
部活名 大会名 実施日 成績

女子バスケ 南九州四県対抗バスケットボール大会大分県予選大会 2015/4/5 １回戦　36－65　対三重総合　敗退

野球 第127回大分県高等学校野球選手権大会別杵支部予選 2015/4/11 0－2　対国東　負け

野球 第127回大分県高等学校野球選手権大会別杵支部予選 2015/4/12 8－1　対羽室台　勝ち

野球 第127回大分県高等学校野球選手権大会別杵支部予選 2015/4/18 1－3　対杵築　負け

バレーボール 全九州バレーボール総合選手権大会大分県予選会 2015/4/18 １回戦　1-2 対　佐伯豊南　敗退

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＢ（前期）

2015/4/19 第１節　１－２　対大分工業2nd　負け

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＢ（前期）

2015/4/26 第２節　１－２　対国東高校　負け

卓球
平成２７年度全国高等学校卓球大会別杵支部予選 個人
戦

2015/4/25 シ２回戦敗退　佐藤･石田　　ダ　２回戦敗退　佐藤･石黒

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＢ（前期）

2015/4/29 第３節　１－２　対佐伯豊南・鶴岡　新佐伯豊南高校　負け

卓球 大分県少年少女卓球選手権 2015/4/29 3回戦　石田　2回戦　穴井・佐藤・石黒・澄川 1回戦敗退　菅

テニス 国東別杵支部春季テニス競技大会 2015/04/26～4/29

男子S　＜ストレートイン＞九島・杉田・宇都宮魁・正野
＜予選勝ち上がり＞　穴瀬・野添・坂本
女子S　＜ストレートイン＞後藤・松崎
＜予選勝ち上がり＞　麻生・三木・毛利・渋谷ひまわり・渋谷みなみ
男子D　＜ストレートイン＞九島・杉田・宇都宮魁・正野・穴瀬・野添
＜予選勝ち上がり＞　坂本・渡邊
女子D　＜ストレートイン＞後藤・松崎
＜予選勝ち上がり＞　萱島・川原、麻生・三木、渋谷ひまわり・渋谷み
なみ

ヨット JOC2015 2015/5/4～5/6

女子FJ級　 2位（秋吉・帶刀・石川組）
　　　　 　4位(上村・山下組)
　　　　　 5位(清原・原田組)
女子420級　4位（赤嶺・丸山組）

サッカー 第６３回大分県高等学校総合体育大会　１回戦 2015/5/16 ２－１　対舞鶴高校　勝ち　2回戦へ

サッカー 第６３回大分県高等学校総合体育大会　２回戦 2015/5/17 １－０　対揚志館高校　勝ち　３回戦へ

サッカー 第６３回大分県高等学校総合体育大会　３回戦 2015/5/24 ０－２　対大分豊府高校　敗退　ベスト１６

フェンシング 平成２７年度国民体育大会大分県第一次予選 2015/4/25 １年４組上野優斗：優勝・１年２組石井魁：２位

フェンシング 平成２７年度国民体育大会大分県第二次予選 2015/5/17 １年４組上野優斗：優勝・１年２組石井魁：２位

フェンシング
２０１５全九州フェンシング選手権大会
（兼全日本選手権九州予選）

2015/5/24
男子フルーレ団体戦２位
（１２月全日本選手権「岩手県」の出場権獲得）

美術 平成２７年度第４０回高文連美術専門部スケッチ大会 2015/5/23 推奨　３年２組佐藤明日香、２年３組竹内夕乃

自転車競技 第63回大分県高等学校総合体育大会 2015/05/23~5/24
2kmインディヴィデュアルパーシュート1位長松（1年8組）
・2位田仲（1年6組）
400m速度競争1位長松（1年8組）・2位西村（1年6組）

男子バスケ 第６３回大分県高等学校総合体育大会 2015/5/30 東明１１６－６３別府青山・別府翔青　負け

バレーボール 第６３回大分県高等学校総合体育大会 2015/05/30～5/31
１回戦　VS 中津東　set 2-1 勝
２回戦　VS 臼杵　　 set 0-2 負

