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令和元年度全国高等学校総合体育大会大分県選手記録
No. 競技 種目 種目 氏名・学校名 競技記録 備考

1 陸上競技 男子100m 予選7組 松下かなう 大分東明 10秒80  5位

男子400mH 予選4組 千原　凱也 大分西 56秒13  8位

男子400mH 予選8組 田村　顕正 大分 54秒35  5位

男子800m 予選1組 佐藤　主理 藤蔭 1分59秒45  7位

男子5000m 予選2組 ダンカン　キサイサ 大分東明 14分30秒24  1位

男子5000m 決勝 ダンカン　キサイサ 大分東明 14分04秒06  2位 ２位

男子4×100mﾘﾚｰ 予選6組 41秒83  6位

男子4×100mﾘﾚｰ 予選8組 41秒33  4位

男子棒高跳 予選1組 小野　幹太 大分豊府 記録なし

男子棒高跳 予選2組 宮本　幸輝 大分西 4m80  8位

男子棒高跳 決勝 宮本　幸輝 大分西 4m70 16位

男子三段跳 予選1組 神田　伝央 大分舞鶴 14m43  7位

男子三段跳 予選2組 三ヶ尻京和 杵築 14m13 18位

男子砲丸投 予選2組 日野　祐太 大分豊府 12m65 29位

男子円盤投 予選1組 日野　祐太 大分豊府 38m15 27位

男子ハンマー投 予選1組 阿部　雅功 鶴崎工業 49m67 21位

男子やり投 予選2組 疋田　隼士 佐伯鶴城 59m54  8位

男子やり投 予選2組 三重野　颯 佐伯鶴城 57m38 16位

男子八種競技 最終成績 麻生　裕紀 大分雄城台 5247 15位

走幅跳/6m42 砲丸投/12m38 400m/53秒03 110mH/15秒50

やり投/39m18 走高跳/1m80 1500m/4分54秒65 100m/11秒18

女子100m 予選1組 加藤　汐織 大分雄城台 12秒25  4位

女子100m 予選3組 河野　愛莉 大分雄城台 12秒12  5位

女子100m 予選8組 新名　陽花 大分雄城台 11秒93  3位

女子100m 準決勝 新名　陽花 大分雄城台 11秒98  6位

女子200m 予選1組 加藤　汐織 大分雄城台 24秒78  4位

女子200m 予選9組 河野　愛莉 大分雄城台 24秒89  4位

女子800m 予選5組 江藤　　咲 大分雄城台 2分14秒35  3位

女子1500m 予選2組 木本　胡実 大分西 4分40秒56 14位

女子1500m 予選4組 メアリー　ムイタ 大分東明 4分27秒34  1位

女子1500m 決勝 メアリー　ムイタ 大分東明 4分14秒46  3位 ３位

女子400mH 予選4組 高野　七海 大分 1分03秒48  3位

女子3000m 予選2組 木本　胡実 大分西 10分12秒15 19位

女子4×100mﾘﾚｰ 予選3組 48秒53  7位

女子4×100mﾘﾚｰ 予選8組 46秒40  3位

女子4×100mﾘﾚｰ 準決勝3組 45秒93  2位

女子4×100mﾘﾚｰ 決勝 46秒24  6位 ６位

女子4×400mﾘﾚｰ 予選2組 3分51秒30  3位

女子4×400mﾘﾚｰ 準決勝 3分58秒73  8位

女子棒高跳 決勝 金子　絵美里 大分西 3m80  5位 ５位

女子走幅跳 予選1組 石井　柚香 佐伯鶴城 5m50 25位

女子走幅跳 予選1組 久保　千春 佐伯鶴城 5m36 28位

女子走幅跳 予選2組 竹島　佳子 大分西 5m48 24位

女子砲丸投 予選2組 河野　凛 佐伯鶴城 12m27  8位

女子砲丸投 予選2組 中村　ののか 大分雄城台 11m03 25位

女子砲丸投 予選2組 原口　萌々花 大分雄城台 10m12 32位

女子円盤投 予選1組 奈須　貴子 大分雄城台 42m73  1位

女子円盤投 決勝 奈須　貴子 大分雄城台 44m29  3位 ３位

女子円盤投 予選1組 桜井　仁美 大分雄城台 38m34 13位

女子円盤投 予選1組 牧野　菜沙 大分 37m28 20位

女子ハンマー投 決勝 中村　ののか 大分雄城台 記録なし

女子やり投 予選1組 杉田　萌依 佐伯鶴城 41m50 12位

女子やり投 予選1組 岐部　夢菜 国東高双国 32m38 30位

女子やり投 予選2組 柴田　綾乃 佐伯豊南 36m84 26位

2 体操 男子団体総合 予選（最終） 177.650 39位　

ゆか/32.750・あん馬/28.500・つり輪 /24.400

跳馬/32.500・平行棒/31.800・鉄棒/27.700

男子個人総合 予選（最終） 内田　　創 大分西 61.150 194位

小野　諒二 佐伯鶴城 60.450 200位

鍛冶屋　宗馬 佐伯鶴城 60.450 200位

立川　星璃 佐伯鶴城 56.750 222位

岡崎　凪汰 杵築 56.550 224位

女子団体総合 予選（最終） 120.500  35位　

跳馬/33.100・段違い平行棒/24.500

平均台/31.100・ゆか/31.800

女子個人総合 予選（最終） 児玉　優佳 大分西 42.500 156位

神崎　菜々子 大分西 40.050 184位

安東　香日稀 杵築 37.400 211位

栗山　直子 大分西 37.400 211位

佐伯鶴城（小野/鍛冶屋/立川）

大分西（児玉/今村/神崎/栗山）

佐伯豊南（三浦・川野・高瀬・飛騨）

大分東明（田村・柴田・佐田・松下）

大分雄城台(野上・新名・神徳・江藤) 

大分雄城台(野上・神徳・江藤・加藤) 

大分雄城台(新名・加藤・一原・河野) 

大分雄城台(新名・加藤・一原・河野) 

大分雄城台(新名・加藤・河野・神徳) 

佐伯鶴城(仁田脇・幾田・山本・石井) 
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令和元年度全国高等学校総合体育大会大分県選手記録
No. 競技 種目 種目 氏名・学校名 競技記録 備考

