦（大分）
秋吉 恕菜初優勢脇本 麻美初
国東（大分） 土浦日大（茨城）
米沢 夏帆初横四方固め秋吉 恕菜初
東大阪大敬愛（大阪） 国東（大分）
石丸 淑子初優勢斎藤 優花初
中津北（大分） 土気（千葉）
岡本 希望初優勢石丸 淑子初
紀央館（和歌山） 中津北（大分）
河内 雪乃初横四方固め太田 瑠那初
水戸啓明（茨城） 杵築（大分）
岡辺 まゆ初横四方固め三木 暁代初
大分西（大分） 武庫川女大付（兵庫）
井上 舞子初けさ固め岡辺 まゆ初
淑徳（東京） 大分西（大分）
桜丘（愛知）3－1杵築（大分）
○高井田 ②コ －－－ 和田 ②
○園井 ②コ －－－ 高山 ②
△村田 ② －－－ 池部 ②△
○太田 ②コ －－－ 河内 ②
野依 ② －－－コ 中根 ②○
沼田（広島）1－0杵築（大分）
△鳥本 ③メ －－－メ 和田 ②△
△工藤 ② －－－ 高山 ②△
△小早川 ② －－－ 池部 ②△
○中山 ③コ －－－ 河内 ②
△岩崎 ② －－－ 中根 ②△
3位 杵築（大分）
2敗
帝京五（愛媛）1－1大分鶴崎（大分）
引き分け
△信田 ② －－－ 小松 ③△
○河崎 ②コ －－－ 樽本 ②
△前田 ② －－－ 栗林 ③△
△松田 ② －－－ 広石 ③△

備考
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平成26年度全国高等学校総合体育大会 大分県選手の最終競技結果
競技名

種

別

競 技 結 果
赤堀 ② －－－コ 小西 ③○
◆女子 団体
予選リーグＮ 第2戦 新潟商（新潟）3－0大分鶴崎（大分）
○近藤 ②メ －－－ 小松 ③
○岩倉 ②メ －－－ 二ノ宮 ②
△大野 ② －－－ 栗林 ③△
○植木 ②メ －－－ 広石 ③
△河田 ② －－－ 小西 ③△
予選リーグＮ 勝敗 3位 大分鶴崎（大分）
1分 1敗
◆男子 個人
１回戦
河内 隼斗②メ － 石戸 将太②
杵築（大分）
東奥義塾（青森）
２回戦
板井 滉貴②メ － 桜井 大地②
大分舞鶴（大分）
酒田光陵（山形）
２回戦
河内 隼斗②ドコ－メ 土屋 良介③
杵築（大分）
甲府南（山梨）
３回戦
塚本 大樹③コ － 板井 滉貴②
奈良大付（奈良）
大分舞鶴（大分）
３回戦
村上 亘③メメ－ツ 河内 隼斗②
安房（千葉）
杵築（大分）
◆女子 個人
１回戦
小西 波瑠③メ － 吉田 瑞希③
大分鶴崎（大分）
盛岡北（岩手）
２回戦
長田 楓薫②メ － 小西 波瑠③
守谷（茨城）
大分鶴崎（大分）
２回戦
安原 侑未③コ － 小松 悠香③
玉野光南（岡山）
大分鶴崎（大分）
弓 道 ◆男子 個人
予選 （４射３中
高橋 亜朗大分雄城台（大分） 4 準決勝へ
準決勝 （４射３中）
高橋 亜朗大分雄城台（大分） 1
予選 （４射３中
合原 賢生日出総合（大分） 3 準決勝へ
準決勝 （４射３中）
合原 賢生日出総合（大分） 3 決勝へ
決勝 （射詰）
合原 賢生日出総合（大分） 順位なし
◆女子 個人
予選 （４射３中）
丹生 朋美大分南（大分） 3 準決勝へ
準決勝 （４射３中）
丹生 朋美大分南（大分） 2
予選 （４射３中）
伊東 春香大分西（大分） 1
◆男子 団体
予選 （20射）
国東（大分） 10
塚原 0 河野 2 上園 3 岩本 3 宮園 2
◆女子 団体
予選 （20射）
日田（大分） 9
大蔵 1 高倉(千) 1 高倉(茉) 2 小山 3 出野 2
登 山
【箱根山塊（金時山、三国山、神山等）幕営地 ﾚｸｲｱﾘｰﾅ箱根】
◆男子 団体
17位 竹田（大分） 96.1
◆女子 団体
24位 竹田（大分） 90.7
バドミントン ◆男子 学校対抗 １回戦
東奥学園（青森）3－0大分西（大分）
単1－0
複2－0
○馬屋原,三浦2ー0坂井,里谷
21－8 21－10
○相馬,三上2ー1野涯,江田
26－28 21－13
22－20
○斎藤2ー0日元
21－13 21－18
◆女子 学校対抗 １回戦
大分西（大分）3－1四條畷学園（大阪）
単1－1
複2－0
○福田,鈴木2ー0松本,山田
21－12 21－13
○柿本,結城2ー1西村,若林
21－18 16－21
21－15
小林0ー2上田○
19－21 16－21
○柿本2ー1西村
21－14 12－21
21－15
２回戦
星城（愛知）3－2大分西（大分）
単2－1
複1－1
大山,肥塚0ー2福田,鈴木○
18－21 22－24
○二宮,紅林ー20柿本,結城
21－19 21－16
久野0ー2小林○
19－21 12－21

