
　　　　　　　　平成２１年全国高等学校選抜大会成績一覧
競技名 成　　　績 備考

― ３／27（土）～29（月）：恵庭市総合体育館（北海道）
男 団体 日出暘谷 団体総合　　　１５．３７５点　１２位
　 個人 日出暘谷 手嶋　彰一」 個人総合　　　２８．５００点　１７位

　スティック　７．３５０点　１７位
　 　 　　リング　　７．０００点　１７位

　　ロープ　　７．２５０点　１７位
　　クラブ　　６．９００点　１８位

― 3/20（土）～26（金）：国立代々木競技場第一体育館
男 団体 別府鶴見丘 ２回戦　２－１　福井工大福井（福井）

３回戦　０－２　雄物川（秋田）
女 団体 大分商業 １回戦　２－１　聖カタリナ女子（愛媛）

２回戦　０－２　人間環境大岡崎学園（愛知）　

東九州龍谷 ２回戦　２－０　帝京長岡（新潟） 優　勝
３回戦　２－０　増穂商業（山梨）
準々決勝２－０　山形商業（山形）
準決勝　３－１　鹿児島女子（鹿児島）
決　勝　３－1古川学園（宮城）

― 3/26（金）～28（日）：東京体育館
男 団体 明豊 予選リーグ　３－０出雲北陵（島根）

予選リーグ　３－０木更津総合（千葉）
予選リーグ　３－０小高工（福島）
決勝トーナメント１回戦３－０冨田（岐阜）
準々決勝　　０－３青森山田（青森） ５位

個人 大分工業 松本 予選リーグ　３－２　北村（新潟：日本文理付）
予選リーグ　３－０亀井（山形：坂田工業）
決勝トーナメント１回戦３－２福井（京都：福地山成美）

準々決勝　　３－１関口（栃木：青藍泰斗）
　 準決勝　　　２－３山口（岐阜・県立岐阜商） ３位

個人 大分高専 柴田 予選リーグ敗退
― 3/25（木）～30（火）：花巻市総合体育館他（岩手県）

女 団体 情報科学 １回戦１３－２０佼成学園女子（東京）
― 3/19（金）～22（月）：静岡県富士宮市(男子）・三重県熊野市(女子）

男 団体 大分東 １回戦３－４　下妻第二（茨城）
女 団体 昭和学園 １回戦３－１　五所川原第一（青森）
　 　 　 ２回戦２－４　宇治山田商（三重）

― 3/20（土）～21（日）：高知県立春野総合運動公園相撲場
　 団体 日田林工 １回戦１－２北海学園札幌(北海道）

２回戦３－０塩山(山梨)
３回戦２－１箕島(和歌山)
決勝トーナメント１回戦２－１　箕島(和歌山）
決勝トーナメント１回戦１－２　福岡魁誠(福岡）

　 個人 日田林工 石松 予選１回戦○寄り切り×仲川（奈良：御所実）
予選２回戦×つきおとし○横田（高知・高知農）

　 　 日田林工 大森 予選１回戦×あしとり　○宇良（京都・戸羽）
日田林工 矢野 予選１回戦×はたきこみ○森（秋田・鷹巣農林）
日田林工 河津 予選２回戦○寄り倒し×増子（福島：学法福島）

予選３回戦○上手投げ×佐々木（鳥取：鳥取城北）
決勝トーナメント１回戦×よりきり○寺田（茨城・東洋大牛久）

― 3/20（土）～3/21（日）：日本武道館
男 団体 柳ヶ浦 １回戦　○１人残し△青森山田（青森）

２回戦　△２人残し○桐蔭学園（神奈川）
個人 60ｋｇ級 国東 山中 １回戦　○ともえ投げ△浅川（山梨：富士学院）

２回戦　○　優勢　△秋元（秋田：秋田商業）
３回戦　○優勢△清水（愛媛：新田）
準々決勝○優勢△鈴木（広島：近大福山）
準決勝　△優勢○小林（福岡：大牟田） ３位