今村　真弥 大分西 36.100 221位

本田　鈴佳 杵築 16.400 255位

2 新体操 男子個人 男子個人 植木　温大 日出総合 32位 20.750　ｽﾃｨｯｸ10.650/ﾘﾝｸﾞ10.100

女子団体 女子団体 28位 14.55

女子個人 女子個人 秋山　涼 別府鶴見丘 20位 23.950　ﾎﾞｰﾙﾟ12.750/ｸﾗﾌﾞ11.200

3 競泳 男子50m自由形 予選7組 菅野　遼 佐伯鶴城 23秒80  3位

男子50m自由形 決勝 菅野　遼 佐伯鶴城 23秒69  7位 ７位

男子100m自由形 予選5組 菅野　遼 佐伯鶴城 51秒66  3位

男子100m自由形 決勝 菅野　遼 佐伯鶴城 51秒67  7位 ７位

男子100m自由形 予選6組 田中　大寛 別府翔青 50秒58  1位

男子100m自由形 決勝 田中　大寛 別府翔青 49秒83  1位 １位

男子200m自由形 予選5組 坂田　涼人 大分雄城台 1分52秒65  4位

男子200m自由形 B決勝 坂田　涼人 大分雄城台 1分52秒11  9位

男子200m自由形 予選7組 田中　大寛 別府翔青 1分49秒96  1位

男子200m自由形 決勝 田中　大寛 別府翔青 1分49秒13  1位 １位

男子400m自由形 予選4組 坂田　涼人 大分雄城台 4分02秒23  2位

男子100m背泳ぎ 予選4組 田村　烈士 大分雄城台 1分00秒39 10位

男子200m背泳ぎ 予選2組 御手洗　大心 佐伯鶴城 2分08秒43  1位

男子100mバタフライ 予選2組 立山　拓路 大分雄城台 56秒56  4位

男子200mバタフライ 予選2組 立山　拓路 大分雄城台 2分04秒69  4位

男子4×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ 予選5組 3分35秒38  9位

女子200m自由形 予選2組 立山　青葉 大分雄城台 2分09秒45  8位

3 飛込 男子飛板飛込 予選 山本　馨 別府翔青 350.4  1位

男子飛板飛込 決勝 山本　馨 別府翔青 565.55  1位 １位

男子高飛込 予選 山本　馨 別府翔青 367.65  1位

男子高飛込 決勝 山本　馨 別府翔青 584.7  2位 ２位

学校対抗 別府翔青  1位 １位

4 バスケットボール 男子 1回戦 別府溝部学園 75 － 84 関大北陽(大阪）

第1P　14 － 16

第2P　20 － 21

第3P　24 － 17

第4P　17 － 30

女子 1回戦 中津北 123 － 91 盛岡白百合学園(岩手) 

第1P　37 － 22

第2P　31 － 15

第3P　30 － 26

第4P　25 － 28

2回戦 中津北 71 － 90 東京成徳大(東京) 

第1P　20 － 21

第2P　22 － 22

第3P　10 － 25

第4P　19 － 22

5 バレーボール 男子 予選グループ戦 別府鶴見丘 0 - 2 東山（京都）

 第1　12 － 25

第2　 9 － 25

敗者復活戦 別府鶴見丘 2 － 0 新田(愛媛)

第1　25 － 19

第2　25 － 16

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦 別府鶴見丘 1 － 2 金光学園(岡山)

第1　20 － 25

第2　25 － 23

第3　22 － 25

女子 予選グループ戦 東九州龍谷 2 － 0 金沢商(石川）

第1　25 － 20

第2　25 － 21

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦 東九州龍谷 2 － 0 安来(島根)

第1　25 － 17

第2　25 － 20

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ3回戦 東九州龍谷 2 － 0 福井工大福井(福井)

第1　25 － 14

第2　25 － 21

準々決勝 東九州龍谷 0 － 2 就実(岡山) ５位

第1　20 － 25

第2　25 － 27

6 卓球 男子学校対抗 1回戦 明豊 3 － 0 鎮西学院(熊本)

2回戦 明豊 3 ― 2 希望が丘（福岡）

3回戦 明豊 3 ― 0 北海道科学大高（北海道）

準々決勝 明豊 1 ― 3 野田学園（山口） ５位

男子シングルス 1回戦 田原　翔太 3 ― 0 尾中　翔英

別府鶴見丘（平野/明石/秋山/伊藤/倉原/岐部)

大分雄城台(沓掛/田村/立山/坂田)
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令和元年度全国高等学校総合体育大会大分県選手記録
No. 競技 種目 種目 氏名・学校名 競技記録 備考

明豊 埼玉栄(埼玉)

2回戦 田原　翔太 3 ― 0 坂田　修

明豊 敦賀（福井）

3回戦 田原　翔太 3 ― 0 長門　樹

明豊 北海道科学大高（北海道）

4回戦 田原　翔太 3 ― 2 蘇健恒

明豊 東京学館浦安（千葉）

5回戦 田原　翔太 2 ― 3 曽根　翔

明豊 愛工大名電(愛知)

1回戦 猪俣　礼智 3 ― 1 島村　怜和

明豊 湘南工大付(神奈川)

2回戦 猪俣　礼智 0 ― 3 谷垣　佑真

明豊 愛工大名電(愛知)

1回戦 渡辺　龍介 3 ― 0 佐々木真士

明豊 東奥学園(青森)

2回戦 渡辺　龍介 3 ― 1 石橋虎太郎

明豊 近江（滋賀）

3回戦 渡辺　龍介 2 ― 3 新名　亮太

明豊 明徳義塾（高知）

2回戦 中村　和覇 3 － 1 米田　悠

明豊 富田(岐阜)

3回戦 中村　和覇 3 ― 2 河合　優駿

明豊 湘南工大付（神奈川）

4回戦 中村　和覇 1 ― 3 宮川　昌大

明豊 野田学園（山口）

男子ダブルス 1回戦 中村/岩間 3 ― 2 真坂/斎藤

明豊 秋田（秋田）

2回戦 中村/岩間 3 ― 2 河合/山下

明豊 湘南工大付(神奈川)

3回戦 中村/岩間 1 ― 3 吉田/大野

明豊 遊学館(石川)

2回戦 渡辺/田原 3 ― 0 脇ノ谷/剣持

明豊 実践学園(東京)