備考
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平成26年度全国高等学校総合体育大会 大分県選手の最終競技結果
競技名

種

別

◆男子 ダブルス

１回戦

１回戦

２回戦

３回戦

◆女子 ダブルス

１回戦

２回戦

３回戦

◆男子 シングルス １回戦

１回戦

２回戦

◆女子 シングルス １回戦

１回戦

ボート

◆男子 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ
◆男子 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

◆男子
◆男子
◆男子
◆男子
◆男子

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ
ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ
ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ
ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ
ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

◆女子 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ
◆女子 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ
◆女子 舵手つきｸォﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

◆女子
◆女子
◆女子
◆女子
◆女子
◆女子
◆女子

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ
ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ
ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ
ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ
ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ
ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ
ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

予選 ５組
準々決勝 ２組
予選 ８組
敗者復活戦 ４組
準々決勝 ４組
予選 １組
準々決勝 ２組
予選 ２組
敗者復活戦 １組
準々決勝 ４組
予選 ５組
敗者復活戦 ２組
準々決勝 ６組
予選 ４組
準々決勝 ２組
準決勝 ２組
決勝

レスリング ◆男子 学校対抗 １回戦

競 技 結 果
備考
○大山2ー0結城
21－19 21－13
○紅林2ー0柿本
21－15 21－11
野涯,江田2－0柏木,坂本
大分西（大分） 和歌山高専（和歌山）
21－12 21－8
小川,森岡1－0宇都(彬),宇都(聡)
埼玉栄（埼玉） 別府鶴見丘（大分）
21－16 2－0
（宇都彬、宇都聡は途中棄権）
野涯,江田2－1芹川,大地
大分西（大分） 千葉敬愛（千葉）
18－21 21－11 21－12
玉手,中田2－1野涯,江田
埼玉栄（埼玉） 大分西（大分）
21－13 15－21 21－11
小林,福田2－1下城,手塚
大分西（大分） 桐生南（群馬）
22－20 13－21 21－15
石橋,岩崎2－1柿本,結城
京都外大西（京都） 大分西（大分）
17－21 21－16 21－17
小林,福田2－1岩崎,山下
大分西（大分） 城東（徳島）
10－21 21－17 21－12
小野,桃井2－0小林,福田
金沢向陽（石川） 大分西（大分）
21－11 22－20
佐藤 康平2－1中島 拓哉
村野工（兵庫） 別府鶴見丘（大分）
21－10 9－21 21－19
江田 貴一2－1藤丸 翔平
大分西（大分） 高知商（高知）
17－21 21－17 21－11
塚本 光希2－0江田 貴一
札幌第一（北海道） 大分西（大分）
21－15 21－19
金丸 萌子2－1浜崎 瑞穂
松商学園（長野） 昭和学園（大分）
17－21 21－19 21－17
坂井 陽2－0小林 瑞季
新潟青陵（新潟） 大分西（大分）
21－15 21－19
2位 日田
頓宮,梅木,活田,千原,奥谷 3分27秒21 準々決勝へ
3位 日田
頓宮,梅木,活田,千原,奥谷 3分16秒85
4位 日田
佐々木,長石 3分38秒90 敗者復活戦へ
1位 日田
佐々木,長石 3分35秒02 準々決勝へ
5位 日田
佐々木,長石 3分33秒15
2位 河津 蒼摩 日田林工 3分41秒58 準々決勝へ
3位 河津 蒼摩 日田林工 3分36秒94
4位 日田三隈
佐藤(美),魚形,諫山,佐藤(愛),江田 3分47秒44 敗者復活戦へ
1位 日田三隈
佐藤(美),魚形,諫山,佐藤(愛),江田 3分56秒22 準々決勝へ
4位 日田三隈
佐藤(美),魚形,諫山,佐藤(愛),江田 3分45秒36
4位 日田
梅木,高瀬 4分37秒74 敗者復活戦へ
2位 日田
梅木,高瀬 4分 3秒53 準々決勝へ
5位 日田
梅木,高瀬 4分 2秒92
1位 高野 晃帆 日田三隈 4分 6秒31 準々決勝へ
1位 高野 晃帆 日田三隈 4分 6秒05 準決勝へ
3位 高野 晃帆 日田三隈 4分11秒37 決勝へ
5位 高野 晃帆 日田三隈 4分13秒16
５位
上田西（長野）4－3日本文理大付（大分）
５０kg級○佐藤 日高
フォール
1分 3秒
５５kg級○井出 山際
Ｔフォール
3分37秒
６０kg級○小島 高羽
Ｔフォール
24秒
６６kg級○宮原 長尾
フォール
2分 8秒
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平成26年度全国高等学校総合体育大会 大分県選手の最終競技結果
競技名

