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平成２９年度全国高等学校総合体育大会県選手記録

No. 競技 種目 競技記録 備考

1 陸上競技 男子200m 予選2組 6 木場　彪実 大分東明 22秒00

1 陸上競技 男子400m 予選7組 5 片山　隼斗 大分豊府 49秒65

1 陸上競技 男子1500m 予選1組 9 小野　知大 鶴崎工 3分57秒21

1 陸上競技 男子1500m 決勝 2位 ベヌエルモゲニ 大分東明 3分44秒58 2位

1 陸上競技 男子5000m 決勝 1位 ベヌエルモゲニ 大分東明 13分36秒38 1位

1 陸上競技 男子5000m 決勝 15位 小野　知大 鶴崎工 14分33秒55

1 陸上競技 男子400mハードル 予選3組 4 宮村　真史 大分雄城台 53秒40

1 陸上競技 男子3000m障害 予選3組 14 麻生　樹 大分東明 9分35秒00

1 陸上競技 男子4×400mリレー 予選3組 7 大分雄城台(宮村・岩崎・野尻・神徳) 3分20秒08

1 陸上競技 男子棒高跳 予選2組 記録なし 松崎　央雅 楊志館

1 陸上競技 男子三段跳 予選2組 23 福田　巧巳 大分舞鶴 13m63

1 陸上競技 男子やり投 予選1組 32 疋田　直輝 佐伯鶴城 47m16

1 陸上競技 男子八種競技 最終成績 29位 安部　将人 杵築 4968

1 陸上競技 走幅跳/6m46 砲丸投/9m46 400m/52秒44 110mH/16秒83

1 陸上競技 やり投/46m22 走高跳/1m75 1500m/4分40秒95 100m/11秒82

1 陸上競技 女子100m 予選2組 4 都甲　留愛 大分舞鶴 12秒30

1 陸上競技 女子100m 決勝 1位 児玉　芽生 大分雄城台 12秒02 1位

1 陸上競技 女子200m 予選2組 5 加藤　汐織 大分雄城台 25秒30

1 陸上競技 女子200m 決勝 4位 児玉　芽生 大分雄城台 24秒44 4位

1 陸上競技 女子400m 準決勝2組 4 仲道　彩音 大分西 56秒33

1 陸上競技 女子800m 準決勝2組 4 仲道　彩音 大分西 2分12秒16

1 陸上競技 女子1500m 予選1組 7 宮城　亜支亜 大分東明 4分29秒80

1 陸上競技 女子1500m 決勝 3位 マータ　モカヤ 大分東明 4分17秒61 3位

1 陸上競技 女子3000m 予選1組 20 宮城　亜支亜 大分東明 10分6秒83

1 陸上競技 女子3000m 決勝 4位 マータ　モカヤ 大分東明 9分3秒67 4位

1 陸上競技 女子4×100mリレー 準決勝2組 6 大分雄城台(内田・加藤・野上(愛)・児玉)46秒97

1 陸上競技 女子棒高跳 予選2組 9 乙津　彩乃 大分西 3m40

1 陸上競技 女子走幅跳 予選1組 記録なし 金子　史絵奈 大分西

1 陸上競技 女子円盤投 予選1組 8 野上　優愛 大分雄城台 38m85

1 陸上競技 女子ﾊﾝﾏｰ投 決勝 32位 杉本　綾音 大分雄城台 41m92

1 陸上競技 女子4×100mリレー 準決勝2組 6 大分雄城台(内田･加藤･野上(愛)･児玉) 46秒97

1 陸上競技 女子4×400mリレー 準決勝3組 4 大分西(吉高･大塚･吉野･仲道) 3分49秒27

1 陸上競技 女子棒高跳 予選2組 9 乙津　彩乃 大分西 3m40

1 陸上競技 女子走幅跳 予選1組 記録なし 金子　史絵奈 大分西

1 陸上競技 女子三段跳 決勝 5位 金子　史絵奈 大分西 12m53 5位

1 陸上競技 女子円盤投 予選1組 8 野上　優愛 大分雄城台 38m85

1 陸上競技 女子ﾊﾝﾏｰ投 決勝 32位 杉本　綾音 大分雄城台 41m92

駅伝 ◆男子  大分東明 4位 　 2時間5分0秒　(熊谷・木付・ﾍﾞﾇｴﾙ・久綱・麻生・遠入・三代)　

◆女子  大分東明 14位　1時間9分57秒　(宮城・・ﾏｰﾀ･ﾓｶﾔ・磯部・新名・神田)　　

2 体操 男子団体総合 予選（最終） 30位　206.5 杵築 （安東/神田/木村(颯)/古野）

2 体操 ゆか/36.000・あん馬/32.350・つり輪 /30.800

2 体操 跳馬/38.250・平行棒/34.000・鉄棒/35.100

2 体操 男子個人総合 予選（最終） 147位 神田　悠輔 杵築 68.65

2 体操 160位 木村　颯太 杵築 67.7

2 体操 182位 木村　優太 杵築 66.15

2 体操 191位 安東　明日輝 杵築 65.4

2 体操 212位 後藤　晃元 佐伯鶴城 63.45

2 体操 214位 古野　裕也 杵築 63.2

2 体操 女子団体総合 予選（最終） 31位　126.15 大分西 （笠置/土屋/浜村/児玉）

2 体操 跳馬 / 33.650段違い平行棒 / 29.050

2 体操 平均台 / 31.350ゆか / 32.100

2 体操 女子個人総合 予選（最終） 103位 矢野　朱音 佐伯鶴城 45.75

2 体操 121位 土屋　美咲希 大分西 44.7

2 体操 137位 浜村　彩来 大分西 44
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2 体操 208位 児玉　優佳 大分西 37.1