陸上競技 第６３回大分県高等学校総合体育大会 2015/05/30～5/31

男子４００メートル 安部洋輝（３－３）岡崎悠太（３－５）準決勝敗退
男子やり投げ 冨重吉平（３－１）ベスト８に入らず、３投で終了
男子４×４００ｍリレー（岡崎・佐々木・安部・岡本）
２７チーム中１４位（予選敗退）

ヨット 第63回大分県高等学校総合体育大会 2015/5/30

男子ＦＪ級第1位　別府青山Ａ　女子ＦＪ級第１位　別府青山Ｂ
男子420級第１位　別府青山　女子420級第１位　別府青山
男子ＳＨ級ＳＲ第１位　別府青山Ａ　女子ＳＨ級ＳＲ
第１位　別府青山Ａ
男子学校対抗第１位　別府青山　女子学校対抗第１位　別府青山

ヨット 国民体育大会予選 2015/5/31 シングルハンド　男子　岩下メナード　女子　上園田明真海　予選突破

水泳 第63回大分県高等学校総合体育大会 2015/05/30～05/31

男子総合2位
男子50ｍ自由形1位・100ｍ自由形2位　井門裕暁
男子50ｍ自由形2位・100ｍ自由形3位　岡宏太
男子200ｍ自由形1位・400ｍ自由形1位　阿部拓夢
男子100ｍ背泳ぎ2位・200ｍ背泳ぎ3位　吉元海斗
男子50ｍ自由形4位・100ｍ自由形8位　坂本聖也、
男子100ｍ平泳ぎ4位・200ｍ平泳ぎ4位　松原慎之介、
男子200ｍ個人メドレー2位・400ｍ個人メドレー2位　伊東裕貴、
男子100ｍバタフライ8位・200ｍバタフライ7位　平嶋颯太、
男子200ｍ自由形5位・400ｍ自由形7位　吉岩正一郞、
男子200ｍ背泳ぎ8位　高木郷史、
男子400ｍメドレーリレー2位・400ｍリレー2位、800ｍリレー2位、
女子総合2位
女子800ｍ自由形1位・400ｍ自由形1位　大坪梅、
女子200ｍ背泳ぎ1位・100ｍ背泳ぎ1位　池﨑美弥、
女子100ｍ背泳ぎ3位・200ｍ背泳ぎ3位　松原令果、
女子200ｍ自由形3位・100ｍ自由形4位　小野日和、
女子400ｍメドレーリレー2位、女子400ｍリレー1位

２０１５年４月～２０１６年１月２５日現在までの部活動成績



卓球 第63回大分県高等学校総合体育大会 2015/5/30 男子団　1回戦　vs　三重総合　3-0　勝　2回戦　vs　大分　　0-3　負

ボウリング 第63回大分県高等学校総合体育大会 2015/5/30 男子個人戦　1の8藤宮　6位

空手道同好会 第63回大分県高等学校総合体育大会空手道競技 2015/05/30、05/31 個人形　予選敗退、個人組手　棄権

陸上競技 第６３回大分県高等学校総合体育大会 2015/6/1 男子２００ｍ準決勝１８位予選敗退 男子三段跳び決勝 安部将弥 １５位

バドミントン 第６３回大分県高等学校総合体育大会 2015/05/30～06/01
個人戦(S)３回戦進出藤原李奈(2-4)　他は１回戦敗退　(D)全組１回戦敗
退

フェンシング 第６３回大分県高等学校総合体育大会 2015/05/30～06/01

団体戦優勝（インターハイ・九州大会出場）
フルーレ個人戦　上野優斗(1-4) 優勝（インターハイ・九州大会出場）
　　　　　　　　石井魁(1-2)３位（九州大会出場）
　　　　　　　　瓜生陽(1-5)４位（九州大会出場）
サーブル個人戦　上野優斗(1-4)３位

