
Ｎ０ 種　　　目 性別 １位 ２位 備　考
男子 鶴崎工業 大分西 大分東明 杵築 佐伯豊南 大分舞鶴 大分 佐伯鶴城 １１年ぶり３１回目

女子 大分雄城台 大分西 佐伯鶴城 大分東明 杵築 大分 大分舞鶴 鶴崎工業 ２年連続５回目

男子 佐伯鶴城 杵築 ９年ぶり３０回目

女子 大分西 杵築 ６年連続２９回目

男子

女子 別府鶴見丘 ７年連続２６回目

男子 大分雄城台 佐伯鶴城 別府翔青 津久見 大分豊府 大分上野丘 中津南 臼杵 ８年連続１０回目

女子 佐伯鶴城 中津南 別府翔青 大分商業 大分雄城台 別府溝部学園 大分舞鶴 大分鶴崎 ６年連続３２回目

飛込 男女 個人戦のみ

水球 男子 大分商業 ３４年連続３４回目

男子 別府溝部学園 大分舞鶴 柳ヶ浦 日田 中津北 大分上野丘 大分雄城台 臼杵 初優勝

女子 中津北 大分 大分商業 藤蔭 情報科学 明豊 中津東 大分鶴崎 ２年ぶり１１回目

男子 別府鶴見丘 大分南 鶴崎工業 日田林工 日田 大分工業 佐伯鶴城 楊志館 ２年ぶり１２回目

女子 東九州龍谷 大分商業 国東 臼杵 佐伯鶴城 鶴崎工業 大分西 大分鶴崎 １９年連続３５回目

男子 明豊 別府溝部学園 杵築 宇佐産業科学 東九州龍谷 別府鶴見丘 大分鶴崎 中津東 １７年連続１７回目

女子 明豊 別府溝部学園 日本文理大附属 大分商業 中津南 国東 中津東 佐伯鶴城 ６年連続６回目

男子 大分 大分商業 大分舞鶴 楊志館 日田林工 竹田 大分上野丘 佐伯豊南 ３９年ぶり２回目

女子 明豊 大分商業 臼杵 楊志館 大分鶴崎 大分舞鶴 佐伯鶴城 大分上野丘 ２年ぶり２６回目

男子 大分 大分雄城台 大分舞鶴 鶴崎工業 ３年ぶり２回目

女子 大分 大分鶴崎 大分舞鶴 情報科学 大分雄城台 大分東 ５年連続７回目

男子 大分 柳ヶ浦 大分西 中津東 鶴崎工業 文理大附属 情報科学 大分工業 ２年連続１２回目

女子 柳ヶ浦 竹田南 １２年連続１２回目

１５人 大分舞鶴 大分東明 高田 大分上野丘 大分工業 日本文理大附属
鶴見丘・日田・由
布・竹田・佐伯鶴 大分雄城台 ４２年連続５８回目

１０人 臼杵 合同(美山･昭和 初優勝

男子 日田林工 大分東 ２年連続１３回目

女子 大分南 大分西 佐伯豊南 大分東 昭和学園 大分商業 ２年連続４回目

12 相撲 男子 中津東 日田林工 宇佐産業科学 楊志館 東九州龍谷 佐伯豊南 ２年ぶり３回目

男子 高田 柳ヶ浦 東九州龍谷 国東 鶴崎工業 日田林工 大分工業 杵築 ５９年ぶり３回目

女子 大分西 柳ヶ浦 東九州龍谷 国東 高田 三重総合 杵築 中津北 ２年連続５回目

男子 明豊 大分 三重総合 国際情報 大分鶴崎 杵築 佐伯鶴城 福徳学院 ４年連続４回目

女子 大分鶴崎 明豊 国際情報 大分舞鶴 杵築 柳ヶ浦 大分 佐伯鶴城 ５年ぶり７回目

男子 大分工業 大分雄城台 日田 大分豊府 情報科学 大分東明 杵築 ２年連続９回目

女子 大分南 情報科学 大分西 日田 別府鶴見丘 中津南 大分豊府 ２年ぶり２回目

男子 竹田 大分工業 ２年連続２９回目

女子 竹田 別府鶴見丘 １０年連続１９回目

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 男女 個人戦のみ

男子 別府鶴見丘 大分西 大分東明 情報科学 大分高専 日田林工 佐伯豊南 宇佐 ５年連続１６回目

女子 昭和学園 大分西 別府鶴見丘 情報科学 日田 由布 別府翔青 大分東明 ３年連続４６回目

男子 日田三隈 日田 海洋科学 ２年ぶり７回目

女子 日田 日田三隈 海洋科学 ９年ぶり７回目

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子 日本文理大附属 佐伯豊南 ２２年連続２２回目

男子 大分舞鶴 別府鶴見丘 大分鶴崎 別府翔青 福徳学院 大分雄城台 中津南 国東 １２年連続２３回目

女子 福徳学院 大分西 大分豊府 杵築 大分舞鶴 高田 情報科学 日田三隈 １１年連続１２回目

男子 日出総合 別府翔青 ３年連続４８回目

女子 別府翔青 日出総合 ４年連続４回目

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 男子 鶴崎工業 大分工業 津久見 ２年ぶり１５回目

男子 玖珠美山 ５年連続５回目

女子 玖珠美山 ５年連続５回目

