
５位

伊藤海輝３年　大分雄城台高等学校

4 ３位 カヌー◆男子　カナディアンシングル（２００ｍ） 佐藤洸誠３年　楊志館高等学校

2 ３位 ヨット◆女子　ＦＪ級

5 ４位 水泳・競泳◆男子　４００ｍ個人メドレー

4 種目 5 競技 6 種目 －3 種目 2 競技 4－

－

小田洋輔３年・奥谷英寿３年・末次航平３年・佐々木旭
３年・活田直輝３年　日田高等学校

20 ６位 ボート◆男子舵手つきクォドルプル

種目

－1 競技 1 種目 1

種目

3 競技

競技 1 種目1 種目

種目 13 競技 36 12 競技 24 種目

1 競技 1 種目 1 競技

9 種目 2 競技 2競技 14 種目

競技 種目 13 競技 40

種目

11 競技 30 種目 11 競技 25 種目 10

12 種目 7 競技

3 競技 2 種目

14 競技

個人優勝数

団体優勝数

個人入賞数

団体入賞数 11 競技

52

3 競技

7 競技4 競技 種目 11

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

【　入賞・優勝数の推移　】

15

種目

3 競技 5 種目

12 競技 14 種目

佐藤洸誠３年　楊志館高等学校21 ６位 カヌー◆男子　カナディアンシングル（５００ｍ）

柚野秀斗３年・橋本聡３年　大分舞鶴高等学校

山田悠也３年・山崎弘樹３年　高田高等学校

10 ４位 カヌー◆男子　カナディアンペア（５００ｍ）

9 種目

19 ５位 カヌー◆男子　カヤックペア（２００ｍ）

年度 平成２１年度 平成２２年度

3 ３位 なぎなた◆演技

赤嶺華歩３年・丸山南美３年　別府青山高等学校

川野柚奈３年・清水鮎３年　大分西高等学校

18 ５位 なぎなた◆個人試合 川野柚奈３年　大分西高等学校

小池美朝２年　大分高等学校

16 ５位 空手道◆女子個人形 尾関栄麻菜３年　大分南高等学校

17 ５位

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆　８５ｋｇ級トータル

アーチェリー◆女子個人

ヨット◆女子　４２０級

末松昌己３年　大分工業高等学校

24 ８位 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆　１０５ｋｇ超級スナッチ 田原祐貴也３年　大分工業高等学校