73ｋｇ級 高田 安本 １回戦　○優勢△古市（福島：好間）
２回戦　△優勢○盛合（京都・龍谷大平安）

81ｋｇ級 野津 高木 ２回戦　△優勢○小林（徳島・阿波）
90ｋｇ級 柳ヶ浦 樋口 ２回戦　○優勢△レイズ（群馬：前橋育英）

３回戦　○ともえなげ△信太（北海道：旭川大高）
準々決勝　○裏投げ△林（大阪：近大付属）
準決勝　△背負い投げ○丸山（神奈川・桐蔭学園） ３位

無差別 高田 青木 1回戦　 △優勢○高嶋（福井・北陸）
女 団体 　 明豊 　 １回戦　△０－３○國學院栃木（栃木）

個人 52ｋｇ級 野津 竹尾 ２回戦　△優勢○高野（広島・沼田）
57ｋｇ級 大分西 竹尾 １回戦　△優勢○庵岡（愛媛・新田）
63ｋｇ級 明豊 川野 ２回戦　○けさ固め△小林（長野：佐久長聖）

３回戦　○優勢△佐村（神奈川：三浦学苑）
準々決勝　○小外掛け△鴨川（長崎：長崎明誠）
準決勝　△優勢○太田（東京・淑徳） ３位

70ｋｇ級 東九州龍谷 西岡 １回戦　△優勢○挾間（和歌山：那智）
２回戦　△優勢○志賀（福島・湯本）

無差別 柳ｹ浦 伊勢川 1回戦　 △優勢○太田（愛知・愛知産大三河）
― 3/27（土）～28（日）：春日井市総合体育館

男 団体 大分 予選リーグ　１－１　金沢桜丘（石川）本数負け
予選リーグ　３－０　ＰＬ学園（大阪）(敗退)

女 団体 三重総合 予選リーグ　２－１　左沢（山形）
　 　 　 予選リーグ　０－１　市立船橋(千葉)

― 3/20（土）～22（月）：大阪なみはやドーム特設弓道場
男 団体 日田 　 予選　　12射11中

決勝トーナメント１回戦　１０－９　岩国工業（山口） ２位
準々決勝　９－７　米子工業（鳥取）
準決勝　１０－７　作新学院（栃木）　　　
決　勝　１０－１２　橿　原（奈良）

女 団体 中津南 　 予選　落選　１２射３中

参加校（者）種　　　別

４ハンドボール

５ソフトボール

１新体操
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９弓道



競技名 成　　　績 備考参加校（者）種　　　別

男 個人 竹田 西田拓史 予選４射１中落選
大分工業 工藤洸佑 予選４射１中落選

女 個人 別府商業 佐藤歩美 予選４射２中落選
大分豊府 斎藤由依 予選４射０中落選

― 3/21（日）～27（土）：博多の森テニス競技場他
男 団体 大分舞鶴 ２回戦　３－１　秀明八千代(千葉）

　 ３回戦　３－０　四日市工業(三重）
準々決勝０－３柳川(福岡) ５位

個人 大分舞鶴 熊倉 ４回戦　５－８古田(愛知・名古屋）

女 団体 福徳学院 １回戦　４－１　平城(奈良）
２回戦　３－０　大商学園（大阪）
３回戦　１－３　秀明八千代（千葉）

個人 福徳学院 円本 準々決勝６－８　美濃越（千葉・秀明八千代） ５位
― 3/20（土）～22（月）：浜松市天竜ボート場

男 団体 舵手付 日田三隈 梶原・池永・佐藤・信岡・高倉 ７分１秒２２（落選）

女 個人 Ｄスカル 日田 財津・熊川 ５～８位決定戦　７分３６秒５５ ５位
日田三隈 高倉・山本 ７分５１秒２９（落選）

団体 舵手付 日田 長石・松尾・中島・高瀬・伊藤 ５～８位決定戦　７分２０秒９９ ７位
― 3/26（金）～29（月）：新潟市体育館

男 団体 文理大学附属 １回戦５－２近代付（大阪）
個人 ６０ｋｇ 文理大学附属 盛　佐知考 １回戦０－２川村（奈良・大和広陵）
個人 ６６ｋｇ 文理大学附属 前山　成喜 １回戦０－２近藤（愛媛・矢幡浜工）

