
平成23年度　部･同好会　各種大会成績 H24.2.10
部・同好会名

日  時
大　　会　　名 場　　所 試　合　結　果 備　　考

開始 終了

大分県高等学校総合体育大会

陸上競技 6/4 6/6

県
　
高
　
校
　
総
　
体

大分市営陸上競技場

3位　400m  A2  酒井　良樹
3位　5000mW F3 伊藤　政弘
5位　1600mR A2 高村　A2 酒井　T3 足立　M3 藤田
6位　3000mSC T3 高倉　良太
6位　400mR A2 高村　A2 酒井　M2 田方　M3 藤田

以上
　北九州大会出場（長崎）

バスケットボール 6/4 6/4 情報科学高校
2回戦　◎　89-67  明豊
3回戦　●　88-99　日田

ベスト16

バレーボール 6/4 6/5 大分南高校
2回戦　　　◎　2-0　臼杵
3回戦　　　●  0-2  別府鶴見丘

ベスト8

卓　　　球 6/4 6/6 大原総合体育館
団体　　　2回戦　◎3-0 三重総合
　　　　　　3回戦　●0-3 明豊

ベスト16

ソフトテニス 6/4 6/6 大分スポーツ公園

団体　　　1回戦　● 0-3 鶴崎工

個人　　　M2 松本　T3 矢羽田、　C2 諌山　M2 梶原
　　　　　　M1 田中　A1 梅江　　ベスト64

サッカー 5/22 6/5
情報科学高校
九州スポーツカレッジ

2回戦 　◎　7-0  別府羽室台
3回戦　 ●  0-3  大分雄城台

ベスト16

ソフトボール 6/4 6/4 竹田市営飛田川グランド

準優勝
１回戦　　　◎ 28-2 耶馬渓
決勝戦　　 ●　1-2　大分東

九州大会出場（大分）

相　　　撲 6/4 6/5

宇佐市総合運動公園

相撲場

団体　優勝   5勝1敗
　
個人   100kg以上     優勝 　  C2 中島　一世
         80kg未満      優勝　　　T3 小野　直輝
　　　　　　　　　　　　　　2位　　　A1  三笘　大士
　　　　　　　　　　　　　　3位　　　C3  梶原　一彦

3位 F2 梶原 貴広　　　　　　　　　　　　　3位　　　F2 梶原　貴広
　　　　無差別　　　　　 4位　    A2 野口　拓磨

インターハイ出場（青森）

九州大会出場（熊本）
九州大会出場（熊本）
九州大会出場（熊本）
九州大会出場（熊本）
九州大会出場（熊本）九州大会出場（熊本）
九州大会出場（熊本）

柔　　　道 6/4 6/5
県立総合体育館
柔道場

団体　　1回戦　　　◎3-1 中津南
　　　　　2回戦　　　●0-4 高田
個人　60kg級　　 ベスト8　  A1  石原　崇正
        90kg級　　 ベスト8　  E3  芦刈　　勉
　　　100kg超級　ベスト8 T2 岡田　涼 F1 財津　憲人

女子　団体　　1回戦　　◎2-0　　三重総合
　　　　　　　　　2回戦　　●0-2 　鶴崎工
個人　　78kg級　3位　T3 武内　美聡 A1芦刈　瑞穂
　　　　　52kg級　3位　  T3 江藤　真奈実
　　　　　63kg級　ベスト８　　A1 平崎　朱莉

ベスト16

ベスト8

剣　　　道 6/4 6/6 べっぷアリーナ

団体　　第4位
　1回戦  ◎　5-0 鶴崎工
　　　　2回戦  ◎  2-2 代表勝ち 　日田
        3回戦　◎  4-1　佐伯鶴城
    〈決勝リーグ〉　3敗　　対大分舞鶴、大分、杵築

個人　　C3　建　貴之　　ベスト16

弓　　　道 6/4 6/6
大洲運動公園
弓道場

2次予選進出　8位 ベスト8

バドミントン 6/4 6/6 べっぷアリーナ

団体　3位
　　1回戦　   ◎　3-0　 大分国際情報
　　2回戦     ◎  3-0　 大分高専
　　準決勝　  ●　0-3   大分西
個人
　ダブルス　 3位　M3 柿本　航也　M2 櫻木健太郎
　　　　　　　ベスト8　C2 矢羽田駿一　C2 清原　涼介
　シングルス　ベスト8 　M3 柿本　航也
女子個人
　シングルス　ベスト16  A3 本川　梨奈

九州大会出場（熊本）

フェンシング同好会 6/4 6/6 県立総合体育館

団体戦　リーグ戦　４位
個人戦　サーブル　2位　F2  上山　智也
　　　　　　　　　　　　 4位　T3  松野　孝則
                         5位　T3  宮木　琢成

九州大会出場（福岡）

空手道（社会体育） 6/4 6/5 杵築市体育館 個人戦　　　（組手）1回戦敗退　（形）1回戦敗退



九 州 大 会

陸上競技 6/16 6/18
全国高等学校陸上競技選手

権
北九州地区予選大会

長崎県長崎市
かきどまり陸上競技場

1600mR  　　A2 髙村　A2 酒井　T3　足立　M3 藤田
5000mW　　　F3伊藤　政弘
400mR  　　　A2 髙村　A2 酒井　M2 田方　M3 藤田
3000mSC    T3  髙倉　良太
出場　予選落ち