女子バスケ 第63回大分県高等学校総合体育大会 2015/5/30 2回戦　23-113　日田　敗退

テニス 第63回大分県高等学校総合体育大会
2015/05/24、05/30

～06/01

男子テニス　団体戦　３R　vs杵築　２－０　４R　vs福徳　２－０
　　　　　　　　　 決勝　vs舞鶴　０－２　第2位（九州大会出場）
　　　　　　個人戦　ダブルス　杉田大輔・宇都宮魁　第5位
　　　　　　　　　　　　　　　九島圭佑・野添睦輝　第7位
　　　　　　　　　　シングルス　宇都宮魁　ベスト16
　　　　　　　　　　　　　　　　正野博堂　第３R敗退
                                九島圭佑　第３R敗退
　　　　　　　　　　　　　　　　杉田大輔　第３R敗退
                                穴瀬恵一郎　第２R敗退
　　　　　　　　　　　　　　　　坂本聖樹　第２R敗退
                                野添睦輝　第１R敗退
女子テニス　団体戦　３R　vs杵築　０－２（敗退）　ベスト８
　　　　　　個人戦　ダブルス　　後藤岬・松崎綾花　第7位
　　　　　 　       シングルス　後藤岬　ベスト１６
                                松崎綾花　第３R敗退
　　　　　　　　　　　　　　　　三木真里奈　第２R敗退
                                毛利奈都実　第２R敗退
　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷みなみ　第２R敗退
                                麻生みつき　第１R敗退
　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷ひまわり　第１R敗退

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＢ（前期）

2015/6/7 第４節　０－４　対大分舞鶴高校　負け

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＢ（前期）

2015/6/14 第５節　３－１　対日田林工高校　勝ち

ヨット
平成27年度全九州高等学校体育大会第43回全九州高等
学校ヨット競技大会

2015/6/11～6/14

　九州大会戦績（別府青山）
　　男子420級　5位　浜畑・大野組　女子420級　1位　赤嶺・丸山組
　　男子ＦＪ級　5位　山口・黒石組　6位　阿部・安部組
　　女子ＦＪ級　1位　秋吉・帶刀・石川組
                2位　上村・山下・清原・原田組
　　男子シーホッパーＳＲ級　20位　工藤・小野組
　　女子シーホッパーＳＲ級　5位　竹川・佐藤組
                            6位　岡田・多比良組
　　男子学校対抗　4位　女子学校対抗　1位
　
　九州大会戦績（別府翔青）
　　男子420級　13位　禮田・スミス組　女子420級　9位　三好・後藤組
　　男子ＦＪ級　18位　牛島・舛添組
    女子ＦＪ級　9位　上園田・土谷・ラミレス・高橋組
　　男子学校対抗　21位　女子学校対抗　12位

書道 平成27年度第21回九州高文連宮崎大会（書道） 2015/06/18～06/20 第二席　田中優月

テニス
平成27年度全九州高等学校体育大会第50回全九州高等
学校テニス競技大会

2015/6/19～6/22
団体戦1回戦　対　柳川高校　　D1九島・野添　１－８
　　　　　　　　　　　　　　 S1杉田３－８　S2宇都宮２－８

フェンシング 第２１回全九州高等学校フェンシング競技大会 2015/07/03～07/05
男子個人フルーレ：上野優斗（1-4）優勝
                  石井魁(1-2)4位・瓜生陽(1-5)予選敗退
男子学校対抗：鹿児島南５－３　敗退

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＢ（前期）

2015/7/5 第６節　０－８　対大分高校２ｎｄ　負け

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＢ（前期）

2015/7/11
第７節　２－１　対日出総合高校２ｎｄ　勝ち
前期リーグ戦は３部Ｂの８チーム中７位

フェンシング 第２２回東京都カデ男子フルーレ個人選手権大会 2015/7/12 男子フルーレ　1位・上野優斗、3位・石井魁

サッカー ２０１５　Ｕ－１６　ＯＦＡリーグ（予選リーグ） 2015/07/19～07/20
Ｇグループ　対日田林工１－１（引き分け）対中津東０－１２（負け）
　　　　　　対鶴崎工業Ａ１－３（負け）
　　　勝ち点１でグループ内で４位　予選敗退