種

別

◆男子 ５０kg級

１回戦

◆男子 ５５kg級

１回戦

◆男子 ６０kg級

１回戦

◆男子 ６６kg級

１回戦

◆男子 ７４kg級

１回戦

◆男子 ８４kg級

１回戦

◆男子 ９６kg級

１回戦

◆男子 １２０kg級 ２回戦
◆男子 １２０kg級 ３回戦
◆男子 １２０kg級 準々決勝
テニス

◆男子 団体

２回戦

３回戦

準々決勝

準決勝

◆女子 団体

１回戦

２回戦

◆男子 シングルス １回戦

１回戦
１回戦

競 技 結 果
７４kg級 ─ 伊東 ○
不戦勝
８４kg級 赤羽 鳥居 ○
フォール 1分16秒
１２０kg級 ─ 魚見 ○
不戦勝
小角 優太 高木 流也
山形商（山形）Ｔフォール 2分50秒 佐伯鶴岡（大分）
吉田 健太6－5山際 樹
種市（岩手） 日本文理大付（大分）
大前 慶太 市原 元紀
栗東（滋賀）フォール 2分16秒 日本文理大付（大分）
笠川 良太 長尾 早和紀
足羽（福井）フォール 47秒 日本文理大付（大分）
伊藤 拓海 乙名 剛輝
東北学院（宮城）フォール 1分33秒 日本文理大付（大分）
一瀬 剣 鳥居 晧介
豊浦（山口）Ｔフォール 2分42秒 日本文理大付（大分）
渡辺 大貴 渡辺 大智
山形商（山形）フォール 39秒 日本文理大付（大分）
魚見 友浩 橘 幸佑
日本文理大付（大分）Ｔフォール 1分32秒 星稜（石川）
魚見 友浩6－1矢野 遥己
日本文理大付（大分） 山口鴻城（山口）
山本 泰丈 魚見 友浩
花咲徳栄（埼玉）フォール 26秒 日本文理大付（大分）
大分舞鶴（大分）2－1川越東（埼玉）
単1－1 複1－0
○井上,森脇 8－5 宮崎,永井
古賀 3－8 本間○
○佐藤 8－0 林
大分舞鶴（大分）2－0金沢（石川）
単1－0
複1－0
○井上,森脇 8－1 植田,松原
○佐藤 8－4 米沢
大分舞鶴（大分）2－1湘南工大付（神奈川）
単1－1 複1－0
○井上,森脇 6－4 徳本,畠山
2－6
6－1
古賀 4－6 高橋○
1－6
○佐藤 6－2 斎藤
6－3
四日市工（三重）2－0大分舞鶴（大分）
単1－0
複1－0
○鈴木,橋川 7－6 井上,森脇
6－3
○島袋 7－5 古賀
6－0
山佐 － 佐藤
打ち切り
福徳学院（大分）2－1宇都宮海星女学院（栃木）
単1－1
複1－0
○大瀬良,今別府 8－5 川喜田,松原
○伊藤 8－5 加藤
三上 1－8 小室○
園田学園（兵庫）3－0福徳学院（大分）
単2－0 複1－0
○釜江,伊藤 8－0 大瀬良,三上
○上 8－6 伊藤
○中谷 8－1 今別府
井上 友8－1木元 風哉
大分舞鶴（大分） 早大本庄（埼玉）
古賀 大貴9－8徳光 翔馬
大分舞鶴（大分） 札幌日大（北海道）
佐藤 祥次8－2箸本 涼真
大分舞鶴（大分） 金沢錦丘（石川）

備考

５位

３位
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平成26年度全国高等学校総合体育大会 大分県選手の最終競技結果
競技名