2 体操 221位 笠置　桜佳 大分西 35.65

2 体操 230位 竹下　愛姫 佐伯鶴城 34.75

2 新体操 男子個人 20.95　32位 植木　温大 日出総合 ﾛｰﾌﾟ10.550/ｸﾗﾌﾞ10.4

2 新体操 女子団体 15.05  10位 別府鶴見丘（荒金/西林/多田/明石/平野/小田)

2 新体操 女子個人 19.4　31位 平野　慧 別府鶴見丘 ﾌｰﾌﾟ10.300/ﾘﾎﾞﾝ9.10

3 競泳 男子100m自由形 予選5組 8 小野　翔真 大分雄城台 52秒44

3 競泳 男子100m自由形 予選6組 7 菅野　遼 佐伯鶴城 52秒43

3 競泳 男子100m自由形 決勝 4位 田中　大寛 別府翔青 50秒75 4位

3 競泳 男子200m自由形 予選6組 8 菅野　遼 佐伯鶴城 1分54秒15

3 競泳 男子200m自由形 決勝 6位 田中　大寛 別府翔青 1分51秒72 6位

3 競泳 男子4×100mリレー 予選8組 10 大分雄城台(坂田/島末/長尾/小野) 3分37秒23

3 競泳 男子4×200mリレー 予選4組 9 大分雄城台(坂田/江副/長尾/小野) 7分54秒01

3 競泳 男子4×100mメドレーリレー 予選5組 6 佐伯鶴城(多田/三ツ股/渡辺/菅野) 3分56秒68

3 競泳 男子4×100mメドレーリレー 予選7組 10 大分雄城台(一ノ宮/津崎/長尾/小野) 3分56秒24

3 競泳 女子200m個人メドレー 予選1組 9 渡辺　華純 日田 2分29秒94

飛込 男子飛板飛込 決勝 11位 江藤　真透 杵築 485.8

3 飛込 男子高飛込 予選 13 江藤　真透 杵築 264.4

3 飛込 女子飛板飛込 決勝 10 漆間　陽波乃 別府翔青 398.95

3 飛込 女子高飛込 決勝 7位 漆間　陽波乃 別府翔青 366.5 7位

4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 男子 1回戦 北陸学院 90 ー 52 大分舞鶴

4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ (石川) (大分) 

4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 女子 1回戦 中津北 80 ー 74 富岡東

4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ (大分) (徳島) 

4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 女子 2回戦 中津北 68 ー 59 松江商

4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ (大分) (島根) 

4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 女子 3回戦 昭和学院 75 ー 50 中津北

4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ (千葉) (大分) 

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 男子 予選グループ戦 石川工 2 ー 0 別府鶴見丘

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ (石川) (大分)

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 男子 敗者復活戦 荏田 2 ー 1 別府鶴見丘

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ (神奈川) (大分)

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 女子 予選グループ戦 東九州龍谷 2 ー 0 県岐阜商

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ (大分) (岐阜)

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 女子 決勝トーナメント2回戦 東九州龍谷 2 ー 0 宮崎日大

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ (大分) (宮崎)

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 女子 決勝トーナメント3回戦 東九州龍谷 2 ー 0 細田学園

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ (大分) (埼玉)

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 女子 決勝トーナメント4回戦 東九州龍谷 2 ー 0 柏井

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ (大分) (千葉)

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 女子 準決勝 東九州龍谷 2 ー 1 福井工大福井

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ (大分) (福井)

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 女子 決勝 東九州龍谷 3 ー 1 誠英 １位

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ (大分) 25 ー 21 (山口)

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 21 ー 25

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 25 ー 19

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 25 ー 23

6 卓球 男子学校対抗 1回戦 明豊 3 ー 0 近江兄弟社

6 卓球 (大分) (滋賀)

6 卓球 男子学校対抗 2回戦 関西 3 ー 1 明豊

6 卓球 (岡山) (大分)

6 卓球 男子シングルス 1回戦 加山　裕 3 ー 1 近藤　蓮

6 卓球 愛工大名電(愛知) 明豊(大分)

6 卓球 男子シングルス 2回戦 小野寺　翔平 3 ー 0 渡辺　龍介

6 卓球 専大北上(岩手) 明豊(大分)

6 卓球 男子シングルス 2回戦 三上　貴弘 3 ー 1 芦刈　寿貴
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6 卓球 遊学館(石川) 明豊(大分)

6 卓球 男子シングルス 3回戦 川上　尚也 3 ー 0 芦沢　慶音

6 卓球 静岡学園(静岡) 明豊(大分)

6 卓球 男子ダブルス 1回戦 松浦/山田 3 ー 2 芦刈/芦沢

6 卓球 関西(岡山) 明豊(大分)

6 卓球 男子ダブルス 4回戦 柏/金光 3 ー 2 近藤/渡辺

6 卓球 関西(岡山) 明豊(大分)

6 卓球 女子学校対抗 1回戦 明豊 3 ー 0 秋草学園

6 卓球 (大分) (埼玉)