14 ５位

末松昌己３年　大分工業高等学校

8 ４位 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆　８５ｋｇ級スナッチ

9 ４位 フェンシング◆男子　フルーレ

23 ８位 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆　８５ｋｇ級クリーン＆ジャーク

足立卓郎３年　大分工業高等学校

7 ４位 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆　５６ｋｇ級スナッチ

末松昌己３年　大分工業高等学校

22 ８位 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ◆　６９ｋｇ級スナッチ

甲斐俊祐２年　別府商業・別府翔青高等学校

6 ４位 自転車競技◆男子　４ｋｍ速度競争

内尾友紀３年　宇佐高等学校

上野優斗１年　別府翔青高等学校

13 ５位 自転車競技◆男子　スプリント

11 ５位 陸上競技◆女子　４００ｍハードル

３位 ボート◆女子　ダブルスカル

兒玉　彩希３年　大分雄城台高等学校

長松大祐２年　別府商業・別府翔青高等学校

秋吉安恵３年・石川美紗樹３年・帶刀彩衣３年・上村
真利亜３年　別府青山高等学校

村岡美晴２年・佐藤愛美３年　日田三隈高等学校

12 ５位 テニス◆男子　シングルス 古賀大貴３年　大分舞鶴高等学校

1

2 ５位

フェンシング◆男子団体

学校名

平成２７年度全国高等学校総合体育大会入賞者一覧（ベスト８以上）

【　団体の部　】

順位

1 ３位 別府翔青高等学校

【　個人の部　】

順位 競技・種目

学校名

ハンドボール◆男子 大分雄城台高等学校

競技・種目



平成２７年度全国高等学校総合体育大会
競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

陸上競技 ◆男子  ２００ｍ 予選７組 欠場 松清  和希 楊志館

◆男子  ４００ｍ 準決勝１組 7位 加藤  健吾 楊志館     48秒56

◆男子  ４００ｍ 準決勝２組 3位 松清  和希 楊志館     47秒79

◆男子  １１０ｍハードル 準決勝２組 4位 児玉  健太 楊志館 14秒67

◆男子  ４００ｍハードル 予選２組 5位 杉山  孟示 大分雄城台     53秒92

◆男子  ３０００ｍ障害 予選３組 9位 藤井  雄大 大分西  9分36秒71

◆男子  ５０００ｍ 予選３組 16位 伊東  颯汰 大分東明 15分29秒69

◆男子  ４×４００ｍリレー 準決勝３組 8位  3分17秒06

◆男子  三段跳 決勝     記録なし 三浦  崇太郎 大分舞鶴

◆男子  棒高跳 予選１組 記録なし 松崎  央雅 楊志館

◆男子  ハンマー投 予選１組 26位 首藤  圭祐 大分雄城台 48ｍ38

◆男子  砲丸投 予選１組 9位 有村  秀充 大分豊府 14ｍ97

◆男子  砲丸投 予選２組 31位 阿孫  賢太 三重総合 12ｍ49

◆女子  １００ｍ 予選６組 4位 都甲  留愛 大分舞鶴 12秒39

◆女子  ２００ｍ 準決勝１組 8位 児玉  彩希 大分雄城台 26秒00

◆女子  ４００ｍ 予選７組 5位 児玉  彩希 大分雄城台     57秒18

◆女子  １００ｍハードル 予選５組 6位 野々下  舞笑 大分舞鶴 14秒72

◆女子  ４００ｍハードル 決勝     5位 児玉  彩希 大分雄城台  1分 0秒04 5位

◆女子  ８００ｍ 予選１組 8位 後藤  萌 杵築  2分27秒16

◆女子  ８００ｍ 予選３組 8位 仲道  彩音 大分西  2分19秒68

◆女子  ８００ｍ 準決勝１組 3位 首藤  紗英 大分西  2分11秒55

◆女子  ８００ｍ 予選８組 3位 日隈  彩美 大分西  2分13秒84

◆女子  １５００ｍ 決勝     16位 工藤  杏華 大分西  4分31秒90

◆女子  ３０００ｍ 予選１組 15位 工藤  杏華 大分西  9分57秒48

◆女子  ３０００ｍ 予選３組 21位 山下  莉奈 大分東明 10分 6秒71

◆女子  ４×４００ｍリレー 予選４組 5位  3分52秒16

◆女子  ４×１００ｍリレー 予選６組 7位

◆女子  ４×１００ｍリレー 予選７組 6位     48秒18

◆女子  走幅跳 予選１組 29位 宮地  海希 佐伯鶴城  5ｍ28

◆女子  走高跳 予選１組 13位 渡辺  智世 杵築  1ｍ61

◆女子  砲丸投 予選１組 16位 加藤  碧 佐伯豊南 11ｍ62

◆女子  七種競技 最終成績     17位 岡野  知佳 大分舞鶴 総合ポイント  4415

100mH 走高跳 砲丸投 200m　　　　走幅跳

15秒08  1ｍ53  9ｍ01 26秒99　　 4ｍ99

体操 ◆男子  団体総合 予選（最終）     43位 合計得点 182

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒

 35.900  22.650  29.300  34.700  31.150  28.300

◆男子  個人総合 予選（最終）     110位 中野  竜之介 大分西 合計得点  75.450

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒

 13.850  11.100  12.000  13.000  12.950  12.550

189位 小野  雄大 佐伯鶴城 合計得点  68.650

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒

 12.800  10.100  10.750  11.700  11.700  11.600

218位 安東  明日輝 杵築 合計得点  64.800

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒

 12.150  10.200  10.100  12.100  10.050  10.200

226位 神田  悠輔 杵築 合計得点  63.750

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒

 12.100   9.650   8.900  12.400  10.500  10.200

251位 石井  昌平 杵築 合計得点  52.150

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒

 11.650   2.800   9.350  10.000  10.450   7.900

255位 諫山  展太 杵築 合計得点  48.600

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒

 11.650   2.150   9.850  10.200  10.200   4.550

◆女子  団体総合 予選（最終）     31位 合計得点 128.1

跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか

 37.700  25.550  32.450  32.400

◆女子  個人総合 予選（最終）     92位 矢野  朱音 佐伯鶴城 合計得点  45.700

跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか

 12.300  10.050  11.550  11.800

楊志館(加藤,松清,甲斐,清松)

大分舞鶴(竹下,都甲,松屋,野々下)

大分西（山崎,首藤,仲道,日隈）

大分雄城台(児玉(芽),児玉(彩),広末,永山)                48秒13

やり投　　　　　800m

36ｍ32　　　　 2分37秒89

杵築（石井,諫山,安東,神田）

大分西（日名子,合沢,浜村,土屋）
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競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

136位 日名子  紗奈 大分西 合計得点  41.900

跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか

 12.550   8.100  10.500  10.750

182位 高橋  友海 佐伯鶴城 合計得点  37.300

跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか

 10.250   8.000   9.500   9.550

202位 浜村  彩来 大分西 合計得点  33.400

跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか

 12.600   8.950  11.850 演技せず

215位 合沢  花穂 大分西 合計得点  29.700

跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか

演技せず   8.500  10.100  11.100

235位 土屋  美咲希 大分西 合計得点  23.100

跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか

 12.550 演技せず 演技せず  10.550

新体操 ◆男子  個人 33位 堀  佑太 日出総合 合計点  12.950 

スティック   6.600  リング   6.350 

◆女子  団体 23位  12.450 

◆女子  個人 25位 堀  七瀬 別府鶴見丘 合計点  21.100 

ボール  10.400  クラブ  10.700 

競泳 ◆男子  ２００ｍ平泳ぎ 予選   ３組 9位 浜田  孝裕 佐伯鶴城  2分22秒49

◆男子  ２００ｍ平泳ぎ 予選   ６組 5位 浅井  拓実 大分雄城台  2分16秒01

◆男子  ２００ｍ個人メドレー 予選   ３組 2位 伊東  裕貴 別府青山・別府翔青  2分 8秒81

◆男子  ２００ｍ個人メドレー 予選   ５組 3位 伊藤  海輝 大分雄城台  2分 5秒82

◆女子  ２００ｍバタフライ 予選   ６組 7位 清田  栞那 大分雄城台  2分16秒59

◆男子  ４００ｍ個人メドレー 予選   ２組 2位 伊東  裕貴 別府青山・別府翔青  4分32秒56

◆男子  ４００ｍ個人メドレー 予選   ５組 1位 伊藤  海輝 大分雄城台  4分24秒82 決勝へ

◆男子  ４００ｍ個人メドレー 決勝     4位 伊藤  海輝 大分雄城台  4分23秒53 ４位

◆男子  ４００ｍメドレーリレー 予選   ８組 8位 大分雄城台 一ノ宮,浅井,松尾,小野  3分59秒08

◆男子  １００ｍ平泳ぎ 予選   ５組 6位 浅井  拓実 大分雄城台  1分 4秒26

◆男子  ８００ｍリレー 予選   ４組 7位 大分雄城台 小野,島末,松尾,伊藤  7分54秒95

◆女子  １００ｍバタフライ 予選   ４組 4位 清田  栞那 大分雄城台  1分 1秒45

水球 １回戦     大分商（大分） 20 － 9 高松南（香川）

6 － 1
3 － 4
5 － 1
6 － 3

２回戦     山形工（山形） 19 － 18 大分商（大分）

4 － 3
           2 － 5

4 － 3
2 － 1
7 ＰＳ 6

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ◆男子１回戦    大分舞鶴（大分） 77 76 岡山工（岡山）

◆男子２回戦    福岡第一（福岡） 100 67 大分舞鶴（大分）

◆女子1回戦    市前橋（群馬） 88 31 藤蔭（大分）

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ◆女子予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ戦    東九州龍谷（大分） 2 0 天理（奈良）

25 12

25 13

◆女子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦     京都橘（京都） 2 0 東九州龍谷（大分）

25 20

31 29

◆男子予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ1回戦    東京学館新潟（新潟） 2 0 別府鶴見丘（大分）

25 21

25 21

◆男子予選ｸﾞﾙｰﾌﾟ敗復戦    別府鶴見丘（大分） 2 0 東海大四（北海道）

25 21

25 23

◆男子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦     市尼崎（兵庫） 2 0 別府鶴見丘（大分）

25 21

25 20

卓球 ◆男子  学校対抗２回戦 明豊（大分） 3 1 れいめい（鹿児島）

     単 2 1

複 1 0

別府鶴見丘（堀,日名子,穴見,荒金,小田,匹田）
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競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