種

別

競 技 結 果
備考
２回戦
井上 友8－1熊坂 健太朗
大分舞鶴（大分） 日大山形（山形）
２回戦
小谷野 佑太8－6古賀 大貴
法政二（神奈川） 大分舞鶴（大分）
２回戦
矢部 馨8－6佐藤 祥次
浦和学院（埼玉） 大分舞鶴（大分）
３回戦
井上 友6－7松尾 魁人
大分舞鶴（大分） 途中棄権 県岐阜商（岐阜）
４回戦
井上 友8－5島袋 将
大分舞鶴（大分） 四日市工（三重）
準々決勝
高橋 悠介6－4井上 友
５位
湘南工大付（神奈川）6－0大分舞鶴（大分）
◆女子 シングルス １回戦
浦上 喜帆8－6伊藤 有希
芦屋学園（兵庫） 福徳学院（大分）
１回戦
橘 彩音8－3中井 理央
相生学院（兵庫） 杵築（大分）
◆男子 ダブルス １回戦
逸崎,林8－4井上,森脇
大産大付（大阪） 大分舞鶴（大分）
◆女子 ダブルス １回戦
伊藤,三上8－4真鍋,竹本
福徳学院（大分） 高松北（香川）
２回戦
宮内,矢野8－6伊藤,三上
秀明八千代（千葉） 福徳学院（大分）
自転車競技 ◆男子4kmﾁｰﾑ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 予選
12位 別府商（大分） 大段,川崎,三重野,藤内 4分39秒803
(５位以下は順位確定
17位 日出暘谷・日出総合（大分） 阿部(将),高橋(優),阿部(明),高橋(綜) 4分41秒611
◆男子 3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ 予選 1位 阿部 将大 日出暘谷・日出総合（大分） 3分36秒667 決勝へ
◆男子 3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ 予選 14位 三重野 将章 別府商（大分） 3分44秒309 予選 ５位以下は順位確定
◆男子 3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ決勝
1位 阿部 将大 日出暘谷・日出総合（大分） 3分36秒388
１位
◆男子 ４km速度競走 予選２組
8位 阿部 明和 日出暘谷・日出総合（大分） 予選 ４位まで準決勝へ
◆男子 スプリント 予選
17位 甲斐 俊祐 別府商（大分）11秒547 予選 12位まで１／８決勝へ
◆男子 ケイリン １回戦 ５組
川崎 辰也 別府商（大分） 途中棄権敗者復活戦へ
◆男子 ケイリン 敗者復活戦 ３組
3位 川崎 辰也 別府商（大分）
◆男子 ケイリン １回戦 ６組
3位 小島 義郎 日出暘谷・日出総合（大分） 敗者復活戦へ
◆男子 ケイリン 敗者復活戦 １組
1位 小島 義郎 日出暘谷・日出総合（大分）12秒206 ２回戦へ
◆男子 ケイリン 2回戦 １組
7位 小島 義郎 日出暘谷・日出総合（大分）
◆男子 ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 予選 １組
3位 高橋 優斗 日出暘谷・日出総合（大分） 8 決勝へ
◆男子 ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 決勝
10位 高橋 優斗 日出暘谷・日出総合（大分） 7
◆男子 スクラッチ 予選 ２組
10位 藤内 総志 別府商（大分）
◆男子 スクラッチ 予選 ３組
9位 高橋 綜一郎 日出暘谷・日出総合（大分）
◆男子 １kmタイム・トライアル 決勝
3位 佐藤 文俊 日出暘谷・日出総合（大分） 1分 8秒220
３位
◆男子 トラック 学校対抗得点
6位 日出暘谷・日出総合（大分） 15
６位
◆男子 ロード・レース 個人 決勝
33位 阿部 将大 日出暘谷・日出総合（大分） 2時間47分20秒2
高橋 優斗 日出暘谷・日出総合（大分） 途中棄権
三重野 将章 別府商（大分） 途中棄権
高橋 綜一郎 日出暘谷・日出総合（大分） 途中棄権
◆男子 ロード・レース 総合得点
7位 日出暘谷・日出総合（大分） 15
７位
ボクシング ◆ ピン級
１回戦
大河原 龍也 佐藤 端樹
南風原（沖縄 ）判定 大分工（大分）
◆ フライ級
１回戦
石崎 佑樹 木津 拓也
沼南（千葉）ＴＫＯ3回 52秒 鶴崎工（大分）
◆ ライトフライ級 ２回戦
梁成秀 山村 郁聖
神戸朝鮮高（兵庫）判定 鶴崎工（大分）
◆ バンタム級
１回戦
広戸 将国 寺沢 徹
津久見（大分）判定東御清翔（長野）
◆ バンタム級
２回戦
下永 誉斗 広戸 将国
武相（神奈川） ＴＫＯ 2回 1分44秒 津久見（大分）
◆ ライトウェルター級 １回戦
久野 将太郎 武生 翔太
横浜（神奈川）判定大分工（大分）
◆ ライト級
２回戦
庄 力也 飯塚 勇磨
津久見（大分）判定西武台千葉（千葉）
◆ ライト級
３回戦
波田 大和 庄 力也
花咲徳栄（埼玉）判定津久見（大分）
◆５３kg級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ スナッチ（kg）
ウエイト
3位 砂山 昂大 宇佐（大分） 83
３位
ジャーク（kg）
リフティング ◆５３kg級トータル
7位 砂山 昂大 宇佐（大分） 98
７位
ﾄｰﾀﾙ・ｽﾅｯﾁ・ｼﾞｬｰｸ(kg) 5位 砂山 昂大 宇佐（大分）181 83 98
５位
◆６２kg級スナッチ
スナッチ（kg）
7位 佐藤 右規 宇佐（大分） 95
７位
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競技名

種

別

◆６２kg級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ ジャーク（kg）

◆６２kg級トータル

ﾄｰﾀﾙ・ｽﾅｯﾁ・ｼﾞｬｰｸ(kg)