サッカー
第７回城下カレイサッカーフェスティバル（速杵国
東・別府地区高校サッカー大会）

2015/08/01～08/02

８／１（土）実施分　Ａチーム　対　国東高校　４－０
                              対　杵築高校　３－２
　　　　　　　　　　Ｂチーム　対　佐伯豊南　１－１
８／２（日）実施分　Ａチーム　対　佐伯豊南　１－２
                              対　日出総合　１－０
　　　　　　　　　　Ｂチーム　対　佐伯豊南　１－０

野球 第９７回全国高等学校野球選手権大分大会１回戦 2015/7/11 ７－１　対由布　勝ち

野球 第９７回全国高等学校野球選手権大分大会２回戦 2015/7/16 ０－２　対大商　負け



書道 第53回高文連　席上揮毫大会 2015/8/4

推奨（臨書の部、創作の部の２部門）
3年　田中優月（臨書・創作）姫野恭佳（臨書・創作）
     安部七海（臨書・創作）
　　 佐藤彩花（臨書・創作） 日名子桃花（臨書・創作）
     阿南恵実（臨書）小田百華（臨書）
　　 前田海丘（臨書）鈴木美里（創作） 阿南百佳（創作）
2年　後藤恵（臨書・創作）渡辺綸（臨書・創作）
     仲野聖加（臨書・創作）森本真悠香（臨書・創作）
     清原七々子（臨書・創作）川添唯華（臨書・創作）
　　 駒場郁美（創作）荒金由妃（創作）
1年　小林留菜（創作）

野球
第１２８回大分県高等学校野球選手権大会別杵支部予
選

2015/8/15 １１－１　対鶴見丘　勝ち

野球
第１２８回大分県高等学校野球選手権大会別杵支部予
選

2015/8/16 ４－３　対杵築　勝ち

フェンシング 平成27年度全国高等学校総合体育大会 2015/08/06～08/11

男子フルーレ（個人対抗）4位上野優斗、
学校対抗男子フルーレ3位、4回戦
            （準々決勝）別府翔青５－２愛高大名電（愛知）
準決勝　　別府翔青４－５岩国工（山口）

野球 第１２８回大分県高等学校野球選手権大会 2015/8/29

フェンシング
第22回東京都カデ男子フルーレ個人戦選手権大会カデ
男子フルーレ

2015/7/21 上野優斗（1位）、石井　魁（3位）、瓜生　陽（19位）

フェンシング
第48回東京都ジュニア男子フルーレ個人戦選手権大会
ジュニア男子フルーレ

2015/8/29 石井　魁（９位）、上野　優斗（１７位）、瓜生　陽（２４位）

水泳 平成２７年度全九州高等学校体育大会水泳競技大会 2015/07/18～07/20

　伊東　裕貴　200ｍ個人メドレー　5位　400ｍ個人メドレー　4位
　　　男子400ｍリレー　井門、岡、伊東、阿部　6位
　　　男子800ｍリレー　阿部、伊東、岡、井門　8位
　　　男子総合10位

水泳 平成２７年度全国高等学校体育大会水泳競技大会 2015/08/17～08/20 伊東　裕貴（２年） ２００ｍ個人メドレー　第２９位（予選落ち）

水泳 平成27年度大分県高等学校新人水泳競技大会 2015/8/29

男子総合3位、
伊東裕貴　男子400ｍ個人メドレー1位・200ｍ個人メドレー1位、
          400ｍ自由形1位、
阿部拓夢　男子100ｍ自由形2位・200ｍ自由形3位・400ｍ自由形3位、
　　　　　男子200ｍリレー2位・200ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ3位
女子総合2位、
大坪梅　　女子50ｍ自由形1位・100ｍ自由形1位・200ｍ自由形2位、
池﨑美弥　女子50ｍ背泳ぎ1位(大会新)・100ｍ背泳ぎ1位・
　　　　　400ｍ自由形1位
松原令果　女子200ｍ背泳ぎ2位・100ｍ背泳ぎ3位
　　　　　200ｍ個人メドレー3位、
小野日和　女子400ｍ自由形3位、女子200ｍリレー1位・200ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ2
位