卓球 ◆男子  学校対抗3回戦 杜若（愛知） 3 0 明豊（大分）

単 2 0

複 1 0

◆女子  学校対抗１回戦 明豊（大分） 3 0 日本航空（山梨）

     単 2 0

複 1 0

◆女子  学校対抗2回戦 明豊（大分） 3 0 浜松修学舎（静岡）

     単 2 0

複 1 0

◆女子  学校対抗３回戦  四天王寺（大阪） 3 0 明豊（大分）

単 2 0

複 1 0

◆男子  ダブルス 田中,芝田 3 0 林,山下

１回戦     明豊（大分） 福井商（福井）

猪俣,芦刈 3 0 坂本,阿部

明豊（大分） 専大北上（岩手）

２回戦     春日,金博 3 2 田中,芝田

明徳義塾（高知） 明豊（大分）

高取,青山 3 1 猪俣,芦刈

野田学園（山口） 明豊（大分）

◆女子  ダブルス 今野,西出 3 1 近藤,木原

１回戦     文化学園大杉並（東京） 明豊（大分）

湯越,高橋 3 0 菅沼,山口

東九州龍谷（大分） 皇学館（三重）

２回戦     工藤,畠山 3 0 湯越,高橋

五所川原商（青森） 東九州龍谷（大分）

◆男子  シングルス 川野  岳 3 0 山根  雅大

１回戦     明豊（大分） 生駒（奈良）

田中  健 3 0 浅見  隆心

１回戦     明豊（大分） 秋田（秋田）

曲春ヤン 3 1 板崎  駿

１回戦     別府溝部学園（大分） 高田（三重）

高橋  毅 3 1 芝田  一希

１回戦     古川学園（宮城） 明豊（大分）

宮本  直人 3 2 川野  岳

２回戦     駒大苫小牧（北海道） 明豊（大分）

田中  健 3 2 倉  啓太

２回戦     明豊（大分） 出雲北陵（島根）

三上  貴弘 3 1 曲春ヤン

２回戦     遊学館（石川） 別府溝部学園（大分）

青柳  伸太朗 3 0 田中  健

３回戦     湘南工大付（神奈川） 明豊（大分）

◆女子  シングルス 篠田  優花 三笘  鈴音

１回戦     明豊（大分） 棄権 尽誠学園（香川）

木原  小絵香 3 0 田口  未来

１回戦     明豊（大分） 日本航空（山梨）

近藤  未来 3 2 松沢  帆乃果

１回戦     明豊（大分） 明徳義塾（高知）

関谷  真由 3 1 白旗  彩

１回戦     明豊（大分） 酒田西（山形）

瀬山  咲希 3 1 篠田  優花

２回戦     富田（岐阜） 明豊（大分）

木原  小絵香 3 0 世古  美鈴

２回戦     明豊（大分） 滋賀学園（滋賀）

近藤  未来 3 0 徳住  風花

２回戦     明豊（大分） 奈良女（奈良）

関谷  真由 3 2 桑原  結梨奈

２回戦     明豊（大分） 新潟産大付（新潟）

木原  小絵香 3 0 鈴木  優

３回戦     明豊（大分） 福井高専（福井）

佐藤  唯 3 1 近藤  未来

３回戦     常盤木学園（宮城） 明豊（大分）

枝松  亜実 3 0 関谷  真由

３回戦     山陽女（岡山） 明豊（大分）
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競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

馬場  麻裕 3 1 木原  小絵香

４回戦     芦屋学園（兵庫） 明豊（大分）

ｿﾌﾄﾃﾆｽ ◆男子  団体 黒沢尻北（岩手） 3 0 大分商（大分）

１回戦     粒来,玉沢 4 2 小野,松久

鈴木,佐藤 4 2 山本,阿部

佐々木,及川 ( 太 ) 4 2 二ノ宮,江藤

◆男子  個人 熊谷,与那城 4 1 後藤,高田

１回戦     中津東（大分） 村上（新潟）

後藤,渡辺 4 2 小野,松久

１回戦     山形商（山形） 大分商（大分）

松岡,高橋 4 2 木本,佐藤

１回戦     高崎商（群馬） 中津東（大分）

大石,中村 4 1 長瀬,駒

２回戦     中津東（大分） 岡崎城西（愛知）

村上,前田 4 2 松山,江藤

２回戦     岡山理大付（岡山） 大分商（大分）

長尾,上松 4 0 熊谷,与那城

２回戦     岡山理大付（岡山） 中津東（大分）

木村,石成 4 1 安倍,石田

２回戦     秋田北鷹（秋田） 中津東（大分）

大橋,山本 4 1 大石,中村

３回戦     広島翔洋（広島） 中津東（大分）

◆女子  団体 埼玉平成（埼玉） 2 1 明豊（大分）

１回戦     佐藤,赤司 0 4 山宮,大塚

村松,田畑 4 2 鳥越,脇谷

           北山,井上 4 1 渡辺 ( 奈 ) ,伊藤

◆女子  個人 伊藤,姫野 4 0 泉沢,熊谷

１回戦     大分商（大分） 飯田風越（長野）

井上,小島 4 2 津村,加藤

１回戦     大分商（大分） 倉吉東（鳥取）

河原,原 4 2 鳥越,脇谷

１回戦     広島新庄（広島） 明豊（大分）

川野,吉田 4 3 福谷,垣崎

２回戦     大分商（大分） 慶進（山口）

川村,石坂 4 1 高橋,北山

２回戦     臼杵（大分） 相洋（神奈川）

尾坂,近藤 4 0 伊藤,神

２回戦     三重（三重） 明豊（大分）

草野,鈴木 4 0 伊藤,姫野

２回戦     高崎健康福祉大高崎（群馬） 大分商（大分）

小山内,青山 4 1 井上,小島

２回戦     五所川原商（青森） 大分商（大分）

山宮,大塚 4 0 水戸瀬,藤井

２回戦     明豊（大分） 秋田和洋女（秋田）

安部,阿南 4 0 佐伯,島田

２回戦     大分商（大分） 済美（愛媛）

川野,吉田 4 1 後藤,阪本

３回戦     大分商（大分） 木本（三重）

岩本,三好 4 3 川村,石坂

３回戦     徳山商工（山口） 臼杵（大分）

山宮,大塚 4 0 大岡,新井

３回戦     明豊（大分） 宇都宮短大付（栃木）

安部,阿南 4 3 酒匂,鈴木

３回戦     大分商（大分） 聖和学園（宮城）

三隅,広沢 4 2 山宮,大塚

４回戦     広島修道大鈴峰女（広島） 明豊（大分）

松永,土井 4 1 安部,阿南

４回戦     三重（三重） 大分商（大分）

 住本,高谷 4 3 川野,吉田

４回戦     四天王寺（大阪） 大分商（大分）

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ ◆女子    大分（大分） 31 29 大曲農（秋田）

１回戦     18 12

13 17
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競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ ◆女子    名古屋経大市邨（愛知） 28 20 大分（大分）

２回戦     18 8

10 12

◆男子    大分雄城台（大分） 27 23 愛知（愛知）

２回戦     13 10

14 13

◆男子    大分雄城台（大分） 27 18 下松工（山口）

３回戦     12 8

15 10

◆男子    北陸（福井） 29 26 大分雄城台（大分） Ｂ８
準々決勝     14 18

15 8

ｻｯｶｰ ◆男子　１回戦    大分（大分） 3 0 西武学園文理（埼玉）

2 0

1 0

▽得点者 【大】永松２　　工藤１

◆男子    大津（熊本） 3 1 大分（大分）

２回戦     3 1

▽得点者 【津】一美３　　　【分】神田１ 0 0

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ◆男子  学校対抗 前沢（岩手） 3 2 別府鶴見丘（大分）