3回戦 渡辺/田原 3 ― 0 宮下/風間

明豊 木更津総合(千葉)

4回戦 渡辺/田原 1 ― 3 加山/曽根

明豊 愛工大名電(愛知)

女子学校対抗 1回戦 明豊 3 ― 0 山形学院（山形)

2回戦 明豊 0 ― 3 武蔵野（東京）

女子シングルス 1回戦 篠田　穂乃香 3 ― 2 鯨津萌々子

明豊 進徳女(広島)

2回戦 篠田　穂乃香 0 ― 3 加藤　瑞穂

明豊 日本工大駒場(東京)

1回戦 渡辺　美紗 3 ― 2 長野　詩音

明豊 四国学院香川西(香川)

2回戦 渡辺　美紗 1 ― 3 甲斐　萌夏

明豊 愛知みずほ大瑞穂(愛知)

1回戦 新野　奈月 1 ― 3 高田菜々美

明豊 明徳義塾(高知)

1回戦 黄秀鑫 0 ― 3 香取　位圭

明豊 正智深谷(埼玉)

女子ダブルス 2回戦 新野/秋吉 1 ― 3 井上/後藤

明豊 粉河(和歌山)

1回戦 権藤/宮田 0 ― 3 杉林/高橋

明豊 宇都宮文星女（栃木）

7 ソフトテニス 男子団体 1回戦 大分 1 ― 2 浜松商

(静岡)

男子個人 1回戦 小野/板屋 3 ― 4 大町/中島

大分商 能登(石川)

1回戦 塚崎/永松 2 ― 4 堂下/高橋

大分舞鶴 金津(福井）

1回戦 藤野/河野(樹) 4 ― 3 和田/広沢

大分 川越東(埼玉)

2回戦 藤野/河野(樹) 1 ― 4 野田/友田

大分 岡山理大付(岡山)

2回戦 浜村/安達 1 ― 4 安彦/川合

鶴崎工 山形商(山形)

2回戦 一法師/田辺 1 ― 4 原田/松谷

大分商 神戸星城(兵庫)
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令和元年度全国高等学校総合体育大会大分県選手記録
No. 競技 種目 種目 氏名・学校名 競技記録 備考

2回戦 長浜/藤沢 4 ― 0 佐古/門脇

大分商 和歌山北(和歌山)

3回戦 長浜/藤沢 3 ― 4 小林(大)/小林(快)

大分商 高崎商(群馬)

7 ソフトテニス 女子団体 1回戦 明豊 3 ― 0 甲府商

(山梨）

2回戦 明豊 0 ― 3 就実

(岡山）

女子個人 1回戦 小田原/溝部 3 ― 4 石川/茂津目

大分商 浜松商(静岡)

1回戦 高山/古屋 2 ― 4 田中/浜島

大分商 岐阜商(岐阜)

1回戦 一木/吉竹 2 ― 4 川嶋/伊東

明豊 相洋(神奈川)

2回戦 大森/真島 1 ― 4 高木/宮下

明豊 高岡西(富山)

3回戦 宮﨑/渡辺 0 ― 4 桐山/木下

明豊 鶯谷(岐阜)

3回戦 4 ― 2 牧/浜中

能登(石川)

4回戦 4 ― 2 岡田(真)/岡田(佳)

就実(岡山)

5回戦 4 ― 1 水沢/富樫

北越(新潟)

6回戦 岩倉/古田 4 ― 2 岡野(萌)/岡野(若)

明豊 広島翔洋(広島)

準々決勝 0 ― 4 佐古/西東 ５位

文化学園大杉並(東京)

8 ハンドボール 男子 1回戦 大分 25 ― 23 横浜創学(神奈川)

前半　14 ― 13

　後半　11 ― 10

2回戦 大分 38 ― 11 長野南(長野）

前半　19 ― 5

後半　19 ― 6

3回戦 大分 17 ― 25 愛知(愛知）

前半　 7 ― 14

後半　10 ― 11

女子 1回戦 大分 25 ― 13 高松商（香川）

前半　13 ― 7

後半　12 ― 6

2回戦 大分 30 ― 17 栃木商(栃木）

前半　14 ― 7

後半　16 ― 10

3回戦 大分 15 ― 14 不来方(岩手）

前半　 8 ― 6

後半　 7 ― 8

準々決勝 大分 33 ― 20 水海道二(茨木）

前半　17 ― 11

後半　16 ― 9

準決勝 大分 22 ― 26 白梅学園(東京） ３位

前半　13 ― 15

後半　 9 ― 11

9 サッカー 男子 1回戦 大分 2 ― 0 近江(滋賀）

前半　0 ― 0

　後半　2 ― 0

2回戦 大分 1 ― 0 韮崎(山梨）

前半　0 ― 0

後半　1 ― 0

3回戦 大分 0 ― 0 徳島市立(徳島）

前半　0 ― 0

後半　0 ― 0

7 ＰＫ 8

女子 1回戦 柳ヶ浦 2 ― 1 藤枝順心(静岡）

前半　0 ― 1

　後半　2 ― 0

2回戦 柳ヶ浦 2 ― 2 鳴門渦潮(徳島） ５位

前半　0 ― 2

　後半　2 ― 0

3 ＰＫ 4
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10 ソフトボール 男子 1回戦 日田林工 1 ― 12 新島学園(群馬）

女子 1回戦 大分南 1 ― 10 清水ヶ丘(広島）

11 相撲 団体 予選 1回戦 中津東 5 ― 0 高千穂(宮﨑）

2回戦 2 ― 3 鳥取城北（鳥取）

3回戦 4 ― 1 平館（岩手）

2勝1敗

団体　決勝トーナメント 1回戦 2 ― 3 海洋（新潟）

11 相撲 個人 予選 本松　孝大 1勝2敗

日田林工

予選 矢田　翔大 2勝1敗

中津東

決勝T1回戦 つきおとし ○ 向中野　真豪

鳥取城北（鳥取）

予選 新川　大楽 2勝1敗

中津東

決勝T1回戦 すくいなげ ○ 池田　俊

金沢学院(石川)

12 柔道 男子団体 1回戦 高田 1 ― 4 開星(島根）

男子60kg級 1回戦 近藤　秀斗 〇 背負い投げ 藤井　聖翔

高田 萩(山口)

