
平成26年度全九州高等学校体育大会成績 2015/2/17

競技名 性別 参加種別 氏名 学校名 記　　録　　等 順位
陸上競技 男子 400m 松清和希 楊志館 48秒27　3位

(北九州) 110mH 児玉健太 楊志館 15秒23　6位

3000mSC 河野龍也 日本文理大附属 9分16秒51　2位 ２位
※各種別Ｂ６ 棒高跳 黒熊郁也 佐伯鶴城 4m30　3位

走幅跳 高橋祥希 佐伯鶴城 6m91　6位

三段跳び 水野登生 大分高専 14m10　5位

砲丸投 有村秀充 大分豊府 14m34　6位

円盤投 森永太一郎 国東 41m14　3位

ﾊﾝﾏｰ投 長谷川武 国東双国 56m32 1位
八種競技 小野哲平 佐伯鶴城 4777点　6位

学校別 八種 佐伯鶴城 1点　5位

女子 100m 足立紗矢香 大分雄城台 11秒98 １位
800m 首藤紗英 大分西 2分09秒69 1位
800m 末吉里帆 日本文理大附属 2分11秒19　6位

100mH 高橋美理 大分西 14秒40　2位 ２位
400mH 兒玉彩希 大分雄城台 1分01秒91　3位

4×100m 大分雄城台 末延栞・足立紗矢香・兒玉彩希・永山佳歩 47秒35　2位 ２位
4×４00m 大分西 日隈彩美・首藤紗英・薬師寺彩佳・高橋美理 3分51秒02　5位

走高跳 首藤茉優 大分舞鶴 1m62　3位

走幅跳 藤本想果 大分 5m59　6位

砲丸投 川野尚美 大分雄城台 13m66 1位
砲丸投 加藤　碧 佐伯豊南 11m62　4位

円盤投 佐藤春花 大分雄城台 37ｍ32　3位

円盤投 佐藤茉優 大分雄城台 36ｍ79　4位

七種競技 岡野知佳 大分舞鶴 4451点　2位 ２位
学校別 総合 大分雄城台　28点　3位
学校別 ﾄﾗｯｸ 大分雄城台　15点　4位 大分西　13点　6位
学校別 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 大分雄城台　13点　2位
学校別 混成 大分舞鶴  5点         　2位 ２位

陸上競技 男子 100m 西尾和将 国東 10秒69     　4位

(新人) 400m 松清和希 楊志館 48秒84     　4位

※各種別Ｂ８ 400m 加藤健吾 楊志館 50秒36　     8位

800m 加藤健吾 楊志館 2分00秒00　3位

800m 尾形佳樹 高田 2分00秒41　4位

400mH 杉山孟示 大分雄城台 55秒42　     8位

5000mＷ 古屋陽生 杵築 23分57秒207位

三段跳 三浦崇太郎 大分舞鶴 13m72      　8位

砲丸投 有村秀充 大分豊府 13m48　      6位

女子 400m 兒玉彩希 大分雄城台 57秒65     　2位 ２位
400ｍ 湯通堂光流 杵築 1分02秒83　8位

800m 日隈彩美 大分西 2分15秒20 1位
800m 末吉里帆 日本文理大附属 2分16秒18　2位 ２位
1500m 工藤杏華 大分西 4分32秒04　2位 ２位

400mH 兒玉彩希 大分雄城台 1分02秒75　3位

走幅跳 藤本想果 大分 5m73 1位
走幅跳 宮地海希 佐伯鶴城 5m58　        6位

陸上競技 男子 大分東明 （伊東颯汰・弓長成徹・冨嶋宏太・麻生勇介・馬越啓・福田有馬・十川裕二）　　　　2時間09分55秒　  14位

(駅伝) 鶴崎工業 （竹石尚人･改木悠真・川崎耕平・塩内広祐･竹尾昇太・後藤愛弥・草場大地)2時間09分53秒　　13位

大分西 （淵喜輝･中山瞬一・藤井雄大･安藤雅也･大鍛冶秀優・河野拓実・伊東謙吾）2時間11分43秒　　18位

女子 大分西 （工藤杏華・大江美咲・首藤紗英･相馬遥香・武田桃佳） 1時間12分43秒　　13位

文理大付属 （姫野恵里･末吉里帆・衛藤ゆき美・竹田百花・佐用瑠依） 1時間18分20秒　　21位

大分東明 （高倉侑芽･城野真穂･向井眞琳・佐藤美希・齊藤映菜） 1時間13分40秒　　14位

体操 男子団体 　※６位迄の入賞なし

※各種別Ｂ６ 男子個人 　※６位迄の入賞なし

女子団体 大分西 131.150点 3位

女子個人 　※６位迄の入賞なし

新体操 男子団体 日出暘谷・日出総合 15.600点 6位

男子個人 石田　勝大 日出暘谷･日出総合 (ｽﾃｨｯｸ　８位) (ｸﾗﾌﾞ　８位) 個人総合 15.00点    8位

宮部　侑弥 日出暘谷･日出総合 (ｽﾃｨｯｸ　11位) (ｸﾗﾌﾞ　11位) 個人総合 12.850点　11位

女子団体 別府鶴見丘 13.350点　4位
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女子個人 堀　七瀬 別府鶴見丘 （ﾌｰﾌﾟｰ　4位 ﾎﾞｰﾙ　5位） 個人総合 25.300点　4位