　 個人 １２０ｋｇ超 文理大学附属 後藤　　輝 １回戦フォール１P南（大阪・大体大浪商）
― 3/24（水）～27（土）：北九州メディアドーム

　 個人 3km個人追い抜き 日出暘谷 横谷　直人 予選　９位
個人 ポイント 日出暘谷 野内隆太郎 予選敗退

　 個人 ポイント 別府商業 池部　壮太 決勝　16位（3点）　
個人 ケイリン 日出暘谷 釘丸　亮太 予選敗退
個人 スクラッチ 別府商業 渡辺　恭輔 予選敗退

　 個人 １０００タイムＴ 日出暘谷 大西　貴晃 決勝　２位　１分　９秒４３３ ２位
個人 １００タイムＴ 別府商業 井上　椋平 決勝　４位　１分１０秒３６４
個人 ロードレース 日出暘谷 野内隆太郎 １０位　１時間５４分３７秒
個人 ロードレース 別府商業 池部　壮太 ３１位　１時間５４分４３秒
個人 ロードレース 日出暘谷 横谷　直人 棄権

― 3/25（木）～28（日）：金沢市総合体育館
男 個人 ６２ｋｇ 大分工業 井上　勝斗 １２位　１８６キロ（スナッチ８３　ジャーク１０３）
男 個人 ７７ｋｇ 大分工 阿部　修也 １２位　２０８キロ（スナッチ９６　ジャーク１１２）
男 個人 ８５ｋｇ 杵築 小石　　颯 ６位　２３６キロ（スナッチ１０２　ジャーク１３４） ６位

― 3/26（金）～28（日）：高松市民総合体育館（香川県）
男 団体 大分豊府 予選リーグ　４－５龍谷大平安（京都）

　　　　　１－５岩国工（山口）
　　　 　 ５－４高松北(香川）

女 団体 岩田 予選リーグ　５－２野々市明倫（石川）
　　　　　５－２東亜学園（東京）
　　　　　１－５聖霊女子短大付（秋田）

決勝トーナメント１回戦　５－３高松北（香川）
準々決勝　　１－５三島（愛媛） ５位

― 3/26（金）～28（日）：掛川市つま恋多目的広場特設会場
男 個人 大分 阿部　慧史 ３位　１２５２点 ３位

大分 吉田　真也 ５４位　１１１６点
大分東明 森岡　大貴 ６０位　１０９６点

女 個人 大分東明 加藤　綾乃 １位　１２８１点 優勝
大分東明 佐藤　真奈美 ２位　１２５４点 ２位
大分東明　 日向瀬　碧 １６位　１１９１点
大分東明 後藤　彩香 ２４位　１１６９点
大分東明 元吉　沙貴 ２５位　１１６６点

― 3/21（日）～22（月）：兵庫県伊丹ＳＣ体育館
団体 大分西 　 １回戦２－０大垣西（岐阜）

２回戦２－０浜松市立(静岡）
３回戦０－２知　念(沖縄）

個人 試合 大分西 下部 １回戦×判定○下山田（千葉・市川東）
試合 大分西 間部 １回戦○判定×奈良（青森：弘前中央）

２回戦×０－２○岡村（大阪・東大谷）
試合 大分西 志村 １回戦１－０藤井（秋田：大曲）

２回戦２－０伊藤(島根：出雲北陵）
３回戦１－０山口(佐賀：佐賀北）
４回戦１－０猪爪(新潟：柏崎定盤）
準々決勝１－０林田（大阪：汎愛）
準決勝１－０石原（沖縄：首里）
決　勝×０－１○城間(沖縄・知念） ２位

― 3/25（木）～27（土）：グランディ２１（宮城県）
男 団体 組手 柳ヶ浦 ２回戦３－２秋田工業（秋田）

３回戦２－３東大阪大柏原（大阪）
個人 組手 柳ヶ浦 堀部 １回戦１５－９村上（熊本：文徳）

２回戦３－１０熊谷（青森・青森北）
女 個人 組手 大分南 大野 ２回戦１０－５村山（青森：野辺地西）

３回戦１２－４金子（静岡：御殿場西）
準々決勝７－９前田（兵庫・夙川学院） ５位

形 大分南 筒井 １回戦０－５山下（静岡・東海大翔洋）
大分南 大野 ２回戦４－１本郷（宮城：聖ｳﾙｽﾗ学院英智）

３回戦５－０上田美（京都：華頂女）
準々決勝５－０岩戸（山梨：日本航空）
準決勝４－１川崎（群馬：高崎商大付）
決　勝６－１津田（東京・日大鶴ヶ丘） 優勝

― 3/29（月）～30（火）日本ガイシスポーツプラザ（愛知県）
楊志館 １回戦１－２三重（三重）
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