
大分雄城台 後藤秀徳 大分商業 阿南典久 別府鶴見丘 中西俊裕 日田林工 長野雅樹 佐伯鶴城

江崎裕之 大分工業 別府鶴見丘 松尾哲也 中津東 松平伊織 日田林工 下城智宏 佐伯鶴城

1 陸上競技 後藤秀徳 大分商業 塩手朗輝 大分商業 上杉貴志 大分舞鶴 佐藤菜央美 大分西 井上穣二 杵築 雨川涼介 中津北 藤川巧 日田 西木場優二 竹田

(駅伝) 西山祐一 大分東

2 体操 阿南典久 別府鶴見丘 松永恵子 別府鶴見丘 有村徳文 日出総合 森　悦郎 大分西 有村徳文 日出総合

3 水泳 長野雅樹 佐伯鶴城 下城智宏 佐伯鶴城 浦屋伴作 別府溝部学園 高津　幸治 情報科学 浦屋伴作 別府溝部学園 安部憲毅 佐伯鶴城

4 バスケットボール 阿部　充 別府翔青 福山浩史 大分工業 中屋敷　大 大分東明 釘宮多加也 大分雄城台 新井祐二 日出総合 古賀隆浩 中津東 津軽啓二 日田林工 佐々木正洋 竹田

5 バレーボール 清末直樹 大分支援学校 二宮裕和 鶴崎工業 柿原茂徳 大分南 江崎裕之 大分工業 藤並こずえ 杵築 酒井　拓 宇佐 祝園　浩 日田三隈 釜元健児 津久見

6 卓球 岩竹茂代 明豊 佐藤貴司 大分東 松本香織 明豊 衛藤智也 大分上野丘 臼井治子 別府溝部学園 竹之下裕司 中津南 志賀智弘 日田三隈 志賀かさね 臼杵

7 ソフトテニス 後藤秀徳 大分商業 髙橋和基 大分商業 平原滉太郎 大分 藤丸拓也 大分舞鶴 吉良洋介 明豊 松尾哲也 中津東 渡邊　洋 佐伯豊南

8 ハンドボール 江藤陽二 大分鶴崎 梶原　健 日田三隈 瀧元泰昭 大分 平井徳尚 大分雄城台 　

9 サッカー 佐藤　茂 安心院 西尾秀一 中津南 柳井雅貴 楊志館 柳井雅貴 楊志館 目　匡弘 日出総合 西尾秀一 中津南 大熊真幸 藤蔭 保明栄治 日本文理大附属

10 ラグビー 秋好寿紀 玖珠美山 今冨貴徳 大分舞鶴 江藤　賢 日田 白田誠明 大分東明 武生博幸 別府鶴見丘 塩﨑公寿 高田 川端隆裕 玖珠美山 後藤哲也 日本文理大附属

11 ソフトボール 芝﨑正則 大分西 濱口　亮 大分西 田中修二 大分東 杉田　剛 大分南 矢野由次 日田林工 五十川智恵 佐伯豊南

12 相撲 円福秀樹 宇佐産業科学 坂本昭文 中津南耶馬溪校 北崎幸洋 宇佐産業科学 重倉誉宣 楊志館 恒賀正則 中津東 岩元優樹 日田林工 木下裕司 佐伯豊南

13 柔道 小田雅彦 国東 渡邉　剛 三重総合 阿部栄一郎 大分西
山本景三
安部尚武

大分工業
大分東明 古宮洋人 杵築 都甲勝俊 中津北 山中　淳 日田林工 渡邉　剛 三重総合

14 剣道 井上倫明 東九州龍谷 堀秀一郎 大分上野丘 吉田賢一 海洋科学 姫野　翔 大分鶴崎 堀　郁郎 杵築 堤　淳 昭和学園 泉　英明 佐伯鶴城

15 弓道 小池楠男 中津南 山﨑理男 大分舞鶴 河上　渉 中津南 佐藤かおり 大分豊府 津崎　誠 別府鶴見丘 市口博義 宇佐 山田知之 日田三隈 安達笑子 竹田

16 登山 合澤哲郎 竹田 平山斉昭 三重総合
久井田崇
田北篤史

宇佐
新生支援 山本悟史 大分工業 大津春輝 国東 大石貴司 中津東 髙橋裕昇 竹田

17 バドミントン 阿南典久 別府鶴見丘 高椋規照 大分西 吉田太郎 昭和学園 高柳英茂 情報科学 野口　豪 別府翔青 砂山和久 宇佐 吉田太郎 昭和学園
利光継男
古荘久輝

佐伯鶴城
三重総合

18 ボート 甲斐耕司 日田三隈 江藤季香 日田三隈 林　仁哉 日田三隈 小川尚志 日田 神崎健太郎 海洋科学

19 レスリング 小幡英二 佐伯豊南 太田充洋 佐伯豊南 原　敬 津久見

20 テニス 安藤英俊 大分豊府 安部新悟 別府鶴見丘
兵藤直樹
小畑憲一 別府翔青 末延辰夫 大分鶴崎 安心院励次 別府鶴見丘 和田祐也 中津北 髙橋　康 日本文理大附属

21 自転車競技 堤　荘司 日出総合 橋本文一 日出総合

22 ボクシング 下堀法彦 鶴崎工業 飯田育夫 鶴崎工業 池端敬介 大分工業 石川義隆 津久見

23 ホッケー 秋好寿紀 玖珠美山 高橋伸介 玖珠美山 高橋伸介 玖珠美山

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 鬼塚和宜 宇佐 武田雄大 宇佐 梶原　誠 大分工業 土居雅典 国東

25 ヨット 鶴原誠二 海洋科学 佐藤　誠 海洋科学 甲斐龍夫 別府翔青 佐藤　誠 海洋科学

26 フェンシング 橋本武晴 情報科学 持田彰久 情報科学 漆間雄昌 大分商業 大石峻司 大分豊府 佐藤麻依子 別府翔青 窪田一真 日田三隈 安東健司 津久見

27 馬術 渡辺智久 三重総合 髙木晴久 三重総合 髙木晴久 三重総合

28 カヌー 田北　聡 高田 足立和宏 大分舞鶴 髙木宏通 高田

29 なぎなた 芝﨑正則 大分西 築城理恵 大分西 築城理恵 大分西

30 アーチェリー 佐藤清信 別府溝部学園 藤原吉文 別府溝部学園 元木一成 大分東明 武内夕香 大分東明 高木史子 別府溝部学園

31 空手道 柳原寿一 津久見 水江友和 日田 髙橋　誠 大分南 髙橋　誠 大分南 高橋直孝 杵築 植松朋和 東九州龍谷

32 ゴルフ 小山統之 大分 奥田創志 大分 吉岡一郎 大分 草野義輔 昭和学園

33 ライフル射撃 山崎克友 由布 合原彰宏 由布 野畑卓宏 由布 野畑卓宏 由布 荒川泰彦 東九州龍谷

34 ボウリング 小山統之 大分 石井浩之 大分

35 少林寺拳法 大久保和弘 楊志館 波多野克士 楊志館 田崎太一 玖珠美山

競技専門部名 競技専門部長 競技専門部委員長 競技専門部副委員長

令和５年度大分県高等学校体育連盟競技専門部役員一覧表
大　分　支　部 別 速 杵 国 東 支 部

県　北　久　大　支　部
県 南 豊 肥 支 部

県　北　地　区 久　大　地　区