文芸 高校文芸６５選考会
2015/09/03（発

表）
小野真翔（散文　最優秀）・国分夏実（詩　優良）

陸上競技 県新人戦 2015/09/12～08/13

１年５組 安部将弥 男子三段跳 ７位
１年１組 花澤絢介 １００ｍ・２００ｍ予選敗退
２年２組 佐々木佑介 １００ｍ・２００ｍ予選敗退
２年２組 髙橋航平 ４００ｍ・８００ｍ予選敗退

ヨット わかやま国体 2015/09/10～09/14

少年男子４２０級　　９位　（浜畑・大野組）
少年男子レーザーラジアル級　１5位（岩下）
少年女子４２０級　　５位　（赤嶺・丸山組）
少年女子レーザーラジアル級　１０位（上園田）

サッカー ２０１５シルバーウィーク　サッカー錬成会 2015/09/21～09/22

別府合同チーム（別府青山・別府翔青・別府羽室台・別府商業）で出場
９／２１（月）実施分　対大分舞鶴　２－４　負け
　　　　　　　　 　　　　対大分舞鶴　０－４　負け
　　　　　　　　 　　　　対大分雄城台　０－１　負け
９／２２（火）実施分　対国東　２－２　引き分け
　　　　　　　　 　　　　対国東　０－０　引き分け
　　　　　　　　 　　　　対柳ヶ浦　１－２　負け　　　　※試合数が
異なるため順位づけはなし

野球 第137回九州高等学校野球大会大分県予選 2015/9/21 １回戦　対　大分西　　５－６　敗退

フェンシング
牧杯ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権（ジュニアフェンシング世界選手権
選考会）

2015/09/22～09/23 上野優斗（ベスト１６）、石井魁（1回戦敗退）

フェンシング わかやま国体 2015/09/26～09/29 少年男子（上野優斗・石井魁）6位

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＡ（後期）

2015/9/27 第２節　０－２　対中津東２ｎｄ　負け

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＡ（後期）

2015/10/4
第３節　１－２　対日出総合２ｎｄ　負け
　　　　　１－２　対大分高専　負け

吹奏楽 第52回大分県吹奏楽コンクール 2015/7/24 高等学校Aの部　金賞　九州吹奏楽コンクール県代表

吹奏楽 第60回九州吹奏楽コンクール 2015/8/23 高等学校の部　銀賞

吹奏楽 第28回大分県マーチングコンテスト 2015/8/29 高等学校の部　金賞　九州マーチングコンテスト県代表

水泳 平成27年度　全九州高等学校選手権新人水泳競技大会 2015/10/03～10/04
伊東裕貴　男子200ｍ個人メドレー2位、男子400ｍ個人メドレー3位
池﨑美弥　女子50ｍ背泳ぎ2位　100ｍ背泳ぎ3位



自転車競技
平成27年度全九州高等学校体育大会
第48回全九州高等学校自転車競技大会

2015/06/11～06/14

1kmTT
長松空吾　12位　石川翔太郎　32位
スプリント
西村隆矢　21位　石川翔太郎　31位
ポイントレース
田仲駿太　DNF
スクラッチ
長松空吾　13位
ケイリン
西村隆矢・大野稜渡・北原收真　1回戦敗退
個人ロードレース
北原收真・田仲駿太・長松空吾・西村隆矢　DNF
500mTT
岩下奈芽妃　15位　スプリント　15位　2km個人追い抜き　12位
個人ロードレース
岩下奈芽妃　13位