6 卓球 女子学校対抗 2回戦 明豊 3 ー 2 富田

6 卓球 (大分) (岐阜)

6 卓球 女子学校対抗 3回戦 明徳義塾 3 ー 1 明豊

6 卓球 (高知) (大分)

6 卓球 女子シングルス 2回戦 平川　咲 3 ー 2 韓ルー

6 卓球 遊学館(石川) 別府溝部学園(大分)

6 卓球 女子シングルス 2回戦 中村　貴莉 3 ー 2 高橋　花

6 卓球 岩国商(山口) 明豊(大分)

6 卓球 女子シングルス 3回戦 千葉　菜月 3 ー 1 小島　叶愛

6 卓球 遊学館(石川) 明豊(大分)

6 卓球 女子シングルス 4回戦 塩見　真希 3 ー 1 篠田　優花

6 卓球 四天王寺(大阪) 明豊(大分)

6 卓球 女子ダブルス 1回戦 有馬(百)/(奈) 3 ー 1 佐々木/韓ルー

6 卓球 岩国商(山口) 別府溝部学園(大分)

6 卓球 女子ダブルス 1回戦 池田/加藤 3 ー 2 篠田/小島

6 卓球 華頂女(京都) 明豊(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子団体 2回戦 大分商 2 ー 1 金沢学院

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ (大分) (石川)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子団体 3回戦 大分商 2 ー 1 北海道科学大高

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ (大分) (北海道)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子団体 準々決勝 木更津総合 2 ー 1 大分商 ５位

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ (千葉) (大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子個人 2回戦 吉村/服部 〇　4 ー 3 野下/永石

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 長岡商(新潟) 大分商(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子個人 2回戦 水野/道下 〇　4 ー 3 舎川/菅沼

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 中京学院大中京(岐阜) 大分(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子個人 2回戦 旭/渡辺 〇　4 ー 2 衛藤/甲斐

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 羽黒(山形) 大分商(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子個人 2回戦 水津/河上 〇　4 ー 1 宮崎/日隈

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 松江工(島根) 日田林工(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子個人 2回戦 深沢/大橋 〇　4 ー 0 立脇/渡辺

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 矢板中央(栃木) 楊志館(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子個人 2回戦 長嶋/伊藤 〇　4 ー 0 堀添/今吉

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 横浜創英(神奈川) 中津東(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子個人 2回戦 上岡/広岡 ◯　4 ー 0 高松/甲斐田

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 上宮(大阪) 大分商(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子個人 4回戦 松山/熊本 〇　4 ー 3 山本/垣迫

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 和歌山北(和歌山) 大分商(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子団体 2回戦 山陽女 2 ー 1 明豊

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ (岡山) (大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子個人 1回戦 横山/金田 〇　4 ー 2 大森/古田

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 昭和学院(千葉) 明豊(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子個人 2回戦 岡田/和田 〇　4 ー 0 伊藤/大塚

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 木本(三重) 明豊(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子個人 3回戦 鈴木/江頭 〇　4 ー 0 飯野/真島

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 文化学園大杉並(東京) 明豊(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子個人 4回戦 白木/森本 〇　4 ー 1 /小野神
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7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 広島修道大鈴峰女(広島) 明豊(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子個人 5回戦 林田/宮下 〇　4 ー 1 広末/河野

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 文化学園大杉並(東京) 大分商(大分)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子個人 6回戦 小松崎/原島 〇　4 ー 0 渡辺(舞)/渡辺(奈)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 文化学園大杉並(東京) 明豊(大分)

8 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 男子 1回戦 大分雄城台 32 ー 22 駿台甲府

8 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ (大分) (山梨)

8 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 男子 2回戦 大分雄城台 26 ー 22 利府

8 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ (大分) (宮城)

8 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 男子 3回戦 岩国工 26 ー 21 大分雄城台

8 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ (山口) (大分)

8 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 女子 2回戦 玉野光南 25 ー 23 大分

8 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ (岡山) (大分)

9 サッカー 男子 1回戦 旭川実 5 ー 0 柳ケ浦

9 サッカー (北海道) (大分)

9 サッカー 女子 1回戦 常盤木学園 9 ー 2 柳ケ浦

(宮城) (大分)

10 ラグビー ◆男子　１回戦    大分舞鶴　57 ３１－０ ２６－７ 7　　朝明（三重）

◆男子　２回戦    大分舞鶴　5 ５－２６ ０－１２ 38　中部大春日丘(愛知)

11 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 女子 1回戦 1回　2回　3回 4回 　5回 6回　7回 合計

11 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 大分西 0  　0 　 0 0　　　0 2　　　0 2

11 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 高知商 1  　0 　 0 1　　　0 2　　　✕ 3

11 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ （大）生野、阿部―小倉（高）筒井―武田  ◇本塁打　筒井（高）

  ◇三塁打　武田（高）  ◇二塁打　筒井、西田梓（以上高）

12 相撲 団体 予選1回戦 中津東 4 ー 1 隠岐水産

12 相撲 (大分) (島根)

12 相撲 団体 予選2回戦 中津東 3 ー 2 竹原

12 相撲 (大分) (広島)

12 相撲 団体 予選3回戦 中津東 5 ー 0 名西

12 相撲 (大分) (徳島)

12 相撲 団体 決勝トーナメント1回戦 足立新田 中津東

12 相撲 (東京) 4 ー 1 (大分)