和田晏奈 別府鶴見丘 （ﾌｰﾌﾟｰ　3位 ﾎﾞｰﾙ　4位） 個人総合 25.300点　3位

水泳 男子 5０ｍ自由 原田晃世 別府青山 23秒88 1位

100ｍ自由 原田晃世 別府青山 ※　予選タイム　53秒19　1位　ｲﾝﾀｰﾊｲ出場

※各種別全 4００ｍ自由 近藤　樹 高田 4分01秒65 1位
国標準突破 15００ｍ自由 近藤　樹 高田 15分48秒5 1位

100m平泳ぎ 渡辺　一平 佐伯鶴城 1分03秒42 1位

200m平泳ぎ 渡辺　一平 佐伯鶴城 2分18秒42 1位

200m個人メドレー 伊藤海輝 大分雄城台 2分06秒37 2位 ２位

400m個人メドレー 伊藤海輝 大分雄城台 4分27秒98 2位

400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 伊藤・浅井・和田・玉ﾉ井大分雄城台 3分59秒22 5位

女子 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 清田栞那 大分雄城台 1分01秒83 3位

200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 清田栞那 大分雄城台 2分17秒80 3位

飛　　込 女子 飛板飛込

高飛込 ※参加選手なし

水　　球 男子 大分商業 1回戦　 不戦勝

2回戦〇 17-3 宮崎工業(宮崎)

3回戦× 6-8 福岡工業（福岡）

3位決定戦○ 11-8 長崎工業（長崎） 3位

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 男子 大分舞鶴 1回戦×　 62-68 小禄（沖縄）

柳ヶ浦 1回戦○　 76-64 熊本第二（熊本）

2回戦×　 71-111 興南（沖縄）

女子 藤蔭 1回戦○　 93-80 鹿児島純心（鹿児島）

2回戦×　 35-71 延岡学園（宮崎）

中津北 1回戦×　 56-75 小林（宮崎）

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 男子 別府鶴見丘 決勝T１回戦○ 2-0 佐賀学園(佐賀)

決勝T２回戦× 0-2 鹿児島商業(鹿児島)

大分工業 決勝T１回戦○ 2-0 直方(福岡)

決勝T２回戦× 1-2 鎮西(熊本)

女子 東九州龍谷 決勝Ｔ2回戦○ 2-0 錦江湾(鹿児島)

準決勝○ 2-0 北九州(福岡)

決勝× 1-2 鹿児島女子(鹿児島) 2位 ２位

大分商業 予選リーグ戦　敗退

卓球 男子団体 明豊 1回戦○ 3-1 開新(熊本)

2回戦○ 3-0 宮崎商業(宮崎）

3回戦○ 3-2 福岡工業(福岡)

決勝戦× 1-3 希望が丘(福岡) ２位 ２位
杵築 1回戦×　敗退 0-3 希望が丘(福岡)

男子個人 単 佐藤直希 明豊 3回戦× 1-3 川路(れいめい)

田中　健 明豊 2回戦× 0-3 田添(希望が丘)

矢野雅大 明豊 4回戦× 2-3 岩城(鹿児島工業)

髙橋拓己 明豊 決勝戦○ 3-2 田添(希望が丘) 1位
渡辺聡太 明豊 4回戦× 2-3 弓取(希望ヶ丘)

複 佐藤・矢野 明豊 1回戦× 0-3 山口・岩城(鹿児島工業)

田中・佐藤 明豊　 1回戦× 0-3 佐右田･吉田(希望が丘)

髙橋・渡辺 明豊 決勝戦○ 3-0 山口・岩城(鹿児島工業) 1位
芝田・猪俣 明豊　 1回戦× 0-3 有川・川路(れいめい)

女子団体 明豊 1回戦○ 3-2 鎮西学院(長崎）

2回戦○ 3-0 鹿児島女子(鹿児島）

3回戦○ 3-1 日南学院(宮崎)

決勝戦× 0-3 希望が丘(福岡) 2位 ２位
別府溝部学園 1回戦× 1-3 鹿児島城西(鹿児島)

女子個人 単 木原小絵香 明豊 4回戦× 0-3 安藤(慶誠)

織田涼香 東九州龍谷 1回戦×　 0-3 中澤(希望が丘)

橋本夏海 大分商業 １回戦× 1-3 林(日南学園)

周　小琛 別府溝部学園 2回戦× 1-3 朝田(希望が丘)

小島悠夏 明豊 3回戦× 0-3 徳永(希望が丘)

複 廣瀬・黒木 別府溝部学園 1回戦× 0-3 徳永・中澤(希望が丘)

木原・近藤 明豊 準決勝戦×　 1-3 徳永・中澤(希望が丘)  3位

橋本・杉田 大分商業 1回戦×　 1-3 福山・鈴木(鹿児島城西)

2



平成26年度全九州高等学校体育大会成績 2015/2/17

競技名 性別 参加種別 氏名 学校名 記　　録　　等 順位
周・木村 別府溝部学園 2回戦×　 0-3 小野・立藤(日南学園)