◆５６kg級スナッチ

スナッチ（kg）
◆ ５６kg級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ ジャーク（kg）
ﾄｰﾀﾙ・ｽﾅｯﾁ・ｼﾞｬｰｸ(kg)
◆５６kg級トータル
◆６９kg級スナッチ
スナッチ（kg）
◆６９kg級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ ジャーク（kg）

◆６９kg級トータル

ﾄｰﾀﾙ・ｽﾅｯﾁ・ｼﾞｬｰｸ(kg)

◆７７kg級スナッチ

スナッチ（kg）

◆７７kg級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ ジャーク（kg）

◆７７kg級トータル

ﾄｰﾀﾙ・ｽﾅｯﾁ・ｼﾞｬｰｸ(kg)

◆８５kg級スナッチ

◆＋105kg級トータル

スナッチ（kg）
ジャーク（kg）
ﾄｰﾀﾙ・ｽﾅｯﾁ・ｼﾞｬｰｸ(kg)
スナッチ（kg）
ジャーク（kg）
ﾄｰﾀﾙ・ｽﾅｯﾁ・ｼﾞｬｰｸ(kg)

◆男子 ＦＪ級ソロ

第１日成績

◆男子 ＦＪ級ソロ

第２日までの成績

◆男子 ＦＪ級ソロ

第３日までの成績

◆男子 ＦＪ級ソロ

最終成績

◆女子 ＦＪ級ソロ

第１日成績

◆女子 ＦＪ級ソロ

第３日までの成績

◆女子 ＦＪ級ソロ

最終成績

◆８５kg級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ

◆８５kg級トータル
◆＋105kg級スナッチ
◆＋105kg級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ

ヨット

最終成績
◆女子 ＦＪ級デュエット 最終成績
フェンシング ◆男子 フルーレ 予選ﾘｰｸﾞ第７ﾌﾟｰﾙ
◆男子 ＦＪ級デュエット

予選ﾘｰｸﾞ第13ﾌﾟｰﾙ
予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦

◆女子 フルーレ

予選ﾘｰｸﾞ第１ﾌﾟｰﾙ
予選ﾘｰｸﾞ第11ﾌﾟｰﾙ
予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦
予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦

◆男子 エペ

予選ﾘｰｸﾞ第２ﾌﾟｰﾙ
予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦

予選ﾘｰｸﾞ第６ﾌﾟｰﾙ
◆女子 エペ
◆男子 サーブル 予選ﾘｰｸﾞ第７ﾌﾟｰﾙ
予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦

競 技 結 果
32位 川野 雅弥 大分工（大分） 84
38位 三浦 成晃 大分工（大分） 80
8位 佐藤 右規 宇佐（大分）116
28位 川野 雅弥 大分工（大分）105
29位 三浦 成晃 大分工（大分）105
7位 佐藤 右規 宇佐（大分）211 95 116
29位 川野 雅弥 大分工（大分）189 84 105
32位 三浦 成晃 大分工（大分）185 80 105
20位 内尾 友紀 宇佐（大分） 78
11位 内尾 友紀 宇佐（大分）100
14位 内尾 友紀 宇佐（大分）178 78 100
11位 長谷雄 信弘 杵築（大分） 99
22位 末松 昌己 大分工（大分） 93
25位 長谷雄 信弘 杵築（大分）113
34位 末松 昌己 大分工（大分）109
16位 長谷雄 信弘 杵築（大分）212 99 113
27位 末松 昌己 大分工（大分）202 93 109
36位 浜尾 亮吾 宇佐（大分） 88
永友 大地 杵築（大分） 順位なし,記録なし
38位 永友 大地 杵築（大分）106
41位 浜尾 亮吾 宇佐（大分）102
39位 浜尾 亮吾 宇佐（大分）190 88 102
永友 大地 杵築（大分） 106 順位なし,記録なし記録なし
19位 三浦 祐暉 杵築（大分）100
36位 三浦 祐暉 杵築（大分）115
31位 三浦 祐暉 杵築（大分）215 100 115
1位 野中 雅浩 大分工（大分）130
1位 野中 雅浩 大分工（大分）178
1位 野中 雅浩 大分工（大分）308 130 178
9位 別府青山 Ａ（大分） 31
33位 別府青山 Ｂ（大分） 96
58位 別府青山 Ｃ（大分）159
8位 別府青山 Ａ（大分） 39
28位 別府青山 Ｂ（大分）118
60位 別府青山 Ｃ（大分）224
8位 別府青山 Ａ（大分） 32
33位 別府青山 Ｂ（大分）114
59位 別府青山 Ｃ（大分）204
4位 別府青山 Ａ（大分） 矢野,大野,阿部,緒方 36
33位 別府青山 Ｂ（大分） 大平,藤並,山口,吉富136
58位 別府青山 Ｃ（大分） 山崎,浜畑,吉岡,寺崎255
6位 別府青山 Ｂ（大分） 12
11位 別府青山 Ａ（大分） 31
13位 別府青山 Ｃ（大分） 36
5位 別府青山 Ｂ（大分） 18
10位 別府青山 Ａ（大分） 43
16位 別府青山 Ｃ（大分） 61
7位 別府青山 Ｂ（大分） 三重野,川上,赤嶺,上村 34
10位 別府青山 Ａ（大分） 足立,丸山,清原,帯刀 50
17位 別府青山 Ｃ（大分） 小泉,小松,三浦,原田 83
7位 別府青山（大分） 172
1位 別府青山（大分） 84
岡本 卓也 大分豊府（大分） 2勝
2敗予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ
奥武 大輔 大分豊府（大分） 1勝
3敗
久米 春貴15－10岡本 卓也
愛工大名電（愛知） 大分豊府（大分）
小田 みはる 別府商（大分） 4勝
1敗予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ
吉岡 愛咲 大分豊府（大分） 2勝
2敗予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ
高田 野乃香15－6小田 みはる
富山西（富山） 別府商（大分）
溝口 礼菜15－6吉岡 愛咲
柏陵（千葉） 大分豊府（大分）
佐藤 拓 日田林工（大分） 2勝
3敗予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ
三浦 秀也15－7佐藤 拓
気仙沼（宮城） 日田林工（大分）
松原 萌 大分豊府（大分） 1勝
3敗
鶴田 浩一朗 情報科学（大分） 2勝
2敗予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ
鶴田 浩一朗15－14佐藤 真春