１回戦     単 1 2

複 2 0

◆女子  学校対抗 四天王寺（大阪） 3 0 大分西（大分）

１回戦     単 1 0

複 2 0

◆男子  ダブルス 大友,和田 2 0 大西,辻井

１回戦     別府鶴見丘（大分） 崇徳（広島）

◆男子  ダブルス 中道,大滝 2 1 中島,藤本

１回戦     札幌龍谷学園（北海道） 別府鶴見丘（大分）

◆男子  ダブルス 田中,西野 2 1 大友,和田

２回戦     新田（愛媛） 別府鶴見丘（大分）

◆女子  ダブルス 庄司,垣迫 2 1 磯田,中瀬

１回戦     別府鶴見丘（大分） 城東（徳島）

◆女子  ダブルス 小林,福田 2 0 川村,東林

１回戦     大分西（大分） 伊勢崎清明（群馬）

◆女子  ダブルス 庄司,垣迫 2 0 堀内,酒井

２回戦     別府鶴見丘（大分） 松商学園（長野）

◆女子  ダブルス 志田,小田 2 0 小林,福田

２回戦     青森山田（青森） 大分西（大分）

◆女子  ダブルス 斉藤,曽根 2 0 庄司,垣迫

３回戦     青森山田（青森） 別府鶴見丘（大分）

◆男子  シングルス 中島  拓哉 2 0 広瀬  有規

１回戦     別府鶴見丘（大分） 足羽（福井）

◆男子  シングルス 藤本  拓也 2 0 久保  勇也

１回戦     別府鶴見丘（大分） 高知商（高知）

◆男子  シングルス 中島  拓哉 2 1 前川  裕駿

２回戦     別府鶴見丘（大分） 奈良大付（奈良）

◆男子  シングルス 谷口  雄祐 2 1 藤本  拓也

２回戦     勝山（福井） 別府鶴見丘（大分）

◆男子  シングルス 渡辺  勇大 2 0 中島  拓哉

３回戦     富岡・ふたば未来学園（福島） 別府鶴見丘（大分）

◆女子  シングルス 川村  芽生奈 2 0 庄司  真由

１回戦     伊勢崎清明（群馬） 別府鶴見丘（大分）

小林  瑞季 2 0 松島  みなみ

１回戦     大分西（大分） 高知南（高知）

◆女子  シングルス 小林  瑞季 棄権 香山  未帆

２回戦     大分西（大分） 倉敷中央（岡山）

◆女子  シングルス 小林  瑞季 2 0 福島  里彩

３回戦     大分西（大分） 富山国際大付（富山）

◆女子  シングルス 荒木  萌恵 2 0 小林  瑞季

４回戦     西武台千葉（千葉） 大分西（大分）
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競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ◆女子    1　　　2 3　　　4 5　　　6　　　7 合計

１回戦     昭和学園(大分) 0　　　2 0　　　0 0　　　0　　　0 2

三国(福井) 0　　　0 1　　　0 0　　　0　　　0 1

（昭）重光－三池 （三）宇野－岡本 ◇二塁打　三池（昭）・三上（三）

◆女子    1　　　2 3　　　4 5　　　6　　　7 合計

２回戦     昭和学園(大分) 0　　　0 0　　　0 0　　　0　　　0 0

日出(東京) 3　　　0 0　　　0 0　　　0　　　x 3

（昭）重光、岩本－三池 /（日）富沢、小島－藤家 ◇本塁打藤家（日）/◇二塁打加福（日）

◆男子    1　　　2 3　　　4 5　　　6　　　7 合計

２回戦     大分東(大分) 0　　　0 0　　　0 0　　　0　　　0 0

(愛知) 0　　　0 0　　　0 0　　　1　　　x 1

（大）広瀬－真藤　　（豊）本多－小林 ◇三塁打佐々（豊）　　　◇二塁打真藤（大）

相撲 ◆   団体 中津東（大分） 4 － 1 市川（兵庫）

予選１回戦     ○ 本間 よりきり 井下

○ 河野 おしだし 津田

大保 つりおとし 田中 ○

○ 森永 おしたおし 山田

○ 角 よりきり 三木

◆   団体 諫早農（長崎） 5 － 0 中津東（大分）

予選２回戦     ○ 内田 おしだし 本間

○ 神田 おくりだし 河野

○ 福田 かけなげ 大保

○ 本村 ひきおとし 森永

○ 毎隈 よりきり 角

◆   団体 中津東（大分） 3 － 2 板野（徳島）

予選３回戦     中野町 おしだし 浅田 ○

○ 河野 おくりだし 森本

○ 大保 おしだし 松岡

○ 森永 おしだし 中原

角 ひきおとし 四宮 ○

◆   団体 海洋（新潟） 3 － 2 中津東（大分）

決勝トーナメント１回戦     ○ 嘉陽 まきおとし 中野町

○ 高橋 よりたおし 河野

○ 八幡 すくいなげ 大保

大橋 つきだし 森永 ○

谷 よりきり 角 ○

◆   個人予選１回戦 石崎  拓馬 明徳義塾（高知） つきたおし 河野  龍一郎 中津東（大分）

間地  良太 楊志館（大分） よりきり 吉池  生樹 岐阜農林（岐阜）

梅木  竜治郎 日田林工（大分） つきだし 粟沢  拓海 谷村工（山梨）

◆   個人予選2回戦 河野  龍一郎 中津東（大分） よりたおし 関口  健太郎 樹徳（群馬）

山中  晋也 希望が丘（福岡） したてなげ 間地  良太 楊志館（大分）

梅木  竜治郎 日田林工（大分） つきだし 吉山  元 隠岐水産（島根）

◆   個人予選3回戦 河野  龍一郎 中津東（大分） おしだし 菊池  圭祐 尾道（広島）

間地  良太 楊志館（大分） よりきり 崎山  喜一 北部農林（沖縄）

山口  怜央 津島（愛媛） おしだし 梅木  竜治郎 日田林工（大分）

◆個人決Ｔ進出決定戦 荒井  隆志 富山商（富山） はたきこみ 梅木  竜治郎 日田林工（大分）

◆個人決Ｔ進出決定戦 酒井  天佑 飛龍（静岡） はたきこみ 河野  龍一郎 中津東（大分）

◆個人決Ｔ進出決定戦 間地  良太 楊志館（大分） よりきり 加藤  聖也 小牛田農林（宮城）

◆個人決勝Ｔ１回戦  田中  大介 野村（愛媛） はたきこみ 間地  良太 楊志館（大分）

柔道 ◆男子  団体 新田（愛媛） 4 0 国東（大分）

２回戦     ○ 立川 横四方固め 猪俣

○ 米沢 大外刈り 田中

○ 信岡 優勢 下山

伊藤 引き分け 中島

○ 高橋 小外刈り 三原

◆男子１回戦  ６０kg級 小島  隆仁郎 新田（愛媛） 縦四方固め 大垣  亮太 柳ケ浦（大分）

◆男子１回戦  ６６kg級 長尾  崇文 高松商（香川） 優勢 清永  大輝 柳ケ浦（大分）

◆男子１回戦  ７３kg級 村田  昌哉 北陸（福井） 小外刈り 斎藤  拓洋 柳ケ浦（大分）

◆男子１回戦  ８１kg級 下山  和哉 国東（大分） 小外刈り 中川  清志郎 福井工大福井

◆男子２回戦  ８１kg級 大尾  光星 新田（愛媛） 反則勝ち 下山  和哉 国東（大分）

◆男子１回戦  ９０kg級 鈴木  連次 東海大甲府（山梨） 優勢 田中  大誠 国東（大分）

◆男子１回戦  １００kg級 猪俣  大輝 国東（大分） 優勢 中島  良輔 中京（岐阜）

◆男子１回戦  １００kg級 三保  翔 本荘（秋田） 不戦勝 猪俣  大輝 国東（大分）

◆男子２回戦  １００kg超級 辻  湧斗 東海大相模（神奈川） 優勢 中島  大貴 国東（大分）
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競技名 種　　別 競　　技　　結　　果 備考