男子60kg級 2回戦 近藤　秀斗 合わせ技 ◯ 城野　琉来

高田 四日市中央工(三重)

男子66kg級 3回戦 山口　健太郎 優勢 ◯ 羽田野啓太

柳ケ浦 四日市中央工(三重)

男子73kg級 1回戦 小仲周太郎 縦四方固め ◯ 朝田　隼

国東 東海大大阪仰星(大阪)

男子81kg級 1回戦 上津原　寿輝哉 縦四方固め ◯ 菅原　幸大

高田 柴田(宮城)

男子90kg級 1回戦 佐藤　正崇 送り足払い ◯ 奈良　信幸

柳ヶ浦 国学院栃木(栃木)

男子100kg級 1回戦 滝石　靖弘 優勢 〇 森田　和志

国東 小杉(富山)

男子100kg超級 1回戦 大杉　鴻耀 合わせ技 〇 中村　雄太

国東 東海大大阪仰星(大阪)

女子団体 1回戦 大分西 1 ― 2 東北〈宮城）

女子48kg級 2回戦 原田　瑞希 〇 払い巻き込み 福田　莉子

柳ヶ浦 盛岡南(岩手)

女子48kg級 3回戦 原田　瑞希 〇 優勢 小松崎亜純

柳ヶ浦 土浦日大(茨木)

女子48kg級 4回戦 原田　瑞希 送り襟絞め 〇 古賀　若菜 ５位

柳ヶ浦 南筑(福岡)

女子52kg級 1回戦 東　　玲奈 〇 優勢 野上莉来奈

柳ケ浦 東北(宮城)

女子52kg級 2回戦 東　　玲奈 〇 合わせ技 永吉　梓

柳ケ浦 高砂(兵庫)

女子52kg級 3回戦 東　　玲奈 〇 崩れ上四方固め 古里幸永羽

柳ケ浦 長崎明誠(長崎)

女子52kg級 4回戦 東　　玲奈 〇 優勢 川西　陽菜

柳ケ浦 創志学園(岡山)

女子52kg級 準決勝 東　　玲奈 〇 優勢 島田　莉子

柳ケ浦 独協埼玉(埼玉)

女子52kg級 決勝 東　　玲奈 背負い投げ 〇 川田　歩実 ２位

柳ケ浦 修徳(東京)

女子57kg級 1回戦 村上さくら 合わせ技 ◯ 谷　　朱音

柳ケ浦 富士学苑(山梨)

女子63kg級 1回戦 中間　瑞紀 〇 優勢 吉村　帆夏

大分西 立命館宇治(京都)

女子63kg級 2回戦 中間　瑞紀 〇 優勢 天間菜々美

大分西 八戸西(青森)

女子63kg級 3回戦 中間　瑞紀 優勢 〇 小斎穂奈美

大分西 富士学苑(山梨)

女子70kg級 1回戦 工藤　奈々 合わせ技 ◯ 瀬戸亜香音

柳ヶ浦 富士学苑(山梨)

12 柔道 女子78kg級 1回戦 名郷　未祐 合わせ技 ◯ 高山　美憂

大分西 藤枝順心(静岡)

女子78kg超級 1回戦 羽田野　真尋 後ろけさ固め ◯ 吉山　風暖

三重総合 比叡山(滋賀)

13 剣道 男子団体 予選リーグ Oブロック 明豊 4 ― 1 佐久長聖〈長野）

男子団体 予選リーグ Oブロック 明豊 2 ― 0 沼田（静岡）
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男子団体 予選リーグ Oブロック順位 予選2勝　1位

男子団体 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1回戦 明豊 3 ― 0 大社

(島根)

準々決勝 明豊 3 ― 0 奈良大付

(奈良)

準決勝 明豊 1 ― 1 水戸葵陵 ３位

代表戦負け (茨木)

男子個人 1回戦 山下　智也 ド　○ ― 田村　旬平

明豊 桐蔭学園(神奈川)

2回戦 山下　智也 メ　○ ― 山田幸之介

明豊 金沢(石川)

3回戦 山下　智也 ― ◯　メ 阿部　泰悟

明豊 育英(兵庫)

男子個人 2回戦 堤　　光誠 メ　○ ― 菅藤　尚哉

明豊 聖光学院(福島)

3回戦 堤　　光誠 ― ◯　反 手塚　龍成

明豊 佐野日大(栃木)

女子団体 予選リーグ Fブロック 大分鶴崎 1 ― 1 甲府商業（山梨）

女子団体 予選リーグ Fブロック 大分鶴崎 1 ― 4 桜ヶ丘（山口）

女子団体 予選リーグ Fブロック順位 大分鶴崎

女子個人 1回戦 栗山　一花 メ　○ ― 岩坂　結衣

大分国際情報 星城(愛知)

2回戦 栗山　一花 コメ　○ ― 海老子川美季依

大分国際情報 高崎健康福祉大高崎(群馬)

3回戦 栗山　一花 ド　○ ― 笠　日向子

大分国際情報 中村女学園(福岡)

4回戦 栗山　一花 メ　○ ― 宮城　瑠佳

大分国際情報 興南(沖縄)

準々決勝 栗山　一花 ― ◯　メ 柿元　冴月 ５位

大分国際情報 守谷(茨木)

2回戦 山本　菜々 ― ◯　メ 山下　桜子

杵築 東海大相模(神奈川)

14 弓道 男子団体　予選 大分工業 14中

男子団体　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1回戦 大分工業 11 ― 12 興南(沖縄)

男子個人 予選 男子個人予選 渡辺　力斗 大分東明 2中

坂本　匠馬 宇佐 1中

女子団体 予選 大分南 11中

女子団体 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1回戦 大分南 13 ― 14 安芸(広島)