自転車競技 平成27年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 2015/08/07～08/10
ケイリン
長松空吾　1回戦敗退

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＡ（後期）

2015/10/4 第４節　５－６　対大分２ｎｄ　負け

水泳 わかやま国体 2015/09/10～09/12
井門裕暁　少年男子Ａ４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ、少年男子Ａ８００ｍリレー出
場

サッカー
平成２７年度　第９４回全国高等学校サッカー選手権
大会大分県大会

2015/10/18 ２回戦からの出場　対臼杵高校　２－７　敗退

野球 第２６回大分県高校野球１年生錬成会（別杵パート） 2015/10/17～10/25

(10/17) １－１１　対明豊　負け　　(10/18) ３－４　対国東　負け
(10/24) ４－３　対日出総合　勝ち　(10/25) ２－１０　対別府鶴見丘
勝ち
２勝２敗で予選リーグ敗退

テニス 大分県高等学校新人大会 2015/10/24～10/25

男子テニス　団体戦　２R　vs大分南　３－０　　　QF　vs大分東明　３
－０
　　　　　　　　　　 SF　vs別府鶴見丘　３－０　　 F　vs舞鶴　０－
３
　　　　第2代表決定戦　ｖｓ大分上野丘　３－０　第2位（九州大会出
場）
　

演劇同好会 第６４回大分県高文連中央演劇祭 2015/11/07～11/08 優秀賞第２席（第３位）

男子バスケ 大分県高等学校新人大会 2015/11/1 大分東５０－４４別府青山・別府翔青・別府商業

女子バスケ 大分県高等学校新人大会 2015/11/1 大分西１１０－３５別府翔青

文芸 大分県高校文芸６５コンクール 2015/9/1 散文部門　最優秀賞　小野真翔、　詩部門　優良賞　国分夏実

放送
第３７回九州高校放送コンテスト大分県大会アナウン
ス準決勝

2015/11/8 １－１吉武まどか　準決勝敗退

商業パソコン 第118回大分県高等学校ワープロ競技会 2015/10/17 1年生大会　速度競技の部　団体3位

ヨット 平成27年度大分県高等学校新人ヨット競技大会 2015/11/7

（別府青山）
男子420級　第1位 別府青山A（安部・岩下・小野田組）
男子FJ級　 第1位 別府青山C（工藤・河野組）
           第3位 別府青山B（藤井・緒方組）
女子420級　第1位 別府青山A（白石・山下・清水組）
女子FJ級　 第2位 別府青山C（多比良・佐藤組）

（別府翔青）
男子420級　第2位 別府翔青B（木村・スミス組）
           第3位 別府翔青A（後藤・牛島組）
男子FJ級　 第2位 別府翔青B（大平・禮田組）
男子ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級SR　第2位 別府翔青A（舛添・山口組）
女子420級　第2位 別府翔青A（上園田・後藤・吉田組）
女子FJ級　 第1位　別府翔青A（土谷・髙橋組）
           第3位 別府翔青B（平野・ラミレス組）

フェンシング 大分県高等学校新人大会 2015/11/7 男子団体戦　優勝

空手道同好会 大分県高等学校新人大会 2015/10/17～10/18
団体組手　1回戦　翔青　２－０　日本文理、2回戦　０－５　柳ヶ浦
個人戦組手　１・２回戦敗退、形競技　予選敗退

バレ-ボール 大分県高等学校フレッシュバレーボール大会 2015/8/29 一回戦敗退　青山・翔青　０－２　高田

バレ-ボール 第68回全日本高等学校選手権大会大分県大会 2015/10/25 一回戦敗退　青山・翔青　１－２　中津北

卓球 大分県高等学校新人大会 2015/11/14 個人戦　　１回戦敗退　石田０－３

バドミントン 大分県高等学校新人大会 2015/11/14～11/15
個人戦　ダブルス２回戦進出（藤原・眞栄城組）　シングルス３回戦進
出（藤原、宮成）

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＡ（後期）

2015/11/21 第５節　０－３　対大分南２ｎｄ　負け

自転車競技 平成27年度全九州高等学校自転車競技新人大会 2015/11/20～11/23

オムニアム
Aクラス
西村隆矢　24位
Bクラス
長松空吾　1位　　田仲駿太　6位　　大野稜渡　19位　　北原收真　23
位
Cクラス
石川翔太郎　11位
Dクラス
高橋勇岐　8位