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子団体 楊志館 1回戦○ 2-1 文徳（熊本）

2回戦×　敗退 0-2 鹿児島（鹿児島）

中津東 1回戦× 0-3 大牟田(福岡)

男子個人 立麻裕隆・阿部瑠偉 大分商業 1回戦× 1-4 板井・木下(佐賀工業)

熊谷香輝・與那城拓哉 中津東 2回戦× 3-4 長友・寺田（日向）

土谷祐太・岩武杏祐 楊志館 2回戦× 3-4 野島・濵砂(都城商業)

佐藤玄希・佐藤和真 大分舞鶴 1回戦× 0-4 梶原・ﾃﾞｨﾏｳﾛﾙｶ(文徳)

森勝弥・河浦悠麻 大分商業 1回戦× 0-4 藤川・米田（長崎南山）

松山源吾・松久大地 大分商業 1回戦× 0-4 松永・中牟田(東福岡)

遠藤　啓・藤野誉也 臼杵 1回戦× 2-4 寺迫・篠原(鹿児島)

今村遼・萱嶌真司 大分商業 1回戦× 2-4 柳田・上之薗(鹿児島商)

女子団体 大分商業 1回戦×　敗退 1-2 尚絅(熊本)

明豊 1回戦○ 3-0 都城泉ケ丘(宮崎)

2回戦○ 2-0 鹿児島女子(鹿児島)

3回戦○ 1-2 中村学園女子(福岡) ３位

女子個人 山宮紗奈・小玉朱里 明豊 準々決勝戦× 3-4 商崎・山田（鹿児島女子）

川野玲奈・吉田　海 大分商業 3回戦× 3-4 商崎・山田（鹿児島女子）

鳥越香花・山口奈々穂 明豊 3回戦× 0-4 奥野・高風(大村)

真島史歩・煤田優希 明豊 3回戦× 2-4 松崎・一瀬(博多女子)

都築麗・阿南智香子 大分商業 1回戦× 0-4 板井・森松(宮崎商業)

吉田知佳・大津璃奈 三重総合 1回戦× 2-4 齊藤・浅原(中村学園女)

脇谷璃子・今吉涼菜 明豊 1回戦× 2-4 石川・仲里(名護)

川野美咲・姫島有貴 大分商業 2回戦× 3-4 松田・温水(宮崎商業)

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 男子 大　分 1回戦○　敗退 20-26 小林秀峰（宮崎）

大分雄城台 1回戦○　敗退　 26-27 瓊浦（長崎）

女子 大分 1回戦×　敗退 24-31 佐世保商業（長崎）

大分鶴崎 1回戦×　敗退　 20-24 宮崎学園（宮崎）

ｻｯｶｰ 男子 大分西 1回戦×　敗退 0-2 鹿児島実業(鹿児島)

柳ヶ浦 1回戦×○ 4-2 那覇（沖縄）

2回戦×　 2-2　PK2-4 佐賀東（佐賀）

女子 柳ヶ浦 1回戦× 0-1 宮崎日大(宮崎)

ﾗｸﾞﾋﾞｰ 男子 大分舞鶴 （１位ブロック） 1回戦× 7-34 長崎北陽台（長崎）

ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 大分雄城台 （２位ブロック） １回戦× 26-12 九州学院（熊本）

２回戦× 5-45 小倉（福岡）

ソフトボール 男子 日田林工 1回戦×　敗退 4-5 八代工業(熊本)

大分東 1回戦×　敗退 0-10 熊本工業(熊本)

女子 大分西 1回戦○ 4-3 熊本商業(熊本)

2回戦× 0-3 鹿児島女子(鹿児島)

大分東 1回戦×　敗退 0-5 八代東(熊本)

相撲 男子団体 日田林工 予戦ﾘｰｸﾞ　15位敗退

楊志館 予戦ﾘｰｸﾞ　1位通過

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦　〇 5-0 北部農林（沖縄）

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦　〇 3-2 文徳(熊本)

決勝ﾄｰﾅﾒﾝ決勝戦　× 1-4 希望が丘(福岡) 2位 ２位
男子個人 無差別級 佐藤太一 楊志館 1回戦× 松園(猶興館)

吉田裕貴 楊志館 1回戦× 松浦(文徳)

間地良太 楊志館 1回戦× 山嶽(熊本農業)

中島　楓 楊志館 2回戦× 寺田(唐津青翔)

80kg未満 木村竜馬 宇佐 2回戦× 福田(諫早農業)

光納成祈 宇佐産業 1回戦× 森(北部農林)

三苫慶太 日田林工 決勝○ 持留(鹿児島商業) １位
大保勝登 中津東 2回戦× 川﨑(希望が丘)

80kg～100kg 田中虎太郎 日田林工 2回戦× 本村(諫早農業)

森永健太 中津東 3回戦× 長友（鵬翔）

河野龍一郎 中津東 3回戦× 山中(希望が丘)

佐田　旭 日田林工 2回戦× 前田（樟南)

佐藤太一 楊志館 3回戦× 進藤(希望が丘)

100kg以上 中島　楓 楊志館 2回戦× 宇榮原（中部農)