柔道 ◆女子  団体 淑徳（東京） 3 － 0 大分西（大分）

１回戦     ○ 西願寺 支え釣り込み足 高橋

○ 浜 横四方固め 浅井

○ 井上 大外刈り 後藤

◆女子１回戦  ４８kg級 大村  美葵 淑徳（東京） 優勢 辻田  愛佳 柳ケ浦（大分）

◆女子２回戦  ５２kg級 吉岡  陽希 柳ケ浦（大分） 優勢 笹原  優希 盛岡南（岩手）

◆女子３回戦  ５２kg級 古川  榛花 東大阪大敬愛 けさ固め 吉岡  陽希 柳ケ浦（大分）

◆女子１回戦  ５７kg級 吉成  沙也加 国東（大分） 合わせ技 長見  和夏 倉吉北（鳥取）

◆女子２回戦  ５７kg級 泉  雅子 埼玉栄（埼玉） 優勢 吉成  沙也加 国東（大分）

◆女子１回戦  ６３kg級 西崎  歩生 名張（三重） 優勢 後藤  綾菜 大分西（大分）

◆女子１回戦  ７０kg級 網谷  柚伽 高松商（香川） 横四方固め 高橋  美月 大分西（大分）

◆女子２回戦  ７８kg級 秋場  麻優 北海（北海道） 横四方固め 石丸  淑子 中津北（大分）

◆女子２回戦  ７８kg超級 粂田  晴乃 大成（愛知） 合わせ技 小松  未来 国東（大分）

ﾎﾞｰﾄ ◆男子  ダブルスカル 準々決勝   ３組 4位 津久見高海洋科学 神崎,畠山  4分 3秒34

◆男子  シングルスカル 準々決勝   ７組 3位 佐藤  雄大 日田三隈（大分）  4分31秒32

◆男子  舵手つきクォドルプル ５－８位決定戦     6位 日田（大分） 小田,奥谷,末次,佐々木,活田  3分46秒64 6位

◆女子  舵手つきクォドルプル 準々決勝   ７組 4位 日田三隈（大分） 木村,鈴木,上田,長尾,宮本  4分37秒05

◆女子  シングルスカル 準々決勝   ２組 3位 椋本  明日香 日田（大分）  3分52秒80

◆女子  ダブルスカル 決勝     3位 日田三隈（大分） 村岡,佐藤  4分25秒14 3位

剣道 ◆男子  団体　予選リーグＤブロック(１位のみ決勝トーナメントへ)  3位 杵築（大分）  1分 1敗

福岡（岩手） 2 引き分け 2 杵築（大分）

佐藤 引き分け 森

小林 メ 和田

滝沢 ( 玲 ) メ 渡辺 ( 隼 )

槻舘 メ 池部

一井 メ 中根

麗沢瑞浪（岐阜） 2 対 0 杵築（大分）

沖 森

河村 和田

山本 ド 渡辺 ( 隼 )

森越 メ メ 池部

小角 メ　メ 中根

◆女子  団体　　予選リーグ　ブロック(１位のみ決勝トーナメントへ)  2位 三重総合（大分）  1勝     1敗

三重総合（大分） 2 対 0 津西（三重）

山路 －－－ 金児

織戸 －－－ 宮本

首藤 メ －－－ 高田

鈴木 －－－ 矢野

久原 メ －－－ 笹之内

    小牛田農林（宮城） 2 対 0 三重総合（大分）

三浦 －－－ 山路

鈴木 －－－ 織戸

五十嵐 －－－ 首藤

佐々木 メ －－－ 鈴木

岸野 コ －－－ 久原

◆男子１回戦  個人 大久保  健吾 長野商（長野） メ　コ　―　コ 和田  幸久 杵築（大分）

◆男子２回戦  個人 下池  真平 羽咋（石川） 反　― 深田  望史 大分舞鶴（大分）

◆女子１回戦  個人 山田  莉沙 佐伯鶴城（大分） コ　― 岸野  真知 小牛田農林（宮城）

◆女子１回戦  個人 高木  夏海 金沢桜丘（石川） メ　コ　― 中野  紗椰 大分（大分）

◆女子2回戦  個人 山田  莉沙 佐伯鶴城（大分） メ　― 玉田  真子 徳島文理（徳島）

◆女子3回戦  個人 富永  涼風 茗渓学園（茨城） メ　― 山田  莉沙 佐伯鶴城（大分）

ﾚｽﾘﾝｸﾞ ◆男子  学校対抗１回戦  館林（群馬） 6 対 1 日本文理大付

    ５０kg級 寺田　○ Ｔフォール      3分58秒 浜崎

５５kg級 江田　○ 7 ―　　１ 日高

６０kg級 金子　○ Ｔフォール      3分35秒 高羽

６６kg級 川上　○ Ｔフォール      4分24秒 西

７４kg級 野本　○ Ｔフォール      2分25秒 大浜

８４kg級 小島 0 ―　　５ ○　鳥井

１２０kg級 吉沢　○ Ｔフォール      3分36秒 武藤

◆男子１回戦 ５０kg級 中西  敦也 新宮（和歌山） 4―1 浜崎  颯太 日本文理大付（大分）

◆男子１回戦 ５５kg級 弓削  仁 市伊丹（兵庫） Ｔフォール2分14秒 後藤  心 日本文理大付（大分）

◆男子１回戦 ６０kg級 安楽  龍馬 韮崎工（山梨） 10―5 高羽  峻椰 日本文理大付（大分）

◆男子２回戦６６kg級 井筒  勇人 柏日体（千葉）  フォール 1分 5秒 児嶋  賢介 日本文理大付（大分）

◆男子１回戦 ７４kg級 乙名  剛輝 日本文理大付  Ｔフォール1分 9秒 田村  一紘 米沢工（山形）
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◆男子２回戦７４kg級 乙名  剛輝 日本文理大付  フォール 2分20秒 北本  空河 高岡商（富山）