12 相撲 個人 予選 斉藤　善英 中津東(大分) 1勝2敗

12 相撲 角　暦輝 中津東(大分) 1勝2敗

12 相撲 個人 決勝トーナメント1回戦 今関　俊介 ◯ おくりたおし 梅木　竜治郎

12 相撲 足立新田(東京) 日田林工(大分)

13 柔道 男子団体 2回戦 柳ケ浦 2 ー 0 田村

13 柔道 (大分) (福島)

13 柔道 男子団体 3回戦 柳ケ浦 3 ー 2 東海大甲府

13 柔道 (大分) (山梨)

13 柔道 男子団体 4回戦 桐蔭学園 4 ー 0 柳ケ浦

13 柔道 (神奈川) (大分)

13 柔道 男子60kg級 2回戦 中山　雄介 [初] ◯ 優勢 村上　一騎 [初]

13 柔道 桐蔭学園(神奈川) 柳ケ浦(大分)

13 柔道 男子66kg級 1回戦 溝依　郁人 [初] ◯ 優勢 本松　要 [初]

13 柔道 岡豊(高知) 柳ケ浦(大分)

13 柔道 男子73kg級 3回戦 勝部　翔 [初] ◯ 崩れ上四方固め 松山　直暉

13 柔道 京都学園(京都) 柳ケ浦(大分)

13 柔道 男子81kg級 1回戦 鍵山　潤 [初] ◯ 優勢 山口　良太 [初]

13 柔道 日大三島(静岡) 柳ケ浦(大分)

13 柔道 男子90kg級 3回戦 多田　昌人 [初] ◯ 内股 和泉川　武蔵 [初]

13 柔道 つくば秀英(茨城) 国東(大分)

13 柔道 男子100kg級 1回戦 豊島　秀仁 [初] ◯ 優勢

13 柔道 青森北(青森) 柳ケ浦(大分)

13 柔道 男子100kg超級 4回戦 東部　直希 [初] ◯ 送り襟絞め 中島　大貴 [初] ５位

13 柔道 大成(愛知) 国東(大分)
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13 柔道 女子団体 2回戦 北海 3 ー 0 国東

13 柔道 (北海道) (大分)

13 柔道 女子48kg級 1回戦 久保井　仁菜 [初] ◯ 肩固め 渡部　麻香 [初]

13 柔道 京都文教(京都) 柳ケ浦(大分)

13 柔道 女子52kg級 2回戦 三浦　百香 [初] ◯ 横四方固め 村上　さくら [初]

13 柔道 三浦学苑(神奈川) 柳ケ浦(大分)

13 柔道 女子57kg級 1回戦 河上　友紀 [初] ◯ 優勢 畑田　雪菜 [初]

13 柔道 益田東(島根) 柳ケ浦(大分)

13 柔道 女子63kg級 2回戦 岡田　萌 [②] ◯ 優勢 中間　瑞紀 [初]

13 柔道 夙川学院(兵庫) 大分西(大分)

13 柔道 女子70kg級 1回戦 岸本　菜々美 [初] ◯ 上四方固め 河野　真美 [初]

13 柔道 創志学園(岡山) 大分西(大分)

13 柔道 女子78kg級 1回戦 小林　静香 [初] ◯ 崩れけさ固め

13 柔道 創志学園(岡山) 国東(大分)

13 柔道 女子78kg超級 1回戦 山口　空 [初] ◯ 優勢 羽田野　真尋 [初]

13 柔道 四日市中央工(三重) 三重総合(大分)

14 剣道 男子団体 予選リーグOブロック 平工 3　－ 0 明豊

14 剣道 (福島) (大分)

14 剣道 男子団体 予選リーグOブロック 郁文館 2　－ 1 明豊

14 剣道 (東京) (大分)

14 剣道 明豊 予選2敗

14 剣道 男子個人 1回戦 大平　翔士 ◯　コ ー 釘宮　拓海

14 剣道 佐野日大(栃木) 明豊(大分)

14 剣道 男子個人 2回戦 阿部　翔太 ◯　メ ー 佐藤　隆哉 

14 剣道 日大東北(福島) 大分舞鶴(大分)

14 剣道 女子団体 予選リーグNブロック 安房 2　－ 0 三重総合

14 剣道 (千葉) (大分)

14 剣道 女子団体 予選リーグNブロック 三重総合 2　－ 1 新南陽

14 剣道 (大分) (山口)

14 剣道 女子団体 予選リーグNブロック順位 三重総合 予選1勝1敗

14 剣道 女子個人 1回戦 紺本　楓 ◯　コメ ー　ド 松岡　実季 

14 剣道 英真学園(大阪) 明豊(大分)

14 剣道 女子個人 3回戦 橋本　京佳 ◯　コ ー 薬師寺　華那 

14 剣道 日吉ケ丘(京都) 大分鶴崎(大分

15 弓道 男子団体 予選 情報科学 14中 決勝トーナメントへ

15 弓道 20射12中予選通過 後藤2中・足立2中･川野3中･秋月3中･藤井4中

15 弓道 男子団体 決勝トーナメント1回戦 松江北 14 ー 12 情報科学

15 弓道 20射 (島根) (大分)

15 弓道 男子個人 予選 田代　寧皇 佐伯豊南 2中

15 弓道 松井　優斗 大分東明 2中

15 弓道 女子団体 予選 大分南 18中 決勝トーナメントへ

15 弓道 飯尾2中･花岡3中･阿南4中･加藤3中･船木4中

15 弓道 女子団体 決勝トーナメント1回戦 大分南 14 ー 13 宇部フロンティア大香川

15 弓道 20射 (大分) (山口)