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 男子 大分工業 杵築 国東 宇佐 日田林工 ５年連続３２回目

男子 別府翔青 海洋科学 ３年連続３回目

女子 別府翔青 ３年連続３回目

男子 別府翔青 大分豊府 大分上野丘 津久見 情報科学 ２年ぶり４回目

女子 別府翔青 大分豊府 津久見 大分上野丘 初優勝

27 馬術 混合 三重総合 ７年連続１２回目

男子 高田 大分舞鶴 楊志館 大分鶴崎 大分豊府 ３年連続１２回目

女子 大分舞鶴 大分豊府 情報科学 高田 ２年ぶり１２回目

29 なぎなた 女子 福徳学院 大分西 玖珠美山 ３年ぶり６回目

男子 大分東明 別府溝部学園 ２年連続２７回目

女子 大分東明 別府溝部学園 １２年連続２２回目

男子 柳ヶ浦 大分南 東九州龍谷 杵築 高田 大分高専 中津北 １２年連続１４回目

女子 大分南 杵築 高田 東九州龍谷 日出総合 １２年連続１２回目

32 ｺﾞﾙﾌ 男子 大分 １４年連続１４回目

男子 由布 東九州龍谷 大分高専 ９年連続９回目

女子 由布 東九州龍谷 ５年連続８回目

男子 大分 ２年連続２回目

女子 大分 ２年連続２回目

男子 個人戦のみ

女子 個人戦のみ

30 ｱｰﾁｪﾘｰ

21

ﾎｯｹｰ

自転車

23

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ

ﾎﾞｰﾄ18

ﾗｲﾌﾙ射撃

31 空手道

20 ﾃﾆｽ

28 ｶﾇｰ

10 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ

35 少林寺拳法

25 ﾖｯﾄ

33

34 ボウリング

26

柔道

15 弓道

16

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

13

9

登山

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ

17

14 剣道

ｻｯｶｰ

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

11

陸上競技

体操

新体操

水泳

4

8

5

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ

第６７回大分県高等学校総合体育大会　団体成績一覧表

５～８位３・４位

6 卓球

バスケットボール

バレーボール

1

2

3



令和元年度　全国高等学校総合体育大会(冬季)競技大分県予選大会成績

男子 大分東明 鶴崎工業 藤蔭 柳ｹ浦 大分舞鶴 中津東 日本文理大附属 大分上野丘
女子 大分東明 大分西 藤蔭 大分雄城台 杵築 大分上野丘 中津東 臼杵

2 ラグビー 男子 大分東明 大分舞鶴 大分上野丘 高田 日本文理大附属 大分雄城台 大分工業 3校合同

令和元年度　大分県高等学校新人大会団体成績一覧表
日田･鶴見丘･昭
和学園

男子 杵築 鶴崎工業 大分舞鶴 大分東明 佐伯鶴城 佐伯豊南 大分雄城台 大分
女子 大分雄城台 大分西 大分東明 杵築 佐伯鶴城 藤蔭 楊志館 大分
男子 佐伯鶴城 杵築
女子 大分西 杵築
男子 日出総合
女子 別府鶴見丘
男子 大分雄城台 別府翔青 大分豊府 津久見 大分上野丘 佐伯鶴城 中津東 大分高専
女子 佐伯鶴城 別府翔青 中津南 大分舞鶴 大分雄城台 別府鶴見丘 津久見 大分上野丘

水球・飛込 男子 （　未実施　）

男子 別府溝部学園 大分舞鶴 柳ｹ浦 藤蔭 中津北 別府鶴見丘 大分豊府 日田
女子 中津北 大分 情報科学 大分商業 大分鶴崎 明豊 藤蔭 中津東
男子 大分工業 鶴崎工業 大分南 別府鶴見丘 佐伯鶴城 日田林工 楊志館 大分上野丘
女子 東九州龍谷 大分商業 臼杵 国東 杵築 大分舞鶴 佐伯鶴城 鶴崎工業
男子 明豊 別府溝部学園 宇佐産業科学 中津東 大分高専 大分東明 大分舞鶴 鶴崎工業
女子 明豊 別府溝部学園 大分舞鶴 大分高専 竹田 中津北 中津南 高田
男子 大分商業 大分 大分舞鶴 佐伯豊南 中津東 大分上野丘 日田林工 別府翔青
女子 明豊 大分商業 楊志館 臼杵 大分上野丘 大分鶴崎 佐伯鶴城 中津東
男子 大分雄城台 大分 鶴崎工業 大分舞鶴
女子 大分鶴崎 大分 情報科学 大分舞鶴 大分東 大分雄城台