◆男子３回戦７４kg級 吉田  隆起 和歌山北 Ｔフォール34秒 乙名  剛輝 日本文理大付（大分）

◆男子１回戦 ８４kg級 中川  隆真 大和広陵（奈良） 5―0 鳥井  皓介 日本文理大付（大分）

◆男子１回戦 ９６kg級 木村  陽仁 仙台城南 4―2 渡辺  大智 日本文理大付（大分）

◆男子１回戦１２０kg級 武藤  翔吾 日本文理大付 フォール 1分20秒 山室  彰広 多度津（香川）

◆男子２回戦１２０kg級 冨栄  雅秀 霞ケ浦（茨城） フォール 36秒 武藤  翔吾 日本文理大付（大分）

弓道 ◆男子  団体 決勝トーナメント （20射） 

１回戦 秀岳館（熊本） 19 14 別府鶴見丘（大分）

嶋田  4中  2中 福原

上田  4中  4中 三浦

田中  3中  4中 安部

前田  4中  2中 伊東

蓑田  4中  2中 上鶴

◆女子  団体予選 大分雄城台（大分）　 10中 甲斐   3

予選（20射）  田中   3

首藤   2

二村   1

矢田   1

◆男子個人予選 予選（４射３中）  上杉  和輝 日出総合  0

◆男子個人準決勝 準決勝（４射３中）  江藤  李樹 佐伯鶴城  2 準決勝負 ３位

◆女子個人予選 予選（４射３中）  石田  彩乃 中津南  2

◆女子個人予選 予選（４射３中）  宮成  舞 宇佐  0

テニス ◆男子  団体２回戦 大分舞鶴（大分） 3 0 川越東（埼玉）

単 2 0

複 1 0

◆男子  団体３回戦 清風（大阪） 2 0 大分舞鶴（大分）

単 1 0

複 1 0

◆女子  団体１回戦 福徳学院（大分） 2 1 共愛学園（群馬）

単 1 1

複 1 0

◆女子  団体２回戦 四日市商（三重） 2 1 福徳学院（大分）

単 1 1

複 1 0

◆男子  シングルス １回戦     合戸  廉太朗 大分舞鶴（大分 8　―　4 坂野  唯 大成（東京）

◆男子  シングルス １回戦     野口  莉央 湘南工大付（神奈川 8　―　3 佐藤  祥次 大分舞鶴（大分

◆男子  シングルス １回戦     古賀  大貴 大分舞鶴（大分） 8　―　5 上曽山  拓実 大産大付（大阪）

◆男子  シングルス ２回戦     合戸  廉太朗 大分舞鶴（大分 8　―　6 植本  颯太郎 敦賀気比（福井）

◆男子  シングルス ２回戦     古賀  大貴 大分舞鶴（大分） 8　―　1 黒沢  陸人 つくば国際大東風

◆男子  シングルス ３回戦     高村  佑樹 東京学館浦安（千葉 8　-　0 合戸  廉太朗 大分舞鶴（大分

◆男子  シングルス ３回戦     古賀  大貴 大分舞鶴（大分） 8　―　3 神田  留尉 大成（東京

◆男子  シングルス ４回戦     古賀  大貴 大分舞鶴（大分） 8　―　1 佐々木  健吾 高松北（香川）

◆男子  シングルス 準々決勝     望月  勇希 清風（大阪） 8　―　3 古賀  大貴 大分舞鶴（大分） Ｂ８

◆女子  ダブルス １回戦     大瀬良,三上 福徳学院（大分） 8　―　5 伊丹,猪俣 山梨学院大付（山梨）

◆女子  ダブルス ２回戦     室山,太田 山陽女（岡山） 8　―　2 大瀬良,三上 福徳学院（大分）

◆男子  ダブルス １回戦     古賀,合戸 大分舞鶴（大分） 8　―　2 古川,藤原 東洋大牛久（茨城）

◆男子  ダブルス ２回戦     今村,小清水 清風（大阪） 8　―　3 古賀,合戸 大分舞鶴（大分）

◆女子  シングルス １回戦     大瀬良  百華 福徳学院（大分） 8　―　1 新川  裕里 弘前（青森）

◆女子  シングルス １回戦     千村  もも花 柏日体（千葉） 8　―　2 野田  帆乃佳 大分舞鶴（大分）

◆女子  シングルス ２回戦     大石  真珠美 早実（東京 8　―　2 大瀬良  百華 福徳学院（大分）

登山 ◆男子  団体【高島トレイル（乗鞍岳・大谷山）比良山系（蛇谷ケ峰）】 ２６位　　竹田（大分）   93.6

◆女子  団体【高島トレイル（乗鞍岳・大谷山）比良山系（蛇谷ケ峰）】 １３位　　竹田（大分）   95.7

自転車 ◆男子  ４kmチーム・パーシュート 予選5位以下確定  4分35秒560

◆男子  １kmタイム・トライアル 決勝     9位 田村  佳大 日出総合  1分 9秒166

◆男子  ポイント・レース 決勝（24km）  11位 広瀬  玲介 別府商・別府翔青  6

◆男子  ４km速度競走 決勝     4位 長松  大祐 別府商・別府翔青  4分50秒970 4位

◆男子  ３kmインディヴィデュアル・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 予選5位以下確定 12位 中山  駿 日出総合  3分38秒743

◆男子  スクラッチ 決勝（8km）  14位 佐藤  倫太郎 日出総合

◆男子  スクラッチ 17位 藤内  総志 別府商・別府翔青

◆男子  スプリント 5-8位決定戦  5位 甲斐  俊祐 別府商・別府翔青 11秒250 5位

◆男子  チーム・スプリント 5位以下確定  1分22秒520

◆男子  ケイリン ２回戦２組 5位 小島  祐仁 日出総合

◆男子  ケイリン １回戦敗復１組 6位 長松  空吾 別府商・別府翔青

◆男子  個人ロード・レース 決勝（104.58km）  39位 中山  駿 日出総合  2時間33分16秒1  

16位　日出総合　　　小島,田村,佐藤

9位　別府商・別府翔青　　　　藤内,広瀬,甲斐,長松(大)
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◆男子  個人ロード・レース 長松  大祐 別府商・別府翔青 途中棄権

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ◆   ピン級 １回戦     豊嶋  智輝 相生学院（兵庫） 判定 佐藤  端樹 大分工

◆   ライトフライ級 １回戦     戸沢  駿斗 黒沢尻工（岩手） 判定 吉田  悠人 鶴崎工

◆   バンタム級 １回戦     高木  椋 鶴崎工（大分） 判定 吉田  葵 龍谷富山

◆   ライト級 １回戦     大須賀  潤也 西目（秋田） 判定 姫野  太雅 津久見

◆   ライトウェルター級 １回戦     国分  奨悟 会津工（福島） 判定 庄  力也 津久見

◆   ウェルター級 １回戦     谷田  瞳磨 相生学院（兵庫） ＴＫＯ 1回 46秒 副  雅和 大分工

◆   フライ級 ２回戦     金元  文汰 新田（愛媛） 判定 武本  康平 鶴崎工

◆   バンタム級 ２回戦     井上  颯 日章学園（宮崎） ＴＫＯ 3回1分14秒 高木  椋 鶴崎工

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ ◆５３kg級スナッチ 23位 本浪  智也 宇佐（大分）  71  