女子個人　予選 女子個人予選 酒井　理奈 日出総合 1中

今山　春奈 別府鶴見丘 1中

15 登　山 男子 男子 竹田 89.4 36位

女子 女子 竹田 95.5  9位

16 バドミントン 男子学校対抗 1回戦 別府鶴見丘 3 ― 0 甲斐清和（山梨）

2回戦 別府鶴見丘 0 ― 3 聖ウルスラ学院英智（宮城）

男子シングルス 1回戦 三浦凛太郎 2 ― 0 桑原　彰吾

別府鶴見丘 伊勢崎清明〈群馬）

2回戦 三浦凛太郎 1 ― 2 山崎　翔

別府鶴見丘 比叡山（滋賀）

1回戦 藤本　裕也 0 ― 2 西　　大輝

別府鶴見丘 乙訓（京都）

男子ダブルス 1回戦 甲斐/三浦 2 ― 0 津野/小椋

別府鶴見丘 蘇南（長野）

2回戦 甲斐/三浦 0 ― 2 高橋/平本

別府鶴見丘 東大阪柏原（大阪）

男子ダブルス 1回戦 高橋/天野 0 ― 2 塩沢/滝本

別府鶴見丘 西武台千葉（千葉）

女子学校対抗 1回戦 昭和学園 2 ― 3 甲斐清和(山梨)

女子シングルス 1回戦 飯田　朱音 2 ― 0 高橋　千夏

昭和学園 甲斐清和(山梨)

2回戦 飯田　朱音 2 ― 0 西岡　奈都

昭和学園 新田(愛媛)

3回戦 飯田　朱音 1 ― 2 久湊　菜々

昭和学園 岡崎城西(愛知)

1回戦 草野　真央 2 ― 1 中村　佳織

昭和学園 法政二(神奈川)

2回戦 草野　真央 2 ― 0 高橋　亜夕

昭和学園 札幌龍谷学園(北海道)

3回戦 草野　真央 2 ― 0 県　菜々美

予選1分け1敗　2位
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昭和学園 岡崎城西(愛知)

4回戦 草野　真央 0 ― 2 高橋　美憂

昭和学園 青森山田(青森)

女子ダブルス 1回戦 吉良/古沢 0 ― 2 鈴木/土門

別府鶴見丘 鶴岡北(山形)

1回戦 飯田/草野 2 ― 1 西岡/黒川

昭和学園 新田(愛知)

2回戦 飯田/草野 0 ― 2 海老沢/小川

別府鶴見丘 石岡一(茨木)

17 ボート 男子舵手つきクォドルプル 予選6組 3分34秒22  3位

準々決勝7組 3分16秒49  4位

男子ダブルスカル 予選10組 琴谷・長谷 日田三隈 3分20秒21  1位

準々決勝1組 琴谷・長谷 日田三隈 3分17秒75  1位

準決勝組 琴谷・長谷 日田三隈 3分21秒82  1位

決勝 琴谷・長谷 日田三隈 3分15秒20  2位 ２位

男子シングルスカル 予選6組 南桂　アレン 日田 4分00秒91  2位

準々決勝2組 南桂　アレン 日田 3分38秒45  3位

女子舵手つきクォドルプル 予選1組 3分56秒27  3位

準々決勝7組 3分51秒13  4位

女子ダブルスカル 予選8組 柿原・梅木 日田三隈 4分02秒43  2位

準々決勝3組 柿原・梅木 日田三隈 3分53秒48  3位

女子シングルスカル 予選1組 藤原　寿 日田 4分23秒32  2位

準々決勝3組 藤原　寿 日田 4分05秒76  2位

準決勝1組 藤原　寿 日田 4分08秒78  2位

5－8位決定戦 藤原　寿 日田 4分19秒90  8位 ８位

18 レスリング 男子学校対抗 2回戦 日本文理大付 5 ― 2 島原(長崎)

3回戦 日本文理大付 3 ― 4 多度津(香川)

男子51kg級 1回戦 工藤　瑠斗 7 ― 4 満永　大翔

日本文理大附 星城(愛知)

男子51kg級 2回戦 工藤　瑠斗 5 ― 0 阿久津　流

日本文理大附 田島(福島)

男子51kg級 3回戦 工藤　瑠斗 2 ― 7 我満　大記

日本文理大附 志賀(石川)

男子55kg級 1回戦 蕨野　昴明 〇 Tフォール 藤本　晟矢

日本文理大附 3分30秒 八幡工(滋賀)

男子55kg級 2回戦 蕨野　昴明 11 ― 4 浜崎　琉斗

日本文理大附 札幌東豊(北海道)

男子55kg級 3回戦 蕨野　昴明 Tフォール 〇 佐々木風雅

日本文理大附 40秒 上田西(長野)

男子60kg級 1回戦 深水　小鉄 ○ 不戦勝 中村　海輝

日本文理大附 八幡浜工(愛媛)

男子60kg級 2回戦 深水　小鉄 ○ Tフォール 岡部　翠成

日本文理大附 4分40秒 帯広北(北海道)

男子60kg級 3回戦 深水　小鉄 Tフォール 〇 竹下　航生

日本文理大附 1分02秒 高松北(香川)

男子65kg級 1回戦 勝　裕太郎 6 ― 4 硎谷亮太郎

日本文理大附 鹿島学園(茨木)

男子65kg級 2回戦 勝　裕太郎 9 ― 0 山口　玲旺

日本文理大附 秋田商(秋田)

男子65kg級 3回戦 勝　裕太郎 〇 Tフォール 吉岡　冬馬

日本文理大附 52秒 網野(京都)

男子65kg級 準々決勝 勝　裕太郎 Tフォール 〇 矢部　晴翔 ５位

日本文理大附 2分07秒 韮崎工(山梨)

男子71kg級 1回戦 浅香　凛太朗 3 ― 4 出田　匠

日本文理大附 玉名工(熊本)

男子80kg級 1回戦 工藤　譲 Tフォール 〇 房本　拓

日本文理大附 4分53秒 和歌山北(和歌山)

男子92kg級 1回戦 衛藤　昇王 〇 Tフォール 内海　千尋

日本文理大附 1分21秒 喜多方桐桜(福島)

男子92kg級 2回戦 衛藤　昇王 〇 Tフォール 浜田　浩暉

日本文理大附 3分24秒 八戸学院光星(青森)

男子92kg級 3回戦 衛藤　昇王 3 ― 12 高橋凛太郎

日本文理大附 飛龍(静岡)

男子125kg級 1回戦 衛藤　大貴 3 ― 1 三宅　郁弥

日本文理大附 多度津(香川)

男子125kg級 2回戦 衛藤　大貴 Tフォール 〇 青木　謙汰

佐伯豊南 52秒 玉名工(熊本)