15 弓道 女子団体 決勝トーナメント2回戦 岡豊 15 ー 12 大分南

15 弓道 20射 (高知) (大分)

15 弓道 女子個人 準決勝 徳永　実希 中津北 4射3中 決勝へ

15 弓道 女子個人 決勝 徳永　実希 中津北 順位なし

16 登　山 男子 38位 別府鶴見丘 ー 86.1

16 登　山 女子 21位 竹田 ー 92

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男子学校対抗 1回戦 別府鶴見丘 3 ー 1 北越

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ (大分) (新潟)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男子学校対抗 2回戦 名古屋経大市邨 3 ー 1 別府鶴見丘

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ (愛知) (大分)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男子シングルス 2回戦 藤井　凌 2 ー 0 梶原　直哉

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 水島工(岡山) 別府鶴見丘(大分)
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17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男子シングルス 2回戦 藤井　凌 2 ー 0 梶原　直哉

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 水島工(岡山) 別府鶴見丘(大分)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男子ダブルス 1回戦 田中/重松 2 ー 0 和田/浅井

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 淑徳巣鴨(東京) 別府鶴見丘(大分)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男子ダブルス 2回戦 村瀬/酒井 2 ー 0 梶原/藤原

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 名古屋経大市邨(愛知) 別府鶴見丘(大分)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子学校対抗 1回戦 新田 3 ー 2 昭和学園

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ (愛媛) (大分)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子シングルス 1回戦 宮本　美優 2 ー 0 室屋　みゆき

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 川崎総合科学(神奈川) 別府鶴見丘(大分)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子シングルス 2回戦 和田　七海 2 ー 0 伊藤　汐里

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 四天王寺(大阪) 昭和学園(大分)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子ダブルス 1回戦 宮本/鎌田 2 ー 1 中村/伊藤

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 川崎総合科学(神奈川) 大分西(大分)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子ダブルス 1回戦 溝口/武藤 2 ー 1 室屋/丸山

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 法政二(神奈川) 別府鶴見丘(大分)

18 ボート 男子舵手つきクォドルプル 準々決勝3組 6 日田三隈  (小野/手嶋/後藤/福井/江添) 3分26秒61

18 ボート 男子ダブルスカル 準決勝1組 4 日田 野口・秋吉 3分23秒67

18 ボート 男子シングルスカル 準々決勝1組 6 中島　晴紀 日田三隈 3分57秒41

18 ボート 女子舵手つきクォドルプル 敗者復活戦4組 4 日田三隈  (佐藤/高倉/立花/松本/藤原) 4分4秒95

18 ボート 女子ダブルスカル 予選3組 3 日田三隈 古賀・竹内 3分53秒01

18 ボート 女子シングルスカル 決勝 3位 宇野　聡恵 日田 4分1秒91 ３位

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子学校対抗 2回戦 日本文理大付 5 ー 2 大和広陵

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ (大分) (奈良)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子学校対抗 3回戦 山形商 5 ー 2 日本文理大付

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ (山形) (大分)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子50kg級 2回戦 岡本　景虎 〇 Tフォール 4分28秒 鈴木　翔也

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 和歌山北(和歌山) 日本文理大付(大分)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子55kg級 1回戦 河野　恭利 〇 Tフォール 55秒 森　大典

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 鹿島学園(茨城) 日本文理大付(大分)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子60kg級 2回戦 堤　泰樹 4 ー　 0 橋本　琉雅

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 沼津城北(静岡) 日本文理大付(大分)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子66kg級 1回戦 伊五沢　優平 〇 フォール 1分56秒 加倉　大地

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 盛岡工(岩手) 日本文理大付(大分)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子74kg級 1回戦 大浜　裕騎 10 ー　 7 西舘　黎

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 日本文理大付(大分) 八戸工大一(青森)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子74kg級 2回戦 日下　尚 8 ー　 0 大浜　裕騎

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 高松北(香川) 日本文理大付(大分)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子84kg級 1回戦 岡　修人 6 ー　 0 高畠　英史

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 隠岐島前(島根) 日本文理大付(大分)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子96kg級 1回戦 古川　裕貴 〇 Tフォール 1分1秒 河野　誠也

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 韮崎工(山梨) 津久見(大分)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子120kg級 2回戦 武藤　翔吾 〇 フォール 1分41秒 菊池　野歩

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 日本文理大付(大分) 沼津城北(静岡)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子120kg級 3回戦 武藤　翔吾 〇 Tフォール 2分30秒 村田　優

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 日本文理大付(大分) 岐阜工(岐阜)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子120kg級 準々決勝 武藤　翔吾 〇 Tフォール 2分51秒 田岡　和成

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 日本文理大付(大分) 池田(徳島)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子120kg級 準決勝 武藤　翔吾 9 ー　 2 高橋　三十郎

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 日本文理大付(大分) 山梨農林(山梨)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子120kg級 決勝 仲里　優力 〇 ー 1 武藤　翔吾 ２位

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 北部農林(沖縄) 日本文理大付(大分)

20 テニス 男子団体 2回戦 大分舞鶴 3 ー 0 新田

20 テニス (大分) (愛媛)