備考

８位

７位

１位
１位
１位

４位

７位

７位
１位
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競技名

種

別

競 技 結 果
情報科学（大分） 川俣（福島）
予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦
山北 格也15－7鶴田 浩一朗
羽島北（岐阜） 情報科学（大分）
◆女子 サーブル 予選ﾘｰｸﾞ第３ﾌﾟｰﾙ
西村 咲菜 大分豊府（大分）
4敗
◆男子 学校対抗 １回戦
三本松（香川）5－4大分豊府（大分）
松浦 1勝 2敗 羽田野 2勝 1敗
高橋 3勝
奥武 2勝 1敗
岩倉 1勝 2敗 阿南
3敗
◆女子 学校対抗 ２回戦
大分豊府（大分）5－2一関二（岩手）
吉岡 3勝
木村 1勝 2敗
村上
1敗 小岩 1勝 1敗
松原 2勝
小野寺
2敗
丸山
1敗
３回戦
大分豊府（大分）5－0至学館（愛知）
吉岡 2勝
小崎
2敗
松原 1勝
横山
1敗
村上 2勝
水野
2敗
４回戦
翔陽（熊本）5－4大分豊府（大分）
菊池 3勝
吉岡 2勝 1敗
中山 1勝 2敗 村上
3敗
吉崎 1勝 2敗 松原 2勝 1敗
カヌー ◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（500m）予選 ４組
3位 松成 佑斗 高田（大分） 2分 7秒304 準決勝へ
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（500m）予選 ３組 5位 麻生 幹太 楊志館（大分） 2分17秒051 準決勝へ
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（500m）予選 ２組
6位 高田（大分） 松成,小野 2分 0秒961 準決勝へ
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ（500m）予選 ２組
5位 楊志館（大分） 麻生,佐藤 2分17秒033 準決勝へ
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m）予選 ４組
1位 高田（大分） 松成,早田,小野,徳丸 1分45秒137 準決勝へ
◆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） 松成,早田,小野,徳丸 1分41秒704 決勝へ
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ（500m）予選 １組 4位 楊志館（大分） 麻生,牧,佐藤,川野 2分 2秒318 準決勝へ
◆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 楊志館（大分） 麻生,牧,佐藤,川野 レーンアウトで失格
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（500m）準決勝 ２組 7位 松成 佑斗 高田（大分） 1分56秒800
◆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 麻生 幹太 楊志館（大分） 2分12秒278
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（500m）準決勝 ３組
9位 高田（大分） 松成,小野 2分10秒387
◆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 ２組 4位 楊志館（大分） 麻生,佐藤 2分 3秒465
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m）決勝
8位 高田（大分） 松成,早田,小野,徳丸 1分39秒867
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（500m）予選 ２組
5位 遠藤 優 高田（大分） 2分24秒793 準決勝へ
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（500m）予選 ２組
6位 高田（大分） 遠藤,桑原 2分20秒354 準決勝へ
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m）予選 １組
3位 高田（大分） 遠藤,山田,桑原,後藤 1分56秒508 準決勝へ
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m）準決勝 ２組
2位 高田（大分） 遠藤,山田,桑原,後藤 1分54秒437 決勝へ
◆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 7位 遠藤 優 高田（大分） 2分20秒308
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（500m）準決勝 ３組
3位 高田（大分） 遠藤,桑原 2分 8秒023
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m）決勝
7位 高田（大分） 遠藤,山田,桑原,後藤 1分54秒363
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m）予選 ５組
1位 松成 佑斗 高田（大分） 42秒578 準決勝へ
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m）準決勝 １組 4位 松成 佑斗 高田（大分）
43秒295
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（200m）予選 ２組 6位 麻生 幹太 楊志館（大分）
50秒298 準決勝へ
◆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
4位 麻生 幹太 楊志館（大分） 47秒217
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m）予選 ４組
7位 高田（大分） 松成,小野 45秒960 準決勝へ
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m）準決勝 ２組
7位 高田（大分） 松成,小野 40秒867
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ（200m）予選 ３組
3位 楊志館（大分） 麻生,佐藤 48秒094 準決勝へ
◆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 ２組 3位 楊志館（大分） 麻生,佐藤
48秒269
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（200m）予選 ２組
4位 高田（大分） 松成,早田,小野,徳丸 38秒232 準決勝へ
◆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） 松成,早田,小野,徳丸 38秒544
◆男子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ（200m）予選 ４組 4位 楊志館（大分） 麻生,牧,佐藤,川野
45秒351 準決勝へ
◆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 5位 楊志館（大分） 麻生,牧,佐藤,川野
45秒486
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m）予選 ３組
6位 遠藤 優 高田（大分） 52秒537 準決勝へ
◆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 4位 遠藤 優 高田（大分）
50秒282
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m）予選 ３組
3位 高田（大分） 遠藤,桑原 47秒221 準決勝へ
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m）準決勝 ２組
3位 高田（大分） 遠藤,桑原 45秒492 決勝へ
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m）決勝
7位 高田（大分） 遠藤,桑原 45秒584
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（200m）予選
2位 高田（大分） 遠藤,山田,桑原,後藤 44秒702 準決勝へ
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（200m）準決勝 ３組
1位 高田（大分） 遠藤,山田,桑原,後藤 42秒981 決勝へ
◆女子 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ・ｶﾔｯｸﾌｫｱ（200m）決勝
5位 高田（大分） 遠藤,山田,桑原,後藤 41秒497
予選リーグＫブロック第1戦 福徳学院（大分）1－0文化学園大杉並（東京）
なぎなた ◆ 団体試合
△園田0－0大谷△
△中島0－0永尾△
○小間2－0北
△甲斐0－0田村△
△大野0－0田中△
予選リーグＫブロック 第2戦
福徳学院（大分）0－0今治東中教校（愛媛）