女子62kg級 2回戦 橋本　京華 0 ― 6 吉川かりん

日本文理大附 北稜(熊本)

日田三隈(藤原/木敷/片野/武石/藤井)

日田三隈(藤原/木敷/片野/武石/藤井)

日田(矢野/都崎/秋好/朝井/室)

日田(矢野/津崎/秋好/朝井/室)
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女子68kg級 1回戦 岡部　采矢 フォール 〇 友口　怜奈

日本文理大附 26秒 玉名工(熊本)

19 テニス 男子団体 2回戦 大分舞鶴 3 ― 0 興国(大阪)

3回戦 大分舞鶴 2 ― 0 早稲田実業(東京)

準々決勝 大分舞鶴 1 ― 2 柳川(福岡) ５位

男子シングルス 1回戦 野田　成佑 3 ― 6 蔵田　太洋

大分舞鶴 広島国際学院(広島)

稲田　康太郎 6 ― 2 冷水　悠人

大分舞鶴 慶風(和歌山)

2回戦 稲田　康太郎 4 ― 6 望月滉太郎

大分舞鶴 湘南工大付(神奈川)

男子ダブルス 1回戦 太田(翔)/鈴木 7 ― 6 鈴木/石橋

大分舞鶴 浜松市立(静岡)

男子ダブルス 2回戦 太田(翔)/鈴木 4 ― 6 望月/斎藤

大分舞鶴 湘南工大付(神奈川)

女子団体 1回戦 福徳学院 1 ― 2 県岐阜商(岐阜)

女子シングルス 1回戦 松田　優花 0 ― 6 堤　　華蓮

大分西 四日市商(三重)

河野　海来 2 ― 6 木塚　有映

福徳学院 東大和(東京)

女子ダブルス 1回戦 河野/武藤 1 ― 6 南口/牛尾

福徳学院 野田学園(山口)

20 自転車 3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙP 予選 生野　優翔 日出総合 3分33秒465  4位

3位決定戦 生野　優翔 日出総合 3分32秒231  3位 ３位

4km速度競走 予選3組 野末　雄太郎 別府翔青  8位

予選5組 熊埜御堂　璃緒 日出総合 途中棄権

ポイント・レース 予選2組 稲毛　脩瑛 日出総合 途中棄権

スクラッチ 予選1組 首藤　明信 日出総合 16位

予選3組 内藤　悠真 別府翔青  4位

決勝 内藤　悠真 別府翔青 16位

ケイリン 1回戦8組 佐藤　礼二郎 日出総合  3位

1回戦敗者復活戦5組 佐藤　礼二郎 日出総合  3位

4kmﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 予選 1分06秒955 14位

個人ロードレース 決勝 内藤　悠真 別府翔青 途中棄権

個人ロードレース 決勝 生野　優翔 日出総合 途中棄権

女)2kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 予選 阿南　里奈 別府翔青  4位

3位決定戦 阿南　里奈 別府翔青  4位 ４位

女)ケイリン 1回戦2組 羽田野　愛花 別府翔青  4位

7-12位決定戦 羽田野　愛花 別府翔青  8位 ８位

女)個人ロードレース 決勝 阿南　里奈 別府翔青 1時間37分38秒4  3位 ３位

21 ボクシング ピン級 1回戦 植野　響真 ○ 判定 高橋　開

鶴崎工 黒沢尻工(岩手)

2回戦 植野　響真 RSC ○ 篠田　覇時

鶴崎工 2回1分50秒 花咲徳栄(埼玉)

ライトフライ級 2回戦 弓削　滉斗 ○ 判定 河上　琉輝

大分工 新潟向陽(新潟)

3回戦 弓削　滉斗 判定 ○ 山下　遥輝

大分工 新田(愛媛)

フライ級 2回戦 岩尾　天心 RSC ○ 中山　慧大

大分工 1回1分35秒 東福岡(福岡)

バンタム級 2回戦 岩尾　天心 判定 ○ 柴田　錬

大分工 岡山商大付(岡山)

ライト級 2回戦 神品　秀平 判定 ○ 畠山　佳

鶴崎工 盛岡南(岩手)

ライトウェルター級 2回戦 井元　爽太 ○ 判定 黒田　和暉

鶴崎工 上市(富山)

3回戦 井元　爽太 判定 ○ 松本　雷樹

鶴崎工 崇徳(広島)

ウェルター級 1回戦 東　　蓮 ○ 判定 斎藤亜崇翔

津久見 日大山形(山形)

2回戦 東　　蓮 RSC ○ 黒田丈二朗

津久見 1回1分55秒 崇徳(広島)

21 ボクシング ミドル級 2回戦 木下　幹太 判定 ○ 鳥谷部　魁

鶴崎工 黒沢尻工(岩手)

22 ホッケー 男子 1回戦 玖珠美山 4 ― 1 延岡工(宮﨑)

　第1Q　2 ― 0

第2Q　1 ― 0

第3Q　1 ― 0

第4Q　0 ― 1

日出総合(生野/佐藤/首藤)
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2回戦 玖珠美山 1 ― 0 愛知産大工(愛知)