◆５３kg級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 27位 本浪  智也 宇佐（大分）  86  

◆５３kg級トータル 23位 本浪  智也 宇佐（大分） 157  

◆６２kg級スナッチ 記録なし 川野  雅弥 大分工（大分）

◆６２kg級クリーン＆ジャーク 記録なし 川野  雅弥 大分工（大分）

◆６２kg級トータル 記録なし 川野  雅弥 大分工（大分）

◆５６kg級スナッチ 4位 内尾  友紀 宇佐（大分）  90   4位

◆５６kg級クリーン＆ジャーク 19位　 内尾  友紀 宇佐（大分） 100  

◆５６kg級トータル 11位 内尾  友紀 宇佐（大分） 190  

◆６９kg級スナッチ 8位 足立  卓郎 大分工（大分） 100   8位

◆６９kg級スナッチ 28位 河野  雄哉 大分工（大分）  93  

◆６９kg級スナッチ 52位 末弘  敏哉 宇佐（大分）  83  

◆６９kg級クリーン＆ジャーク 24位 足立  卓郎 大分工（大分） 115  

◆６９kg級クリーン＆ジャーク 32位 末弘  敏哉 宇佐（大分） 110  

◆６９kg級クリーン＆ジャーク 47位 河野  雄哉 大分工（大分） 105  

◆６９kg級トータル 14位 足立  卓郎 大分工（大分） 215  

◆６９kg級トータル 35位 河野  雄哉 大分工（大分） 198  

◆６９kg級トータル 41位 末弘  敏哉 宇佐（大分） 193  

◆７７kg級スナッチ 11位 永友  大地 杵築（大分） 103  

◆７７kg級クリーン＆ジャーク 15位 永友  大地 杵築（大分） 121  

◆７７kg級トータル 13位 永友  大地 杵築（大分） 224  

◆８５kg級スナッチ 4位 末松  昌己 大分工（大分） 110   4位

◆８５kg級クリーン＆ジャーク 8位 末松  昌己 大分工（大分） 130   8位

◆８５kg級トータル 5位 末松  昌己 大分工（大分） 240   5位

◆＋１０５kg級スナッチ 8位 田原  祐貴也 大分工（大分） 112   8位

◆＋１０５kg級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 10位 田原  祐貴也 大分工（大分） 130  

◆＋１０５kg級トータル 10位 田原  祐貴也 大分工（大分） 242  

ヨット ◆男子  ＦＪ級 最終成績     25位 別府青山 山口,阿部,黒石,安部 130   

◆男子  ４２０級 最終成績     10位 別府青山 浜畑,大野,岩下,緒方  66   

◆女子  ＦＪ級 最終成績     3位 別府青山 秋吉,石川,帯刀,上村  27    3位

◆女子  ４２０級 最終成績     5位 別府青山 赤嶺,丸山,白石,山下  25    5位

ﾌｪンシング ◆男子  フルーレ 予選トーナメント２回戦     上野  優斗 別府翔青 15-4 尾川  世我 翔陽（熊本）

予選トーナメント３回戦  上野  優斗 別府翔青 15-6 大村  貴之 鹿児島南（鹿児島

決勝トーナメント１回戦  上野  優斗 別府翔青 15-11 田中  啓暉 向陽（和歌山

準決勝  鈴村  健太 大垣南（岐阜） 15-10 上野  優斗 別府翔青

３・４位決定戦  伊藤  拓真 大垣南（岐阜） 15-6 上野  優斗 別府翔青 ４位

◆男子  フルーレ 予選トーナメント２回戦     鈴村  健太 大垣南（岐阜） 15-8 奥武  大輔 大分豊府

◆男子  エペ 予選トーナメント１回戦  増田  陽人 岡山大安寺中教校 15-6 伊野  蒼汰 大分豊府

◆男子  サーブル 予選トーナメント１回戦  小山  桂史 クラーク（東京） 15-8 松重  宗一郎 大分豊府

◆女子  フルーレ 予選トーナメント１回戦     藤岡  沙綾 翔陽（熊本） 15-6 丸山  美宇 大分豊府

◆女子  フルーレ 予選トーナメント１回戦     高橋  優月 聖霊女短大付（秋田 15-5 徳永  優希 大分豊府

◆女子  エペ 予選トーナメント１回戦  佐藤  涼華 秋田北鷹（秋田） 15-14 小田  みはる 別府商

◆女子  サーブル 予選トーナメント１回戦 矢幡  侑菜 藤蔭 15-9 玉田  七海 松戸（千葉）

予選トーナメント２回戦 佐野  友香 沼津西（静岡） 15-14 矢幡  侑菜 藤蔭

◆男子  学校対抗 １回戦     別府翔青（大分） 5-1 沼田（群馬）

上野  2勝     武井  1勝 1敗

瓜生  1勝 1敗 高橋      2敗

石井  2勝     田村      2敗

◆男子  学校対抗 ２回戦     別府翔青（大分） 5-0 安来（島根）

石井  2勝     金田      2敗

瓜生  1勝     米原      1敗

上野  2勝     金築      2敗

◆男子  学校対抗 ３回戦     別府翔青（大分） 5-3 翔陽（熊本）

上野  3勝     尾川  2勝 1敗
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ﾌｪンシング 瓜生      2敗 相馬  1勝 2敗

石井  2勝 1敗 吉崎      2敗

◆男子  学校対抗 ４回戦     別府翔青（大分） 5-2 愛工大名電（愛知）

上野  3勝     久米  1勝 2敗

瓜生  1勝 1敗 篠原      2敗

石井  1勝 1敗 川北  1勝 1敗

◆男子  学校対抗 準決勝     岩国工（山口） 5-4 別府翔青（大分） ３位

佐々木  1勝 2敗 上野  2勝 1敗

神杉  1勝 2敗 瓜生  2勝 1敗

加納  3勝     石井      3敗

◆女子  学校対抗 １回戦     大分豊府（大分） 5-1 金沢二水（石川）

徳永  2勝     笠松  1勝 1敗

高橋      1敗 村      2敗

丸山  2勝     郷倉      2敗

萩本  1勝    

◆女子  学校対抗 ２回戦     大分豊府（大分） 5-0 神辺旭（広島）

徳永  2勝     戸光      2敗

丸山  1勝     中山      1敗

萩本  2勝     桜井      2敗

◆女子  学校対抗 ３回戦     柏陵（千葉） 5-3 大分豊府（大分）

溝口  3勝     徳永  1勝 2敗

栗林      2敗 萩本  1勝 2敗

山田  2勝 1敗 丸山  1勝 1敗

空手道 ◆男子  団体組手 １回戦     柳ケ浦（大分） 5-0 作新学院（栃木）

佐藤 4-0 鈴木 ( 玲 )