備考

５位

８位

７位

７位

５位
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競技名

種

別

予選リーグＫブロック勝敗

決勝トーナメント１回戦

決勝トーナメント２回戦

準決勝

◆ 個人試合

予選リーグ

予選リーグ

決勝トーナメント１回戦
決勝トーナメント１回戦

決勝トーナメント２回戦
決勝トーナメント３回戦

◆ 演技試合

予選リーグ

予選リーグ

決勝トーナメント１回戦
決勝トーナメント１回戦
決勝トーナメント２回戦
決勝トーナメント２回戦
決勝トーナメント３回戦
アーチェリー ◆男子 団体

予選（上位３人の合計

競 技 結 果
代表勝ち
△園田0－0平岡△
△中島0－0千羽△
△小間0－0八木△
△甲斐0－0山本△
△大野0－0野間△
【代表戦】
○園田1－0八木
1位 福徳学院（大分） 2勝
福徳学院（大分）2－0弘前中央（青森）
○園田2－0田中
△中島0－0藤田△
○小間2－0板東
△甲斐0－0工藤△
△大野0－0瓜田△
福徳学院（大分）1－1高田（三重）
本数勝ち
△園田0－0紀平△
中島0－1大萱○
○小間2－0阪
△甲斐0－0樋口△
△大野0－0渡辺△
佐賀東（佐賀）2－0福徳学院（大分）
△西村 ( 佳 ) 0－0園田△
○川崎1－0中島
△草野0－0小間△
○富崎2－0甲斐
△畠山0－0大野△
園田 茉央1－0望月 玲来
福徳学院（大分） 甲府昭和（山梨）
園田 茉央2－0大橋 佑奈
福徳学院（大分） 大垣商（岐阜）
予選リーグ（１位 園田 2勝は決勝トーナメントへ）
川野 柚奈1－0絹田 千穂
大分西（大分） 勝間田（岡山）
予選リーグ（１位川野 1勝は決勝トーナメントへ）
東 菜々子1－0川野 柚奈
城東（東京） 大分西（大分）
園田 茉央 野中 春花
福徳学院（大分） 長崎明誠（長崎）
判定
園田 茉央1－0中島 杏佳
福徳学院（大分） 出雲北陵（島根）
三浦 里帆 園田 茉央
東海学園（愛知） 福徳学院（大分）
判定
甲斐,園田5－0近藤,竹内
福徳学院（大分） 植草学園大付（千葉）
甲斐,園田5－0絹田,水島
福徳学院（大分） 勝間田（岡山）
川野,河野5－0稲垣,半沢
大分西（大分） 山形西（山形）
川野,河野5－0田中,平田
大分西（大分） 鳥取敬愛（鳥取）
甲斐,園田5－0渡辺(祥),北村
福徳学院（大分） 熊本西（熊本）
川野,河野5－0小島,太田
大分西（大分） 桜花学園（愛知）
甲斐,園田5－0不破,堀口
福徳学院（大分） 大垣商（岐阜）
増田,木本5－0川野,河野
汎愛（大阪） 大分西（大分）
落合,水谷3－2甲斐,園田
稲生（三重） 福徳学院（大分）
37大分東明（大分）1593
吉良 550 田口 544 矢田 499 古川 489