9 サッカー 男子 大分西 大分南 大分 昭和学園 大分鶴崎 柳ｹ浦 日本文理大附属 別府鶴見丘
女子 柳ｹ浦 竹田南
15人 大分東明 大分舞鶴 日本文理大附属 大分工業 大分上野丘 高田
10人 大分雄城台 合同1 合同２
男子 大分東 日田林工
女子 大分南 大分西 佐伯豊南 大分東 昭和学園 大分商業

12 相撲 男子 中津東 日田林工 佐伯豊南 宇佐産業科学 東九州龍谷 楊志館
男子 柳ｹ浦 高田 国東 杵築 大分工業 日田林工 鶴崎工業 東九州龍谷
女子 柳ｹ浦 高田 大分西 鶴崎工業 楊志館
男子 明豊 大分 柳ｹ浦 三重総合 大分鶴崎 杵築 佐伯鶴城 日田林工
女子 大分鶴崎 杵築 明豊 大分国際情報 臼杵 佐伯鶴城 日田 三重総合
男子 佐伯豊南 津久見 大分工業 中津南
女子 大分雄城台 大分豊府 別府鶴見丘 佐伯豊南
男子 竹田 大分工業
女子

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 男女 （個人戦のみ)

男子 別府鶴見丘 情報科学 大分東明 大分西 佐伯豊南 三重総合 大分高専 日田
女子 昭和学園 大分西 情報科学 別府鶴見丘 大分高専 日田 大分東明 別府翔青
男子 （個人戦のみ)

女子 （個人戦のみ)

19 レスリング 男子 日本文理大附属

男子 大分舞鶴 別府鶴見丘 大分豊府 大分鶴崎 大分東明 鶴崎工業 別府翔青 高田
女子 福徳学院 大分西 大分東明 大分舞鶴 杵築 大分鶴崎 大分上野丘 別府鶴見丘
男子 （個人戦のみ)

女子 （個人戦のみ)

22 ボクシング 男子 （個人戦のみ)

男子 玖珠美山
女子 玖珠美山

24 ウェイトリフティング 男子 大分工業 国東 杵築 宇佐

男子 （個人戦のみ)

女子 （個人戦のみ)
ﾌﾙｰﾚ男
1～4位 別府翔青 大分豊府 情報科学 大分上野丘 ﾌﾙｰﾚ女1～3位 大分豊府 別府翔青
ｴﾍﾟ男
1～4位 情報科学 別府翔青 大分豊府 大分上野丘 ｴﾍﾟ女1～3位 大分豊府 別府翔青
ｻｰﾌﾞﾙ
男 別府翔青 大分豊府 情報科学

27 馬術 混合 （中　止）
男子 高田 大分舞鶴 大分豊府 大分鶴崎 楊志館
女子 大分豊府 大分舞鶴 情報科学 高田 大分商業

29 なぎなた 女子 福徳学院 大分西 玖珠美山
男子 （個人戦のみ)

女子 （個人戦のみ)

男　形 大分南 杵築 柳ｹ浦 中津北 東九州龍谷 高田
女　形 大分南 杵築 日出総合 東九州龍谷
男組手 柳ｹ浦 大分南 杵築 東九州龍谷 高田 中津北
女組手 大分南 東九州龍谷 日出総合 杵築
男子 由布 東九州龍谷 大分高専
女子 由布 東九州龍谷
男子 （個人戦のみ)

女子 （個人戦のみ)

１位 ２位 ３位

1 駅伝

番号 種　　　目 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

７位 ８位

1 陸上

番号 種　　　目 １位 ２位 ３位

4 バスケットボール

４位 ５位 ６位

2

体操

新体操

3
水泳

11 ソフトボール

5 バレーボール

6 卓球

7 ソフトテニス

8 ハンドボール

10 ラグビーフットボール

13 柔道

14 剣道

15 弓道

16 登山

17 バドミントン

18 ボート

20 テニス

21 自転車競技

23 ホッケー

25 ヨット

26 フェンシング

28 カヌー

33 少林寺拳法

30 アーチェリー

31 空手道

32 ライフル射撃