宇津一歩 東九州龍谷 1回戦× 神田(諫早農業)
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吉田裕貴 楊志館 決勝× 靍林(文徳) 2位 ２位
乙咩知宏 宇佐産業 ３回戦× 川上(文徳)

日野裕太 宇佐産業 ３回戦× 孫城(多久)

間地良太 楊志館 準々決勝× 靍林(文徳) ５位

本間一也 中津東 1回戦× 長岡(鹿児島実業)

柔道 男子団体 国東 予選リーグ　○ 3勝0敗 予選落ち

決勝トーナメント1回戦 　1-4　 大牟田(福岡)

柳ヶ浦 予選リーグ　× 3敗 予選落ち

男子個人 個１００ｋg超級 内田　雄 柳ヶ浦 1回戦×

三原　遥希 国東 1回戦×

個人100ｋｇ級 寄尾　大聖 国東 3回戦× 3位

猪俣　大輝 国東 1回戦×

個人90kg級 近藤　優貴 国東 3回戦× 3位

田中　大誠 国東 1回戦×

個人81kg級 近藤　佑斗 国東 1回戦×

山下　和哉 国東 3回戦× 3位

個人73kg級 阿部将一郎 国東 1回戦×

神田恒太郎 三重総合 1回戦×

個人66ｋｇ級 重松　隼人 中津北 1回戦×

竹根佳風 中津東 2回戦×

個人60kg級 竹ノ内由揮 高田 1回戦×

高瀬　和也 柳ヶ浦 1回戦×

女子団体 柳ヶ浦 予選リーグ　× 1分2敗 落選

大分西 予選リーグ　× 3敗 落選

女子個人 個人48kg級 西中　結樹 柳ヶ浦 1回戦×

辻田　愛佳 柳ヶ浦 2回戦×

個人52kg級 手　柴　命 柳ヶ浦 1回戦×

室岡明日翔 国東 2回戦×

個人57kg級 山下　彩 柳ヶ浦 3回戦× 3位

山本紗矢香 柳ヶ浦 1回戦×

個人63kg級 後藤　綾菜 大分西 2回戦×

秋吉　恕菜 国東 1回戦×

個人70kg級 高橋　美月 大分西 1回戦×

石丸　淑子 中津北 2回戦×

個人78kg級 渡辺　明穂 高田 1回戦×

太田　瑠那 杵築 1回戦×

個人78kg超級 岡邊　まゆ 大分西 2回戦×

小松未来 国東 1回戦×

剣道 男子団体 杵築 予選リーグ× 1勝1敗1分

大分舞鶴 予選リーグ○ 1勝２敗

男子個人 個人 陣内　聡 福徳学園 5回戦× ーﾒﾄﾞ 牧島(島原)　　　３位

高山泰佳 杵築 2回戦× ーメﾒ 田内(東福岡)

久原大地 三重総合 2回戦× ーメﾒ 矢野(福岡大濠)

梶原康孝 大分 2回戦× ーメ 初田(高千穂)

河内隼斗 杵築 1回戦× ーメ 荒巻(敬徳)

板井滉貴 大分舞鶴 1回戦× ーﾒ 濱田(錦江湾)

山内力哉 大分鶴崎 1回戦× ーメ 牧島(島原)

中根成耶 杵築 1回戦× ーメ 加唐(敬徳)

女子団体 大分鶴崎 予選リーグ○ 1勝1敗1分

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1回戦○ 0（2）-1（2） 三養基（佐賀）

2回戦× 0（0）-1（1） 三重総合（大分） ３位

  三重総合 予選リーグ○ 2勝1負

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1回戦○ 2（2）-1（1） 宮崎日大（宮崎）

2回戦○ 1（1）-0（0） 三重総合（大分）

決勝　× 1（2）-4（5） 中村学園女子 ２位

女子個人 個人 森田さゆり 大分 １回戦　　ｺ　× ｰメｺ 黒木(八代白百合)

山路あい 三重総合 1回戦× ーﾒ 三浦（宮崎北）

春藤稚菜 三重総合 3回戦× ーｺ 竹中（島原）

小西波瑠 大分鶴崎 1回戦× ーﾒ 樋口(白石)

小松悠香 大分鶴崎 3回戦× ーメ 川原(宮崎日大)

廣石紗里奈 大分鶴崎 3回戦× ーﾒ 光田(菊池女子)

内野桃花 三重総合 2回戦× ーﾒ 福里(興南)

佐藤　愛 三重総合 1回戦× ーﾒ 本田(島原)
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競技名 性別 参加種別 氏名 学校名 記　　録　　等 順位
弓道 男子団体 国東 予選敗退

大分雄城台 予選敗退

男子個人 個人 宮脇孝幸 中津南 (9中　予選敗退)

合原賢生 日出総合 (9中　予選敗退)

高橋亜朗 大分雄城台 (6中　予選敗退)

中園大博 大分豊府 (4中　予選敗退)

女子団体 大分南 予選敗退

日田 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦○10-10　射詰2-1

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦×7－14

女子個人 個人 肥川千優 佐伯鶴城 (6中　予選敗退)

丹生朋美 大分南 (8中　予選敗退)