　第1Q　0 ― 0

第2Q　1 ― 0

第3Q　0 ― 0

第4Q　0 ― 0

準々決勝 玖珠美山 0 ― 9 今市(栃木) ５位

　第1Q　0 ― 4

第2Q　0 ― 1

第3Q　0 ― 3

第4Q　0 ― 1

23 ウエイトリフティング 55kg級 スナッチ 後平　将大 大分工 78 22位

クリーン＆ジャーク 後平　将大 大分工 100 19位

トータル 後平　将大 大分工 178 19位

55kg級 スナッチ 友成　裕夢 国東 75 28位

クリーン＆ジャーク 友成　裕夢 国東 83 46位

トータル 友成　裕夢 国東 158 37位

55kg級 スナッチ 渡辺　信之介 大分工 71 36位

クリーン＆ジャーク 渡辺　信之介 大分工 86 41位

トータル 渡辺　信之介 大分工 157 40位

61kg級 スナッチ 新田　翼 杵築 89 18位

クリーン＆ジャーク 新田　翼 杵築 112 14位

トータル 新田　翼 杵築 201 15位

61kg級 スナッチ 大川内　祐太 大分工 85 33位

クリーン＆ジャーク 大川内　祐太 大分工 106 24位

トータル 大川内　祐太 大分工 191 24位

67kg級 スナッチ 川野　竜矢 大分工 95 16位

クリーン＆ジャーク 川野　竜矢 大分工 116 17位

トータル 川野　竜矢 大分工 211 14位

67kg級 スナッチ 村上　元気 大分工 74 57位

クリーン＆ジャーク 村上　元気 大分工 103 38位

トータル 村上　元気 大分工 177 50位

73kg級 スナッチ 首藤　佑希 大分工 118  1位 １位

クリーン＆ジャーク 首藤　佑希 大分工 135  3位 ３位

トータル 首藤　佑希 大分工 253  1位 １位

81kg級 スナッチ 衛藤　昌 杵築 102 18位

クリーン＆ジャーク 衛藤　昌 杵築 130 13位

トータル 衛藤　昌 杵築 232 14位

89kg級 スナッチ 加藤　壮真 宇佐 103 13位

クリーン＆ジャーク 加藤　壮真 宇佐 130  7位 ７位

トータル 加藤　壮真 宇佐 233 10位

24 ヨット 男子420級 最終成績 158 46位

男子コンバインド 最終成績 別府翔青 2 44位　 

女子420級 最終成績 41  9位

女子420級 最終成績 57 14位

女子レーザーラジアル 最終成績 井上　咲優 36 12位

女子コンバインド 最終成績 別府翔青 43  4位 ４位

25 フェンシング 男子学校対抗 1回戦 別府翔青 4 ― 5 山形東(山形)

男子フルーレ 予選R第6ﾌﾟｰﾙ 小田　翔一朗 1勝3敗

別府翔青

予選R第13ﾌﾟｰﾙ 平山　利樹 3勝1敗

大分豊府

予選T1回戦 平山　利樹 15 ― 10 高木　夢生

大分豊府 川俣(福島)

予選T2回戦 平山　利樹 4 ― 15 飯村　一輝

大分豊府 龍谷大平安(京都)

男子エペ 予選R第8ﾌﾟｰﾙ 小田　翔一朗 2勝2敗

別府翔青

予選T1回戦 小田　翔一朗 6 ― 15 大谷　謙介

別府翔青 岩国工(山口)

男子サーブル 予選R第6ﾌﾟｰﾙ 鍵本　開里 2勝2敗

大分豊府

予選T１回戦 鍵本　開里 0 ― 15 加藤　颯人

大分豊府 羽島北(岐阜)

女子学校対抗 2回戦 別府翔青 5 ― 1 安来(島根)

3回戦 別府翔青 2 ― 5 東亜学園(東京)

女子フルーレ 予選T1回戦 森　陽奈子 15 ― 3 西口　萌恵

大分豊府 津東(三重)

予選T2回戦 森　陽奈子 15 ― 9 原田莉紗子

大分豊府 日女大付(神奈川)

別府翔青(野上/森田/平原/河野)

別府翔青(B)市野瀬/佐藤/後藤/神鳥

別府翔青(A)大林/田中/村上/時枝
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予選T3回戦 森　陽奈子 9 ― 15 重藤　美紀

大分豊府 東亜学園(東京)

予選T1回戦 岡田　花鈴 15 ― 5 森田　優花

別府翔青 星陵(兵庫)

予選T2回戦 岡田　花鈴 15 ― 2 北島珠々奈

別府翔青 北陸(福井)

予選T3回戦 岡田　花鈴 15 ― 6 三浦　凪

別府翔青 玄界(福岡)

決勝T1回戦 岡田　花鈴 2 ― 15 岩本　鈴菜 ７位

別府翔青 和歌山北(和歌山)

女子エペ 予選R第8ﾌﾟｰﾙ 小谷美空流 4勝

津久見

予選T1回戦 小谷美空流 7 ― 8 後藤麻瑚都

津久見 黒石(青森)

女子サーブル 予選R第7ﾌﾟｰﾙ 三ヶ尻　茉由 2勝2敗

大分豊府

予選T1回戦 三ヶ尻　茉由 11 ― 15 佐藤めるしい

大分豊府 聖霊女短大付(秋田)

26 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 500m予選2組 近藤　燎 高田 2分00秒353  3位

男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 500m準決4組 近藤　燎 高田 2分06秒691  6位

男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 500m予選4組 山田(雅)/山田(渉) 高田 1分50秒852  4位

男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 500m準決2組 山田(雅)/山田(渉) 高田 1分57秒964  5位

男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾌｫｱ 500m予選5組 1分44秒158  3位

男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾌｫｱ 500m準決2組 1分40秒902  3位

男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ 500m予選4組 荒金　透音 大分舞鶴 2分13秒404  2位

男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ 500m準決2組 荒金　透音 大分舞鶴 2分09秒866  1位

男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ 500m決勝 荒金　透音 大分舞鶴 2分01秒991  4位 ４位

男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ 500m予選1組 荒金/内田 大分舞鶴 2分06秒147  2位

男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ 500m準決2組 荒金/内田 大分舞鶴 2分06秒997  1位

男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ 500m決勝 荒金/内田 大分舞鶴 1分59秒614  5位 ５位

男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ 500m予選2組 高田(熊井/中園/江畑/進藤) 1分57秒290  4位

男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ 500m準決3組 高田(熊井/中園/江畑/進藤) 1分52秒364  1位

男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ 500m決勝 高田(熊井/中園/江畑/進藤) 1分52秒805  4位 ４位

女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 500m予選組 大島沙　耶佳 情報科学 2分15秒462  3位

女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 500m準決2組 大島沙　耶佳 情報科学 2分18秒921  3位

女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 500m予選3組 加来/益川 大分豊府 2分06秒838  1位

女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 500m準決3組 加来/益川 大分豊府 2分06秒710  2位

女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 500m決勝 加来/益川 大分豊府 2分02秒922  7位 ７位

女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾌｫｱ 500m予選1組 1分57秒362  2位

女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾌｫｱ 500m準決1組 1分54秒134  4位

27 なぎなた 団体 予選RAﾌﾞﾛｯｸ 福徳学院 1 ― 2 出雲北陵(島根)

福徳学院 1 ― 1 関西福祉科学大高(大阪)