志手 4-0 寺沢

安達 6-0 八木沢

上甲 3-0 清水

松永 8-0 五味渕

２回戦     柳ケ浦（大分） 2　内容勝ち2 長崎日大（長崎）

佐藤 2-0 田原

志手 8-0 植木

安達 2-5 北村

上甲 0-5 日向

松永 1-1 当麻

３回戦     浪速（大阪） 3-0 柳ケ浦（大分）

石原 3-1 佐藤

中島 6-1 松永

山下 2-1 志手

◆女子  団体組手 １回戦     松商学園（長野） 4-1 大分南（大分）

土居 0-3 榎

杉山 5-0 那賀

伊藤 3-0 平野

田中 1-0 佐藤

滝沢 3-0 米田

◆男子  個人形 １回戦     嶺山  朋生 徳之島（鹿児島 5-0 村井  優太 柳ケ浦

◆男子  個人形 ３回戦     藤田  心 大阪学芸（大阪 5-0 田原  一輝 大分南

◆男子  個人組手 ２回戦     崎山  優成 高松中央（香川 5-2 松永  昂大 柳ケ浦

◆男子  個人組手 ４回戦     梶村  侑哉 高松中央（香川 3-0 志手  拓 柳ケ浦

◆女子  個人形 ３回戦     宜保  ありさ 宮崎第一（宮崎 5-0 米沢  優花 東九州龍谷

◆女子  個人形 ５回戦     尾野  真歩 日大鶴ケ丘（東京 3-2 尾関  栄麻菜 大分南 Ｂ８

◆女子  個人組手 １回戦     西原  沙希 如水館（広島 3-0 平野  伊吹 大分南

１回戦     留目  すみれ 拓大紅陵（千葉 2-1 榎  花乃 大分南

ｱｰﾁｪﾘｰ ◆男子  団体予選 24位 大分東明 合計得点1733 堀  598

予選  （得点は上位３人の合計）  田口  587

福山  548

長岡  508

◆女子  団体予選 33位 大分東明 合計得点1461 筒井  528

予選  （得点は上位３人の合計）  高橋  498

原田  435

河野  352

◆男子  個人予選 予選     51位 堀  友洋 大分東明（大分）  598 決勝Ｒへ

70位 田口  寛士 大分東明（大分）  587

104位 秋好  星来 別府溝部学園（大分）  569
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142位 福山  侑 大分東明（大分）  548

192位 長岡  修司 大分東明（大分）  508

◆女子  個人予選 予選     1位 小池  美朝 大分（大分）  631 決勝Ｒへ

93位 筒井  菜月 大分東明（大分）  528

137位 高橋  美称子 大分東明（大分）  498

186位 原田  実可子 大分東明（大分）  435

206位 河野  真奈 大分東明（大分）  352

◆男子  個人決勝ラウンド３回戦 永友  隼斗 折尾（福岡） 6-2 堀  友洋 大分東明

◆女子  個人準々決勝      奥村  佳子 松山東雲（愛媛 6-5 小池  美朝 大分 Ｂ８

なぎなた ◆ 団体　予選リーグＰブロック１位は決勝トーナメントへ  1位 福徳学院（大分）  2勝        

予選リーグＰブロック 福徳学院 3 1 狭山ケ丘（埼玉）

高橋 0 0 須賀
大野 2 0 佐藤 ( 桃 )
園田 1 0 佐藤 ( 澪 )
甲斐 1 0 村木
羽田 0 1 清水

予選リーグＰブロック 福徳学院 1 0 長府（山口）

高橋 0 0 竹宮
大野 0 0 佐藤
園田 1 0 白川
甲斐 0 0 中村
小間 0 0 山本

◆   団体 決勝トーナメント１回戦  琴平（香川） 0　代表勝ち 0 福徳学院（大分）

林田 0 0 高橋
岩崎 0 0 大野
宮武 0 0 園田
鎌田 0 0 甲斐
竹下 0 0 小間

【代表戦】 ○　宮武 判定 園田　△

◆演技　予選リーグ （１位は決勝トーナメントへ） 

予選結果　２位 福徳学院 甲斐  麻保 、園田  茉央  1勝1敗

予選結果　１位 大分西 川野  柚奈 、清水  鮎  2勝        

準決勝     田代,福岡 奈良大付（奈良 4-1 3位

◆個人　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦 春山  りんか 熊本西（熊本） ○判定 園田  茉央 福徳学院

◆個人　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ３回戦 高田  彩 出雲北陵（島根 1-0 川野  柚奈 大分西 Ｂ８

カヌー ◆男子ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（500m）準決勝   １組 3位 山田  悠也 高田  1分56秒567

◆男子ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（500m）決勝     6位 佐藤  洸誠 楊志館  2分 6秒177 6位

◆男子ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（500m）準決勝   ４組 3位 高田 山田,山崎  1分55秒745

◆男子ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ（500m）決勝     4位 大分舞鶴 柚野,橋本  2分 3秒406 4位

◆男子ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m）準決勝   ３組 3位 大分舞鶴 滝田,幸,中村,島袋  1分42秒887

◆男子ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m）準決勝   ４組 4位 山田  悠也 高田     43秒712

◆男子ｶﾔｯｸﾌｫｱ（200m）準決勝   １組 4位 大分舞鶴 滝田,幸,中村,島袋     39秒650

◆男子ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ（200m）予選   １組 楊志館 佐藤,姫野,宮住,富岡 ﾚｰﾝｱｳﾄ失格

◆男子ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（200m）決勝     3位 佐藤  洸誠 楊志館     45秒156 3位

◆男子ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m）決勝     5位 高田 山田,山崎     40秒278 5位

◆男子ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ（200m）準決勝   ３組 5位 大分舞鶴 柚野,橋本     47秒085

◆男子ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ（500m）準決勝   １組 7位 楊志館 佐藤,姫野,宮住,富岡  2分 5秒311

◆女子ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（500m）予選   ４組 高田 松下,益永 転覆失格

◆女子ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m）予選   ２組 8位 大分舞鶴 蔭山,甲斐,田嶋,綿貫  2分26秒988

◆女子ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（500m）準決勝   ４組 8位 蔭山  みなみ 大分舞鶴  2分29秒312

◆女子ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m）準決勝   ３組 7位 蔭山  みなみ 大分舞鶴     59秒558

◆女子ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m）予選   ３組 8位 高田 松下,益永     58秒165

◆女子ｶﾔｯｸﾌｫｱ（200m）準決勝   ２組 9位 大分舞鶴 蔭山,甲斐,田嶋,綿貫     58秒676

少林寺拳法 ◆男子  単独演武 予選   Ａ組 辻  颯太 宇佐 239

◆男子  単独演武 予選   Ｃ組 大窪  律哉 大分高専 244

◆女子  団体演武 予選   Ａ組 玖珠美山 小畠,河野,中霜,吉住,戸川,甲斐,陶山 234

◆女子  単独演武 予選   Ｃ組 藤丸  沙加 臼杵 245

◆女子  単独演武 予選   Ｄ組 角田  実優 昭和学園 248

◆男子  組演武 予選   Ｄ組 佐伯鶴城 黒田,赤峰 484

◆女子  組演武 予選   Ａ組 玖珠美山 小畠,陶山 470

◆女子  組演武 予選   Ｄ組 安心院 久井田,松木 490

川野,清水（大分西）
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