20 テニス 男子団体 3回戦 大分舞鶴 2 ー 1 敦賀気比

20 テニス (大分) (福井)
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20 テニス 男子団体 準々決勝 清風 2 ー 0 大分舞鶴 ５位

20 テニス (大阪) (大分)

20 テニス 男子シングルス 2回戦 徳　航太 8 ー 6 井上　隆也

20 テニス 法政二(神奈川) 大分舞鶴(大分)

20 テニス 男子シングルス 2回戦 白井　淳也 8 ー 5 河内　健

20 テニス 四日市工(三重) 大分舞鶴(大分)

20 テニス 男子シングルス決勝 菊池　裕太 6 ー 3 田口涼太郎 ２位

20 テニス 相生学院(兵庫) 6 ー 1 大分舞鶴(大分)

20 テニス 男子ダブルス 3回戦 菊地/平川 8 ー 4 田口/井上

20 テニス 相生学院(兵庫) 大分舞鶴(大分)

20 テニス 女子団体 1回戦 福徳学院 3 ー 0 新潟第一

20 テニス (大分) (新潟)

20 テニス 女子団体 2回戦 福徳学院 2 ー 1 聖和学園

20 テニス (大分) (宮城)

20 テニス 女子団体 3回戦 岡山学芸館 2 ー 0 福徳学院

20 テニス (岡山) (大分)

20 テニス 女子シングルス 1回戦 久保　友莉佳 8 ー 5 笠原　扉奈

20 テニス 金沢(石川) 大分上野丘(大分)

20 テニス 女子シングルス 1回戦 小嶋　真央 8 ー 1 中島　つぐみ

20 テニス 大商学園(大阪) 福徳学院(大分)

20 テニス 女子ダブルス 1回戦 矢間/桜井 8 ー 2 内田/宮崎

20 テニス 早実(東京) 福徳学院(大分)

21 自転車 1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 決勝 22位 石井啓伍 日出総合 1分9秒432

21 自転車 3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙP予選 10 高木渓一郎 日出総合 3分37秒563

21 自転車 スプリント 予選 14 石川翔太郎 別府翔青 11秒467

21 自転車 4km速度競走 決勝 4位 長松空吾 別府翔青 4位

21 自転車 4km速度競走 決勝 8位 下山綾亮 日出総合 8位

21 自転車 スクラッチ 決勝 15位 西村隆矢 別府翔青

21 自転車 ケイリン 2回戦2組 途中棄権 田仲駿太 別府翔青

21 自転車 ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ　予選 2 別府翔青  (石川/田仲/長松) 1分16秒979 大会新

21 自転車 ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ　決勝 2位 別府翔青  (石川/田仲/長松) 1分17秒822 2位

21 自転車 4kmﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ 予選 19 日出総合  (小林/高木(渓/(京/下山) 4分40秒771

21 自転車 個人ロードﾚｰｽ 決勝 76位 長松空吾 別府翔青 2時間57分50秒

21 自転車 個人ロードﾚｰｽ 決勝 途中棄権 小林右京 日出総合

21 自転車 個人ロードﾚｰｽ 決勝 途中棄権 高木渓一郎 日出総合

21 自転車 個人ロードﾚｰｽ 決勝 途中棄権 岡田宗一郎 日出総合

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ライトフライ級 2回戦 香月　玲音 ◯ 判定 高橋　進作

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 高志館(佐賀) 鶴崎工(大分)

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ フライ級準々決勝 金城　隼平 ◯ 判定 竹内　丈一郎 ５位

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 菊華(愛知) 津久見(大分)

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ バンタム級 1回戦 羽生　篤史 ◯ 判定 片岡　佑斗

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 水戸葵陵(茨城) 鶴崎工(大分)

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ライト級 2回戦 安田　聖典 ◯ 判定 森　智也

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 広陵(広島) 鶴崎工(大分)

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ライトウェルター級 1回戦 屋嘉部　悠大 〇RSC 2回1分4秒 高野　竜次

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 沖縄水産(沖縄) 大分工(大分)

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ミドル級 1回戦 川野　諒 ◯ 判定 谷　直哉

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 鶴崎工(大分) 久居(三重)

23 ホッケー 女子 2回戦 玖珠美山 2 ー 0 松山中央

23 ホッケー (大分) 1 ー 0 (愛媛)

23 ホッケー 1 ー 0 1

23 ホッケー 女子 3回戦 岐阜各務野 12 ー 0 玖珠美山 ５位

23 ホッケー (岐阜) 7 ー 0 (大分)

23 ホッケー 5 ー 0

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 53kg級スナッチ 5位 冨高　廉真 大分工(大分) 86 ５位

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 53kg級クリーン＆ジャーク 4位 冨高　廉真 大分工(大分) 104 ４位
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24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 53kg級トータル 5位 冨高　廉真 大分工(大分) 190 ５位

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 56kg級スナッチ 33位 茂里　慶太 大分工(大分) 74

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 56kg級クリーン＆ジャーク 35位 茂里　慶太 大分工(大分) 90

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 56kg級トータル 32位 茂里　慶太 大分工(大分) 164

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 56kg級スナッチ 50位 辻　孝晃 大分工(大分) 65

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 56kg級クリーン＆ジャーク 54位 辻　孝晃 大分工(大分) 70

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 56kg級トータル 52位 辻　孝晃 大分工(大分) 135

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 62kg級スナッチ 15位 鮫島　匠 大分工(大分) 90