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＡ（後期）

2015/11/28 第６節　４－３　対津久見　勝ち

サッカー
高松宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１５　ＯＦＡ
リーグ　３部リーグＡ（後期）

2015/12/6
第７節　１－３　対杵築　負け
後期リーグ戦は３部Ａの８チーム中最下位



書道 第64回中央展（書道） 2015/12/9
優秀賞（来年度九州大会出場）　2年　清原七々子
優良賞　2年　後藤恵　川添唯華　仲野聖加　渡辺綸

自転車競技 平成27年度大分県高等学校新人大会自転車競技大会 2015/12/13

1kmタイムトライアル
2位　田仲駿太　　9位　大野稜渡　　10位　西村隆矢　　11位　石川翔
太郎
12位　北原收真　　13位　高橋勇岐
200ハロン
2位　田仲駿太　　7位　西村隆矢　　8位　石川翔太郎　　10位　大野稜
渡
12位　高橋勇岐　　13位　北原收真
3kmインディヴィデュアル・パーシュート
5位　田仲駿太　　8位　北原收真　　10位　西村隆矢　　11位　石川翔
太郎
12位　大野稜渡　　13位　高橋勇岐
ケイリン
4位　田仲駿太
スクラッチ
4位　田仲駿太　　8位　西村隆矢　　10位　石川翔太郎　 11位　高橋勇
岐
12位　北原收真　　13位　大野稜渡
ポイントレース
7位　田仲駿太　　8位　西村隆矢　　10位　石川翔太郎　　11位　北原
收真
12位　高橋勇岐　　13位　大野稜渡

フェンシング 第６８回全日本フェンシング選手権大会（団体戦） 2015/12/13～12/16
男子フルーレ１回戦　三本松高校28-45　勝利　２回戦　法政大学45-18
敗退

フェンシング 第６８回全日本フェンシング選手権大会（個人戦） 2015/12/23～12/26 男子フルーレ　25位上野優斗　　73位石井魁

フェンシング
第23回ＪＯＣジュニア・オリンピック・カップ・フェ
ンシング大会

2016/1/7～1/10
ジュニア男子フルーレ　25位上野優斗　28位石井魁
カデ男子フルーレ　　　1位上野優斗　20位瓜生陽　36位石井魁
カデ男子エペ　　47位瓜生陽

フェンシング 第19回全国カデ・フェンシング選手権大会 2015/11/21 男子フルーレ　1位上野優斗　10位石井魁　24位瓜生陽

フェンシング カデヨ－ロッパサ－キット 2015/11/26～12/08
男子フルーレ　個人　9位上野優斗　146位石井魁
　　　　　　　団体　3位 男子Ａチーム（上野他）
                   17位 男子Ｂチーム（石井他）

テニス 第12回冬季高等学校テニス選手権 2016/01/16～01/17

男子テニス　ダブルス　杉田大輔・宇都宮魁　第３位
　　　　　　　　　　　　　　坂本聖樹・野添睦輝　第８位
　　　　　　　　　　　宇都宮凌・須賀健太　第２R敗退（vs.杉田・宇
都宮）
　　　　　　　　シングルス　宇都宮魁　第３R敗退（ベスト16）
　　　　　　　　　　　　　　　　杉田大輔　第３R敗退（ベスト16）
　　　　　　　　　　　　　　　　坂本聖樹　第３R敗退（ベスト16）
　　　　　　　　　　　　　　　　野添睦輝　第２R敗退
　　　　　　　　　　　　　　　　須賀健太　第１R敗退
女子テニス　ダブルス　渋谷ひまわり・渋谷みなみ　第３位
　　　　　　　　　　　　　　麻生みつき・三木真里奈　　第８位
　　　　　　　　　　　　　　安部美咲・毛利奈都実　　　第１R敗退
　　　　　　　　シングルス　渋谷ひまわり　第３R敗退（ベスト16）
　　　　　　　　　　　　　　　渋谷みなみ　第３R敗退（ベスト16）
　　　　　　　　　　　　　　　毛利奈都実　第２R敗退
　　　　　　　　　　　　　　　安部美咲　　第１R敗退（vs.　毛利）
　　　　　　　　　　　　　 三木真里奈　第１R敗退（vs.　渋谷ひまわ
り）