備考

３位

５位

５位
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競技名

種 別
◆女子 団体

競

技

結

果

予選 （上位３人の合計 15大分東明（大分）1567

決勝ラウンドへ
鐘ケ江 539 広瀬 525 石川 503
岡 478
決勝ﾗｳﾝﾄﾞ１回戦（24射）
◆女子 団体
柏陵（福岡）5－3大分東明（大分）
下川,小林,日高,橋本 鐘ケ江,広瀬,石川,岡
（出場は３人）
◆男子 個人
予選
110位 吉良 寛太 大分東明（大分） 550
予選
121位 田口 寛士 大分東明（大分） 544
予選
186位 矢田 拓馬 大分東明（大分） 499
予選
193位 古川 ヒイロ 大分東明（大分） 489
予選
226位 秋好 星来 別府溝部学園（大分） 308
◆女子 個人
予選
13位 小池 美朝 大分（大分） 587 決勝ラウンドへ
予選
67位 鐘ケ江 瑞稀 大分東明（大分） 539
予選
82位 広瀬 千夏 大分東明（大分） 525
予選
108位 石川 風花 大分東明（大分） 503
予選
138位 岡 彩織 大分東明（大分） 478
◆女子 個人
決勝ﾗｳﾝﾄﾞ１回戦
上田 紗安羅6－5小池 美朝
四日市四郷（三重） 大分（大分）
空手道 ◆男子 個人組手 １回戦
志手 拓0－0中川 優太
判定勝ち 柳ケ浦（大分） 恵庭南（北海道）
◆男子 個人組手 ２回戦
三上 純希1－1志手 拓
判定勝ち 小松大谷（石川） 柳ケ浦（大分）
◆男子 個人組手 ２回戦
清水 一歩5－0渡辺 将吾
世田谷学園（東京） 柳ケ浦（大分）
◆男子 個人形
１回戦
桑子 明大5－0田原 一輝
星城（愛知） 大分南（大分）
１回戦
大久保 歴4－1村井 優太
開新（熊本） 柳ケ浦（大分）
◆女子 個人組手 １回戦
榎 花乃2－0羽佐田 愛
大分南（大分） 県岐阜商（岐阜）
１回戦
鈴木 菜未8－0平野 伊吹
帝京（東京） 大分南（大分）
２回戦
柳沢 花月3－1榎 花乃
宇都宮文星女（栃木） 大分南（大分）
◆女子 個人形
１回戦
渡辺 ほのか5－0佐藤 亜実
燕中教校（新潟） 大分南（大分）
２回戦
尾関 栄麻菜5－0清水 さつき
大分南（大分） 松山女（埼玉）
３回戦
尾関 栄麻菜5－0中川 晴絵
大分南（大分） 聖和学園（宮城）
４回戦
佐尾 瑠衣花3－2尾関 栄麻菜
華頂女（京都） 大分南（大分）
◆男子 団体組手 ２回戦
柳ケ浦（大分）3－1呉港（広島）
○佐藤4－3本田
○白石6－1坂口
○渡辺8－0橋本
志手0－1藤田○
△安達 ( 和 ) 1－1作田△
◆男子 団体組手 ３回戦
拓大紅陵（千葉）3－1柳ケ浦（大分）
○塚本3－2志手
大塚3－7白石○
○松本6－4渡辺
○林6－4安達 ( 和 )
◆女子 団体組手 ２回戦
山口鴻城（山口）4－0大分南（大分）
○荻野2－0佐藤
△宮垣3－3榎△
○斉藤6－0今園
○近藤2－1平野
○浜本4－0那賀
少林寺拳法 ◆男子 単独演武 予選
吉谷 敬太 森（大分） 241
梶谷 裕治 玖珠農（大分）234
◆女子 単独演武 予選
仲村 悠宇李 津久見（大分）238
角田 実優 昭和学園（大分）251 準決勝へ
◆女子 単独演武 準決勝
角田 実優 昭和学園（大分）243
◆女子 組演武
予選
森（大分） 小野,穴井 471
別府溝部学園（大分） 片嶋,平嶋 451
スキー ◆男子
ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ
多田 遼生(大分東明）
DNF
ｽﾗﾛｰﾑ
多田 遼生(大分東明）
104位

備考