本数負け

2敗

27 なぎなた 個人 予選REﾌﾞﾛｯｸ 長野　沙綾 2 ― 0 成沢　春花

大分西 埼玉栄(埼玉)

長野　沙綾 2 ― 0 村山　花音

大分西 山形西(山形)

2勝

決勝T1回戦 長野　沙綾 〇 判定 中嶋　澄花

大分西 羽水（福井）

決勝T3回戦 長野　沙綾 0 ― 3 山城　り子

大分西 首里（沖縄）

決勝T1回戦 長野　沙綾 1 ― 0 田中　成美

大分西 千葉女(千葉)

決勝T2回戦 長野　沙綾 〇 判定 中嶋　澄花

大分西 羽水(福井)

決勝T3回戦 長野　沙綾 0 ― 2 山城　り子

大分西 首里(沖縄)

個人 予選RAﾌﾞﾛｯｸ 小野　陽 〇 判定 田中真悠子

福徳学院 久御山(京都)

小野　陽 1 ― 0 高橋　遥香

福徳学院 植草学園大付(千葉)

2勝

決勝T1回戦 小野　陽 0 ― 1 山田乃々果

福徳学院 東海学園(愛知)

演技 予選RPﾌﾞﾛｯｸ 小野(陽)/小野(愛) 5 ― 0 秋元/三浦

福徳学院 弘前中央(青森)

小野(陽)/小野(愛) 2 ― 3 田中/相楽

高田(近藤/山田(雅)/山田(渉)/宮原

高田(近藤/山田(雅)/山田(渉)/宮原

大分舞鶴(若林/小畑/小野/奥切)

大分舞鶴(若林/小畑/小野/奥切)
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福徳学院 千葉女(千葉)

1勝1敗

予選RBﾌﾞﾛｯｸ 園南寺/高村 5 ― 0 梨田/中嶋

福徳学院 羽昨(石川)

園南寺/高村 0 ― 5 高村/佐藤

福徳学院 一戸(岩手)

1勝1敗

28 アーチェリー 男子団体 予選 1746  12位

決勝R１回戦 大分東明(宮成/森口/釘宮) ６－０ 柏陵（福岡）

決勝R準々決勝 大分東明(宮成/森口/釘宮) ４－５ 高志館(佐賀) ５位

男子個人 予選 宮成　孝輔 大分東明 607  26位

森口　弘規 大分東明 602  33位

多比良　友也 別府溝部学園 585  65位

釘宮　光洋 大分東明 537 135位

男子個人決勝ﾗｳﾝﾄﾞ 1回戦 森口　弘規 6 ― 4 栩山　竜誠

大分東明 県和歌山(和歌山)

2回戦 森口　弘規 2 ― 6 伊藤　魁晟

大分東明 足立新田(東京)

1回戦 宮成　孝輔 3 ― 7 大坪　佑輔

大分東明 高志館(佐賀)

女子団体 予選　 1511  25位

女子個人 予選 筒井　　楓 大分舞鶴 571  23位

朝久野　奈波 大分東明 528  68位

石川　紅葉 大分東明 521  81位

厚地　遥花 大分東明 462 136位

女子個人決勝ﾗｳﾝﾄﾞ 1回戦 筒井　　楓 7 ― 3 古藤ゆらり

大分舞鶴 愛知産大三河(愛知)

2回戦 筒井　　楓 0 ― 6 上原　瑠果

大分舞鶴 甲南女(兵庫)

29 空手道 男子団体組手 1回戦 柳ケ浦 2 ― 3 帝京長岡(新潟)

男子個人組手 1回戦 村上　達也 1 ― 2 根本　力也

大分南 秀明大秀明八千代(千葉)

男子個人組手 1回戦 大嶋　康太 2 ― 0 加藤　慎輔

大分南 山口鴻城(山口)

男子個人組手 2回戦 大嶋　康太 6 ― 0 石原　大空

大分南 県岐阜商(岐阜)

男子個人組手 3回戦 大嶋　康太 2 ― 1 曽我　修斗

大分南 東大阪大柏原(大阪)

男子個人組手 4回戦 大嶋　康太 2 ― 5 大塚　拓巳

大分南 東洋大牛久(茨木)

男子個人形 第1R第3ﾌﾟｰﾙ 森山　紀瞭 19.54  8位

大分南

第1R第5ﾌﾟｰﾙ 塩月　結真 19.92  9位

大分上野丘

女子団体組手 1回戦 大分南 0 ― 5 夙川(兵庫)

女子個人組手 1回戦 秦　優希菜 1 ― 3 堂崎　愛来

大分南 恵庭南(北海道)

1回戦 竹尾　望 0 ― 5 高木　美緑

大分南 夙川(兵庫)

女子個人形 第1R第2ﾌﾟｰﾙ 斉藤　瑶葵 21.66  3位

大分南

女子個人形 第2R第1ﾌﾟｰﾙ 斉藤　瑶葵 21.14  6位

大分南

女子個人形 第1R第5ﾌﾟｰﾙ 矢津田　弥紅 17.14 10位

東九州龍谷

30 少林寺拳法 男子組演武 予選A組 玖珠美山（梶原/三塚） 487

男子単独演武 予選A組 穴井　達大 玖珠美山 253

予選B組 梅木　洋輔 大分東明 243.5 順位の発表なし

準決勝1組 穴井　達大 玖珠美山 259

決勝 穴井　達大 玖珠美山 260  6位 ６位

女子単独演武 予選C組 日野　可奈子 玖珠美山 250 順位の発表なし

女子単独演武 予選D組 辛島　歩夢 日田三隈 244 順位の発表なし

31 駅伝 男子　　大分東明高校 遠入・青木・ﾀﾞﾝｶﾝ・上野・小山・庭瀬・河野 ２時間２分５２秒 ６位 ６位

女子　　大分東明高校 磯部・メアリー・板井・武井・竹原 １時間１０分４５秒 17位

32 ラグビー 男子　　大分東明高校 1回戦 ２１－０ 飯田（長野）

フットボール １４―０

2回戦 ５－４０ 常翔学園（大阪第2）

０－４３

33 スキー ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 横山　駿輔（大分東明） 2本合計　3:07:83

スラローム NOT　FINSH

）０３５（

５（ ）８３

大分東明(朝久野/石川/厚地)

大分東明(宮成/森口/釘宮)