書道 第28回大分県高等学校競書展 2016/1/10

＜毛筆の部＞
NHK大分放送局賞（第５席）　３年 田中優月
　　　　　OBS賞（第６席）　２年 後藤恵
　　　　　高教研会長賞　　 ２年 渡辺綸　 ３年 日名子桃佳
　　　　　高教研書道部会賞　 ２年 荒金由紀　森本真悠香
特選 １年手嶋美咲,鶴田歩美,寺山桜　２年仲野聖加　３年佐藤彩花,小
田百華
＜硬筆の部＞
高教研書道部会賞　３年 佐藤彩花　　推奨　3年姫野恭佳
特選　　　      　１年 宇都栞奈　２年 和田真由加

書道 第24回国際高校生選抜書展 2016/2/7

【団体賞】　九州山口地区準優勝

大賞　２年渡辺綸　 準大賞　3年田中優月　　秀作賞　3年安部七海
入選　3年阿南恵実　小田百華　鈴木美里　佐藤彩花　阿南百佳　姫野恭
佳
　　　2年後藤恵　駒場郁美　清原七々子  1年小林留菜

男子バスケ
第４６回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会
大分県予選

2015/07/04～07/05
１回戦青山・翔青６５－５５佐伯鶴城
２回戦青山・翔青６８－６６大分鶴崎
３回戦青山・翔青４６－１０９明豊

男子バスケ 平成27年度大分県高等学校バスケットボール1年生大会 2015/8/29 １回戦別府翔青４３－６５中津北

男子バスケ
第４６回全九州高等学校バスケットボール春季選手権
大会大分県予選

2015/12/19～12/20
２回戦青山・翔青６５－４１大分南
３回戦４８－９８別府鶴見丘

卓球 第43回全国高等学校選抜卓球大会大分県予選 2016/1/10 シングルス　2年石田　　2回戦敗退　　1年中島　　3回戦敗退

サッカー 平成２７年度大分県高等学校新人サッカー競技大会 2016/1/17 ２回戦からの出場　対大分西高校　０－６　敗退

吹奏楽 第33回九州マーチングコンテスト 2015/10/11 高等学校以上の部　銀賞

吹奏楽 平成27年度　大分県高文連ブラスカーニバル 2016/1/11 金賞

ヨット ヨット420級世界選手権大会 2015/07/17～07/25
女子　48位　赤嶺・丸山組
U-17　31位　上園田・清水組

ヨット

平成27年度　全国高等学校総合体育大会ヨット競技大
会
第56回全国高等学校ヨット選手権大会

2015/08/12～08/16

男子420級　 10位　浜畑・大野組
男子FJ級　　25位　山口・阿部・黒石・安部組
女子420級　 5位　 赤嶺・丸山組
女子FJ級　　3位　 秋吉・帶刀・石川・上村組



バレーボール 平成27年度大分県高等学校新人大会バレーボール競技 2016/1/16
1回戦青山・翔青２－１大分舞鶴
2回戦青山・翔青０－２鶴崎工業

バレーボール 平成27年度大分県秋季6人制総合選手権大会 2016/12/5
1回戦青山・翔青２－１大分南
2回戦青山・翔青０－２日田三隈

フェンシング 第32回全九州高等学校選抜フェンシング大会 2016/1/22～1/25 男子の部　優勝