出野瑠璃 日田 (7中　予選敗退)

野上智帆 昭和学園 (1中　予選敗退)

登山 男子団体 竹田 Ａ隊 90.9 5位

大分工業 Ｂ隊 62.1 14位

女子団体 竹田 Ｃ隊 93.3 2位 ２位
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男子団体 大分西 1回戦× 1－4 自由が丘（福岡）

別府鶴見丘 1回戦○ 3－0 唐津南（佐賀）

2回戦× 0－3 九州国際大附属（福岡）

男子個人 個人単 藤本拓也 別府鶴見丘 1回戦× 0－2 西坂(九国大付)

江田貴一 大分西 1回戦× 1－2 山下(日章学園)

中島拓哉 別府鶴見丘 3回戦× 1－2 霜上(八代東)

野涯真聖 大分西 1回戦× 0－2 川原(星陵)

個人複 市橋・藤田 別府鶴見丘 2回戦× 0－2 山下・小森(日章学園)

宇都彬・宇都聡 別府鶴見丘 1回戦× 1－2 黒岩・善元(唐津南)

江田・野涯 大分西 1回戦× 1－2 山口・松永（武雄）

中島・藤本 別府鶴見丘 2回戦× 0－2 笹川・大槻(自由ｹ丘)

女子団体 大分西 1回戦○ 3－2 鹿児島女子(鹿児島)

2回戦× 0－3 九州国際大附属（福岡）

昭和学園 1回戦×　　 0－3 佐賀女子（佐賀）

女子個人 個人単 結城晶子 大分西 3回戦× 1－2 財津(諫早商業)

中原優香 昭和学園 1回戦× 0－2 宮崎(諫早商業)

浜崎瑞穂 昭和学園 2回戦× 0－2 毛利（佐賀女子）

小林瑞季 大分西 2回戦× 0－2 樋口（八代白百合）

個人複 小林・福田 大分西 1回戦× ｷｹﾝ

蒲池・中原 昭和学園 1回戦× 0－2 吉野・堂山(折尾)

田中・庄司 別府鶴見丘 1回戦× 0－2 工藤・本部（聖心ｳﾙｽﾗ）

柿本・結城 大分西 3回戦× 1－2 中野・重田(九国大付属)

ﾎﾞｰﾄ 男子 舵手付クォドルプル 日田 3分31秒25

ダブルスカル 日田 3分29秒49 1位
※各種別Ｂ４ ｼﾝグルスカﾙ 河津蒼摩 日田林工 3分45秒24 1位

ｼﾝグルスカﾙ 伊東恭太 日田 3分53秒27

女子 舵手付クォドルプル 日田 3分50秒52
舵手付クォドルプル 日田三隈 3分58秒11

ｼﾝグルスカﾙ 高野 日田三隈 4分10秒68 1位
ｼﾝグルスカﾙ 大門 日田林工 4分17秒77 2位 ２位

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子団体 日本文理大附 1回戦○ 5－2 鹿島実業（佐賀）

2回戦× 2-5 玉名工業(熊本)

佐伯鶴岡・新佐伯豊南 1回戦× 1－6 福島（宮崎）

男子個人 50ｋｇ級 2回戦× 高木流也(佐伯鶴岡･新佐伯豊南)

55kg級 2回戦× 山際　樹(日本文理)

2回戦× 伊佐昇大(佐伯鶴岡･新佐伯豊南)

60kg級 1回戦× 市原元紀(日本文理) ・高羽峻椰(日本文理)

66kg級 1回戦× 兒嶋賢介(日本文理)　　 ・長尾早和紀(日本文理)　　

74ｋｇ 1回戦× 西海　静(日本文理)　　 ・乙名　剛輝(日本文理)　　

84kg級 1回戦× 鳥居皓介(日本文理) ・牧野聡一郎(佐伯鶴岡･新佐伯豊南）

96kg級 1回戦× 渡邉大智(日本文理)

120kg級 決勝戦○ 魚見友宏(日本文理)　判定　4－0　中尾友哉(鹿屋中央) 1位
120kg級 準決勝戦× 宮崎雅行(佐伯鶴岡･新佐伯豊南) 3位

ﾃﾆｽ 男子団体 大分舞鶴 1回戦○ 3-0 第二(熊本）

2回戦○ 2－1 龍谷(佐賀)

準決勝○ 2-0 海星(長崎)

加治木(鹿児島)

小禄(沖縄)　　　　　　　3位
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競技名 性別 参加種別 氏名 学校名 記　　録　　等 順位
決勝戦× 0－2 柳川(福岡) ２位 ２位

福徳学院 1回戦× 0－3 海星(長崎)

男子個人 個人複 森脇・井上 大分舞鶴 決勝戦× 古賀・合戸(大分舞鶴)　　　２位 ２位
古賀・合戸 大分舞鶴 決勝戦○ 森脇・井上(大分舞鶴)　　 1位

個人単 井上　友 大分舞鶴 4回戦× 安上(柳川)

古賀大貴 大分舞鶴 4回戦× 町田(柳川)

佐藤祥次 大分舞鶴 決勝戦× 安上(柳川) ２位 ２位
森脇亮太 大分舞鶴 4回戦× 佐藤(大分舞鶴)