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 62kg級クリーン＆ジャーク 13位 鮫島　匠 大分工(大分) 113

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 62kg級トータル 14位 鮫島　匠 大分工(大分) 203

69kg級スナッチ 32位 松崎　巌 国東(大分) 88

69kg級クリーン＆ジャーク62位 松崎　巌 国東(大分) 70

69kg級トータル 60位 松崎　巌 国東(大分) 158

69kg級スナッチ 33位 三橋　彪雅 大分工(大分) 88

69kg級クリーン＆ジャーク41位 三橋　彪雅 大分工(大分) 105

69kg級トータル 35位 三橋　彪雅 大分工(大分) 193

77kg級スナッチ 9位 新貝　駿輝 宇佐(大分) 107

77kg級クリーン＆ジャーク12位 新貝　駿輝 宇佐(大分) 130

77kg級トータル 9位 新貝　駿輝 宇佐(大分) 237

77kg級スナッチ 19位 藤原　周平 杵築(大分) 101

77kg級クリーン＆ジャーク17位 藤原　周平 杵築(大分) 125

77kg級トータル 18位 藤原　周平 杵築(大分) 226

85kg級スナッチ 38位 末弘　尚哉 宇佐(大分) 92

85kg級クリーン＆ジャーク45位 末弘　尚哉 宇佐(大分) 110

85kg級トータル 40位 末弘　尚哉 宇佐(大分) 202

＋105kg級スナッチ 16位 佐藤　優也 大分工(大分) 103

＋105kg級クリーン＆ジャーク8位 佐藤　優也 大分工(大分) 138 ８位

＋105kg級トータル 10位 佐藤　優也 大分工(大分) 241

25 ヨット 男子FJ級 最終成績 21位　109 別府翔青 村瀬/礼田/山本後藤

25 ヨット 男子420級 最終成績 21位　113 別府翔青 大平/牛島/舛添/笠木

25 ヨット 女子FJ級 最終成績 13位　66 別府翔青 土谷/高橋/平野/吉田

25 ヨット 女子420級 最終成績 18位　79 別府翔青 上園田/ラミレス/桑野/中堀

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子学校対抗 2回戦 別府翔青 5 ー 0 富山西

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ (大分) (富山)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子学校対抗 3回戦 別府翔青 5 ー 0 沼津東

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ (大分) (静岡)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子学校対抗 4回戦 別府翔青 5 ー 4 法政二

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ (大分) (神奈川)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子学校対抗 準決勝 別府翔青 5 ー 2 秋田北鷹

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ (大分) (秋田)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子学校対抗 決勝 別府翔青 5 ー 2 鹿児島南 １位

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ (大分) (鹿児島)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ （別府翔青は2年連続2度目の優勝）

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子フルーレ 予選T3回戦 藤倉　類 15 ー 9 中村　太郎

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 法政二(神奈川) 大分豊府(大分)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子フルーレ 準決勝 上野　優斗 15 ー 7 川村　京太

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 別府翔青(大分) 東亜学園(東京)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子フルーレ 決勝 上野　優斗 15 ー 14 藤倉　類 １位

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 別府翔青(大分) 法政二(神奈川)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子エペ 予選T1回戦 中塚　新 15 ー 7 山田　直澄

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 仙台二(宮城) 大分豊府(大分)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子サーブル 準決勝 上野　優斗 15 ー 6 野村　涼

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 別府翔青(大分) 羽島北(岐阜)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子サーブル 決勝 尾矢　陽太 15 ー 5 上野　優斗 ２位

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 愛工大名電(愛知) 別府翔青(大分)
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26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子学校対抗 1回戦 松戸 5 ー 4 大分豊府

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ (千葉) (大分)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子フルーレ予選R第17ﾌﾟｰﾙ成績 佐藤　萌子 情報科学 4敗

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子フルーレ 準決勝 上野　優佳 15 ー 9 土佐　千乃

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 別府翔青(大分) 聖霊女短大付(秋田)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子フルーレ 決勝 上野　優佳 15 ー 14 東　晟良 １位

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 別府翔青(大分) 和歌山北(和歌山)

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子エペ 予選R第1ﾌﾟｰﾙ成績 佐藤　萌子 情報科学 5敗

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子サーブル 決勝T1回戦 田崎　愛 15 ー 8 上野　優佳 ５位

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 秋田北鷹(秋田) 別府翔青(大分)

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ200m準決1組 3位桑原響 高田 41秒794

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ500m準決4組 5位桑原響 高田 2分33秒685

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ200m決勝 4位高田 桑原/小田原 39秒728 ４位

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ500m決勝 3位高田 桑原/小田原 1分57秒945 ３位

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾌｫｱ200m準決勝2組 3位高田 桑原/小田原/松成/清国 37秒171

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾌｫｱ500m決勝 8位高田 桑原/小田原/松成/清国 1分49秒351 ８位

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ200m決勝 3位岩男凌 高田(大分) 49秒216 ３位

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ500m準決2組 4位岩男凌 高田(大分) 2分51秒463

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ200m決勝 5位高田 米光/熊井 46秒855 ５位

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ500m準決1組 3位高田 米光/熊井 2分18秒798

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ200m決勝 1位高田 米光/熊井/岩永/田中 41秒380 １位

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ500m決勝 2位高田 米光/熊井/岩永/田中 2分3秒248 ２位

28 カヌー 女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ200m決勝 7位綿貫由希 大分舞鶴 51秒276 ７位