女子団体 福徳学院 1回戦〇 2－1 鹿児島純心女子(鹿児島)

2回戦× 0－2 宮崎商業(宮崎）

大分舞鶴 1回戦　× 0-3 九州文化学園(長崎）

女子個人 個人複 伊藤・三上 福徳学院 ２回戦× 平原・芦浦(鹿児島純心女子)

野田楓・野田帆 大分舞鶴 2回戦× ﾘｭー・西里(沖縄尚学)

個人単 伊藤有希 福徳学院 ３回戦× 城間(九州文化)

山中優奈 大分東明 2回戦× 嶋田(折尾愛真)

大瀬良百華 福徳学院 2回戦× リュー(沖縄尚学)

中井理央 杵築 2回戦× 井本(宮崎日大附)

自転車 男子団体 学校対抗 日出暘谷・日出総合 90点 ２位 ２位

別府商業 12点 7位

4kmﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ 日出暘谷・日出総合 阿部明和・阿部将大・高橋綜一郎・高橋優斗　　4分32秒172　　 1位

別府商業 大段裕・川崎辰也・三重野将章・藤内総志・廣瀬玲介　　4分43秒227　５位

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 日出暘谷・日出総合 小島義郎・小島裕仁・佐藤倫太郎 1分23秒297　　 6位

別府商業 村田優大・甲斐俊祐・長松大祐 1分27秒556　　 9位

男子種目別 3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨ 阿部将大 日出暘谷・日出総合 3分37秒242 1位
ﾃﾞュｱﾙﾊﾟ- 三重野将章 別府商業 3分46秒176 7位

ｼュ-ﾄ 藤内総志 別府商業 3分50秒705 10位

佐藤文俊 日出暘谷・日出総合 3分53秒262 13位

長松大祐 別府商業 3分55秒280 15位

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 小島義郎 日出暘谷・日出総合 決勝 ４位

甲斐俊祐 別府商業 決勝 8位

小島祐仁(日出暘谷・総合)　　　　村田優太(別府商業)　　　中根真孝(日出暘谷・総合)　―　予選敗退

1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 佐藤文俊 日出暘谷・日出総合 1分09秒373 1位
佐藤倫太郎 日出暘谷・日出総合 1分12秒529 10位

長松大祐 別府商業 1分14秒145 13位

大窪稔貴 日出暘谷・日出総合 18位

　・村田優大(別府商業)　-25位・　甲斐俊祐(別府商業)　-21位

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 高橋優斗 日出暘谷・日出総合 1位
高橋綜一郎―13位　　田村佳大―16位　　大段裕―DNF

４km速度競走 阿部将大 日出暘谷・日出総合 1位
阿部明和 日出暘谷・日出総合 5位

廣瀬玲介　 別府商業 DNS

大段裕・廣瀬玲介(別府商)　　田村佳大(日出)　　―予選敗退

スクラッチ 三重野将章 別府商業 ４位

川崎辰也 別府商業 12位

佐藤倫太郎 日出暘谷・日出総合 13位

高橋綜一郎 日出暘谷・日出総合 14位

藤内総志 別府商業 15位

赤星拓哉 (大分舞鶴)　―予選敗退

ケイリン 小島義郎 日出暘谷・日出総合 3位

小島祐仁 日出暘谷・日出総合 8位

川崎辰也(別府商)　・　中根真孝(日出)　―　予選敗退

高橋綜一郎 日出暘谷・日出総合 2時間31分29秒　　 5位

ﾛｰドﾚｰｽ 高橋優斗 日出暘谷・日出総合 2時間29分04秒　　 2位 ２位
阿部明和 日出暘谷・日出総合 2時間31分31秒　　 9位

三重野将章 別府商業 2時間32分31秒　　 10位

田村佳大 日出暘谷・日出総合 2時間33分18秒　　33位

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 男子団体 学校対抗 （　４位までの入賞なし　）
男子個人 （Ａﾊﾟｰﾄ　１位ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

ピン級 佐藤瑞樹 大分工業 1回戦 ×

ライトフライ級 山村郁聖 鶴崎工業 1回戦 ×

フライ級 木津拓也 鶴崎工業 2回戦 × 3位

バンタム級 廣戸将國 津久見 1回戦 ×
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ライト級 庄　力也　 津久見 1回戦 ×

ライトｳｴﾙﾀｰ級 武生翔太 大分工業 1回戦 ×

ｳｴﾙﾀｰ級 副　雅和 大分工業 1回戦 ×

ﾐﾄﾞﾙ級 --

（Ｂﾊﾟｰﾄ　２位ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

ピン級 藤澤駿太 鶴崎工業 1回戦  ×

ライトフライ級 武本康平 鶴崎工業 1回戦  ×

フライ級 吉田悠人 鶴崎工業 1回戦  ×

バンタム級 西田涼一 津久見 1回戦  ×

ライト級 姫野太雅 津久見 1回戦  ×

ライトｳｴﾙﾀｰ級 高畠将史 津久見 1回戦  ×

ｳｴﾙﾀｰ級 吉田道亮 鶴崎工業 1回戦  ×

ﾐﾄﾞﾙ級 --

ホッケー 男子 森 予選リーグ　　　Ａグループ2位　

3位決定戦　　2-2　延長1-0　伊万里商業 4位

女子 森 予選リーグ　　　Ｂグループ3位敗退

ｳｴｲﾄ 男子総合 宇佐 28点 3位

ﾘﾃｨﾝｸﾞ 大分工業 23点 8位

杵築 無

男子個人 53kg級 砂山昻大 宇佐 Ｓ-86Kg1位／Ｊ-96Kg2位／トータル181kg　　2位 ２位
56kg級 内尾友紀 宇佐 Ｓ-80Kg3位／Ｊ-98Kg4位／トータル178kg　　４位

本浪智也 宇佐 Ｓ-66Kg9位／Ｊ-90Kg9位／トータル156kg　　９位

62kg級 川野雅弥 大分工業 Ｓ-80Kg9位／Ｊ-106Kg6位／トータル186kg 　6位

三浦成晃 大分工業 Ｓ-80Kg8位／Ｊ-106Kg-5位／トータル186kg　5位

佐藤右規 宇佐 Ｓ-93Kg2位／Ｊ-121Kg1位／トータル214kg　  1位 1位
69kg級 末松昌己 大分工業 Ｓ-90K6位／Ｊ-150Kg8位／トータル195kg　   7位

長谷雄信弘 杵築 Ｓ-94Kg4位／Ｊ-110Kg5位／トータル204kg　  4位

77kg級 渋谷　望 大分工業 Ｓ-82Kg15位／Ｊ-105Kg15位／トータル187kg　14位

濱尾亮吾 宇佐 Ｓ-90Kg11位／Ｊ-110Kg9位／トータル200kg　 11位

永友大地 杵築 Ｓ94Kg7位／Ｊ-107Kg13位／トータル201kg 　  10位

85kg級 三浦祐暉 杵築 Ｓ-107Kg4位／Ｊ-130Kg5位／トータル237kg 　3位

94kg級 岡　利樹 宇佐 Ｓ-85Kg8位／Ｊ-110Kg6位／トータル195kg   　8位

105kg級、 田原祐貴也 大分工業 Ｓ-95Kg4位／Ｊ-100Kg6位／トータル195kg   　5位

＋105kg級 野中雅浩 大分工業 Ｓ-135Kg1位／Ｊ-172Kg1位／トータル307kg　(大会新記録)    1位1位

ﾖｯﾄ 男子 ソロ競技 別府青山Ａ 矢野・大野・黒石・安部 １２点 １位
ＦＪ級 別府青山 永松・林・吉富・大野他　6位までの入賞なし

別府青山 後藤・永井・浜畑・阿部他２ﾁｰﾑ参加
※各種別Ｂ６ デュエット競技 別府青山 ※ｿﾛ競技上位２艇の合計得点による62点 ２位 ２位

津久見海洋科学校 149点 7位
男子 ソロ競技 別府青山 大平龍之介 6位までの入賞なし 8位

津久見海洋科学校 高橋航洋・小野拓真 16位別府青山 藤並　剛・寺崎太一 18位
ｼ-ﾎｯﾊﾟｰ 学校対抗 別府青山 ※ｿﾛ競技上位２艇の合計得点による

ＳＲ級 津久見海洋科学校
別府青山 ＦＪ40 SR38 78点
津久見海洋科学校 ＦＪ149 SR６６ 215点 10位

女子 ソロ競技 別府青山Ｂ 足立・丸山・帶刀・石川 １６点 2位 ２位
ＦＪ級 別府青山Ａ 赤嶺・三重野・川上・秋吉 １８点 3位

別府青山Ｃ 小松・小泉・三浦・原田 ２４点 5位

デュエット競技 別府青山 ※ｿﾛ競技上位２艇の合計得点による34点 1位
ソロ競技 別府青山 上村・清原 32点 6位

別府青山 上村・石川 他　6位までの入賞なし 10位
別府青山 清原・佐藤 10位

学校対抗 別府青山 ※ｿﾛ競技上位２艇の合計得点による32点 6位

別府青山 ＦＪ42 SR５２ 94点 3位

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子団体 大分豊府 1回戦× 4-5 福岡魁誠(福岡）

※各種別Ｂ４ 男子個人 個人フルーレ 奥武大輔 大分豊府 ２回戦× 12-15 ４位

個人エペ 佐藤拓 日田林工 決勝戦○ 11-10 ４位

個人サーブル 加賀航太 日田林工 1回戦× 12-15 ３位 ２位

女子団体 大分豊府 1回戦×　　 3-5 宮崎南（宮崎）

女子個人 個人フルーレ 松原　萌 大分豊府 1回戦× 11-15 ４位

個人エペ 松原　萌 大分豊府 2回戦× 7-8 2位 ２位
小田みはる 別府商業 1回戦× 4-8 松原(大分豊府) １位

個人サーブル 坂上久美子 津久見 1回戦× 12-15 山﨑（佐賀商業）

カヌー 男子 ｋー１ 松成佑斗（高田） 2分03秒220 7位

※各種別Ｂ９ ｋー２ 松成・小野（高田） 1分54秒049 6位

ｋー４ 浜本・佐土原・園元・廣瀬（大分舞鶴） 1分44秒675 7位

総合学校対抗

6位までの入賞なし

総合学校対抗

ｼｰﾎｯﾊﾟｰ
ＳＲ級
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競技名 性別 参加種別 氏名 学校名 記　　録　　等 順位