28 カヌー 女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ500m準決2組 3位綿貫由希 大分舞鶴 2分59秒133

28 カヌー 女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ200m準決3組 4位大分舞鶴 綿貫/甲斐 49秒094

28 カヌー 女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ500m決勝 7位大分舞鶴 綿貫/甲斐 2分14秒373 ７位

28 カヌー 女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾌｫｱ200m準決2組 4位大分舞鶴 綿貫/甲斐/田嶋/矢野 44秒230

28 カヌー 女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾌｫｱ500m決勝 8位大分舞鶴 綿貫/甲斐/田嶋/矢野 2分2秒945 ８位

29 なぎなた 団体 予選リーグLﾌﾞﾛｯｸ 大分西 1 ー　０ 神奈川大付

29 なぎなた (大分) (神奈川)

29 なぎなた 団体 予選リーグLﾌﾞﾛｯｸ 琴平 2 ー　０ 大分西

29 なぎなた (香川) (大分)

29 なぎなた 大分西 1勝1敗　予選敗

29 なぎなた 個人 決勝T1回戦 木村　祐実 ◯　１ ー　０ 小間　七瀬

29 なぎなた 奈良育英(奈良) 福徳学院(大分)

29 なぎなた 個人 決勝　2位 神山　愛姫 ◯　２ ー　０ 三浦　日香梨 ２位

29 なぎなた 北条(愛媛) 福徳学院(大分)

29 なぎなた 演技 予選R第2ｺｰﾄ1ﾌﾞﾛｯｸ 得丸/香名 大分西 1勝1敗　予選敗

29 なぎなた 演技 決勝T3回戦 木村/井口 ◯　４ ー　１ 坂口川野 ５位

29 なぎなた 奈良育英(奈良) 大分西(大分)

30 アーチェリー 男子団体 予選　42位 別府溝部学園(大分) 清水/伊藤/斎藤/高橋 1507

30 アーチェリー 男子個人 予選     61 小林勇也 大分東明 597 決勝ﾗｳﾝﾄﾞへ

30 アーチェリー 156 清水雄太 別府溝部学園 538

30 アーチェリー 165 伊藤晴野 別府溝部学園 533

30 アーチェリー 220 斎藤宏太郎 別府溝部学園 436

30 アーチェリー 高橋秀平 別府溝部学園 棄権

30 アーチェリー 男子個人決勝ﾗｳﾝﾄﾞ2回戦 照井翔太 ◯　７ ー 3 小林　勇也

30 アーチェリー 鶴岡工(山形) 大分東明(大分)

30 アーチェリー 女子団体 予選　37位 大分東明(大分) 山本/清水/後藤/青木 1433

30 アーチェリー 女子個人予選　 　106 山本菜月七 大分東明(大分) 516

30 アーチェリー 128 清水　光 大分東明(大分) 500

30 アーチェリー 185 後藤海音 大分東明(大分) 417

30 アーチェリー 192 青木咲弥 大分東明(大分) 403

30 アーチェリー 205 姫野菜々 別府溝部学園(大分) 356

31 空手道 男子団体組手 1回戦 東福岡 4 ー 1 柳ケ浦

31 空手道 (福岡) (大分)
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31 空手道 男子個人組手 2回戦 藤原　丈士 〇　3 ー 0 大森　慶太

31 空手道 東洋大牛久(茨城) 柳ケ浦(大分)

31 空手道 男子個人組手 3回戦 荒木　弘貴 〇　3 ー 0 芳賀　一然

31 空手道 日本航空(山梨) 柳ケ浦(大分)

31 空手道 男子個人形 1回戦 小田村　玲冴 〇　3 ー 2 八明　良弥

31 空手道 那賀(和歌山) 中津南(大分)

31 空手道 男子個人形 1回戦 星　有人 〇　3 ー 2 八明　択実

31 空手道 学法福島(福島) 中津南(大分)

31 空手道 女子団体組手 1回戦 天童 3 ー 2 大分南

31 空手道 (山形) (大分)

31 空手道 女子個人組手 2回戦 坂地　心 〇　2 ー 0 安藤　沙羽

31 空手道 大阪学芸(大阪) 高田(大分)

31 空手道 女子個人組手 2回戦 成宮　光咲 〇　5 ー 2 安達　志保

31 空手道 光明学園相模原(神奈川) 大分南(大分)

31 空手道 女子個人形 2回戦 石橋　咲織 〇　5 ー 0 斉藤　瑶葵

31 空手道 横浜創学館(神奈川) 大分南(大分)

31 空手道 女子個人形 2回戦 三島　きり 〇　4 ー 1 矢野　夏帆

35 少林寺拳法 男子単独演武 予選D組 順位の発表なし 穴井　達大 玖珠美山(大分) 250

35 少林寺拳法 男子単独演武 準決勝2組 順位の発表なし 角田　光優 昭和学園(大分) 255

35 少林寺拳法 女子単独演武 準決勝2組 順位の発表なし 藤丸　沙加 臼杵(大分) 255

35 少林寺拳法 女子単独演武 決勝 順位の発表なし 陶山　茜 玖珠美山(大分)

35 少林寺拳法 女子組演武 予選C組 順位の発表なし 玖珠美山B(大分)溝口・小野 495

35 少林寺拳法 女子組演武 予選D組 順位の発表なし 玖珠美山A(大分)小畠・吉住 497