Ｃー２ 進藤・安松（高田） 2分17秒947 8位

Ｃー４ 麻生・佐藤・牧・川野（楊志館） 2分18秒929 9位
國實・秋吉・柚野・橋本（大分舞鶴） 2分05秒404 7位

男子学校別総合 　9位までなし
女子 ＷＫー１ 志賀彩世（大分舞鶴） 2分09秒88

ＷＫー２ 三浦・木村(大分豊府) 2分04秒68

ＷＫー４ 遠藤・桑原・後藤・山田（高田） 1分56秒238 7位

女子学校別総合 9位までなし

なぎなた 女子団体 福徳学院 予選リーグ３位　×

女子個人 個人試合 川野柚奈 大分西 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦× 野中(長崎明誠)

園田茉央 福徳学院 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦× 畠山（佐賀東）

熊谷智佳 玖珠農業 予選ﾘｰｸﾞ×

演技 甲斐麻保・園田茉央 福徳学院 決勝戦× 1-4 佐藤夢・佐藤愛(須恵)

川野柚奈・河野志保 大分西 3回戦× 2-3 田口・上村(川辺）

竹枝裕香・熊谷智佳 玖珠農業 1回戦× 0-5 三島・米須(沖縄尚学)

アｰチｪリｰ 男子団体 大分東明 予選×

女子団体 大分東明 予選×

男子個人 矢田拓馬 大分東明 決勝Ｔ　1回戦×
古川ヒイロ 大分東明 決勝Ｔ　1回戦×
吉良寛太 大分東明 決勝Ｔ　1回戦×
田口寛士 大分東明 決勝Ｔ　2回戦×

女子個人 小池美朝 大分 決勝Ｔ　２回戦×
石橋依来 別府溝部学園 決勝Ｔ　1回戦×
廣瀬千夏 大分東明 決勝Ｔ　1回戦×
石川風花 大分東明 決勝Ｔ　2回戦×
鐘ｹ江瑞稀 大分東明 決勝Ｔ　1回戦×
岡　彩織 大分東明 決勝Ｔ　1回戦×

空手道 男子 柳ヶ浦 1回戦○ 5-0 鹿児島城西(鹿児島)

団体組手 2回戦○ 3-2 長崎日本大学(長崎)

3回戦× 2-3 前原（沖縄） ３位

高田 1回戦× 1-4 佐世保北(長崎)

男子個人 個人組手 塩﨑　蓮 高田 1回戦× 1-8 花車(宮崎第一）

佐藤　侑 柳ヶ浦 1回戦× 0-2 才保(芦北）

渡辺寛大 高田 1回戦× 2-5 明吉（東福岡）

渡辺将吾 柳ヶ浦 1回戦× ｷｹﾝ

安達和俊 柳ヶ浦 2回戦× 0-4 島尻（佐世保北）

安達諒祐 柳ヶ浦 1回戦×　 0-1 川畑（鹿児島第一）

白石智哉 柳ヶ浦 決勝○ 7-0 徳田（鹿児島城西） 1位

個人形 田原一輝 大分南 2回戦× 0-5 島袋(コザ)

後藤泰輔 大分南 1回戦× 0-5 嶺山（徳之島）

杉安孝允 柳ヶ浦 1回戦× 0-5 藤田(佐世保北)

村井優太 柳ヶ浦 準決勝戦× 2-3 藤田(佐世保北)　　　３位

女子 東九州龍谷 1回戦× 0-5 浦添（沖縄）

団体組手 大分南 1回戦○ 3-2 大島（鹿児島）

2回戦○ 0-5 真颯館(福岡)

女子個人 個人組手 今園真央 大分南 1回戦× 0-8 新垣（浦添）

倉成沙映 高田 2回戦× 0-2 伊藤（真颯館）

熊谷桃華 柳ヶ浦 3回戦×　 0-4 沖田(九州学院)

廣瀬葉月 高田 1回戦× ｷｹﾝ

井本海琴 高田 2回戦× 0-6 大賀（九産大付）

植田春菜 高田 1回戦× 0-4 原口（真颯館）

平野伊吹 大分南 1回戦× 0-3 上野(九州学院)

個人形 榎　花乃 大分南 1回戦× 1-4 吹上(鹿児島城西）

尾関栄麻菜 大分南 決勝戦× 1-4 與那覇（浦添）　　　２位 ２位

佐藤亜実 大分南 2回戦× 0-5 宜保(宮崎第一）

平野伊吹 大分南 1回戦× 2-3 加来(九州学院)

少林寺 男子 単独演武(規定 吉谷敬太（森）

拳法 女子 単独演武(自由 仲村悠宇李(津久見) 角田実優(昭和学園）

※各種別Ｂ３ 組演武(規定) 片嶋・平嶋(別府溝部学園) 小野・穴井(　森)

男女 総合 ※　3位迄　入賞なし
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