バドミントン 6/18 6/19 全九州高校バドミントン大会 熊本県熊本市
ダブルス　　M3　柿本　航也　M2　櫻木健太郎　　1回戦敗退

ソフトボール 7/9 7/10 全九州高校ソフトボール大会 熊本県玉名市 　1回戦　●　　2-3　　牛津高（佐賀）

相　　　撲 7/9 7/10 全九州高校相撲大会 熊本県熊本市

【団体】予選リーグ　通過

決勝トーナメント　1回戦　敗退 ベスト8
【個人】個人　80kg以下級　　第3位　A1 三笘　大士

全国大会

相　　撲 7/28 8/1
全国高校総体
（インターハイ）

青森県弘前市

【団体戦】
  ◎予選　4-1 隠岐水産（島根）　4-1 加茂水産（山形）
        　5-0尾道（広島)
　　　3勝　 予選通過
　◎決勝トーナメント
　　1回戦　　1-4 金沢工（石川）　　敗退　ベスト32

国民体育大会
相　撲 10/9 10/10 国民体育大会 山口県下関市 少年男子　個人　　第5位　　A3  石松　佑哉

高　校　野　球

野　球 7/9 7/24
第93回

全国高校野球選手権
大分大会

新大分球場

ベスト4
2回戦　　　6-2　臼杵　　　3回戦　4-3  別府商
準々決勝  4-3　藤蔭　　準決勝  0-4　日本文理大

野　球 9/17 10/4
第129回

九州地区高校野球大会
大分県予選大会

新大分球場
臼杵球場

1回戦　　19-0  鶴崎工　　　2回戦　　9-5  大分舞鶴
3回戦　　5-9  藤蔭

文　化　部
囲　碁 5/28 5/28

全国高校囲碁選手権大分県
予選大会

OBS大分放送 予選敗退

放　送 6/19 6/19
NHK杯全国高校放送コンテス

ト
大分県大会

大分市情報学習センター

創作テレビドラマ部門　優秀賞
全国大会出場（東京）

ラジオドキュメント部門　優良賞
全国大会出場（東京）

テレビドキュメント部門　優良賞 全国大会出場（東京）

吹奏楽 7/29 7/29 大分県吹奏楽コンクール iichico総合文化センター 銀賞

吹奏楽 9/3 9/3 大分県マーチングコンテスト 大分県立総合体育館 銀賞

囲  碁 9/3 9/3 大分県高校囲碁秋季大会 大分西高

団体3位
個人　2位　　C2 白石　　明
　　　　3位　　E2 松方　悠樹

九州大会出場（沖縄）

放　送 11/20 11/20
九州高校放送コンテスト

大分県大会
大分市情報学習センター

奨励賞　　テレビ番組部門
奨励賞　　ラジオバング部門

九 州 大 会
囲　　碁 11/11 11/13 全九州高校囲碁選手権 沖縄県那覇市 C2  白石　　明　E2 松方　悠樹　　　　出場



農　業　・　工　業
機械クラブ 6/17 6/17

平成23年度大分県
ものづくりコンテスト 鶴崎工業高校

木材加工部門　　優良賞　　A２梅木　健太
旋盤作業部門　　優良賞　　M3 江田　柳之介

農業クラブ 7/21 7/21
平成23年度大分県学校農

業クラブ大会 宇佐作業科学高校
平板測量競技　優秀
　　　　　F3 長野　康平　久積　和幸　前　敬人　三國　卓裕

農業クラブ 7/21 7/21
平成23年度大分県学校農

業クラブ大会
農業文化公園

最優秀賞　プロジェクト発表　環境
　T3  鞭馬　祐也　渡辺　孝紀　藤井　逸人　渡辺　翔馬

最優秀賞　意見発表　　F3 吉住　賢哉

九州大会出場（沖縄）

機械クラブ 8/5 8/5
平成23年度大分県高校
ものづくり溶接競技大会

大分高等技術専門校

団体　最優秀
　　　　　　　A3 平野みなよ　A2 中島愛里奈　帆足　里奈
　　　　優良
　　　　　　　M3 諌山　魁　　梅木　愛一　上原　達也
個人　最優秀　　　A2 中島愛里奈
        優秀賞　　　M3 諌山　魁
　　　　優良賞　　　A2 帆足　里奈
　　　　敢闘賞　　　M3 梅木　愛一

九州大会出場（佐賀）

電気クラブ 10/22 10/23
マイコンカーラリー

大分県大会 日本文理大
優勝　　　E3 川内　慶次
3位　　　　E3 梅江　憲司

九州大会出場(福岡)

機械クラブ 1/27
大分県工業クラブ
研究成果発表大会

情報科学高
優秀賞
M3 江田、上原、江夏、菱川、藤田、吉武

九州大会

農業クラブ 8/25 8/26
九州学校農業クラブ連盟

発表大会
沖縄県名護市

優秀賞　　プロジェクト発表　　環境
T3 鞭馬　祐也　渡辺　翔馬　藤井　逸斗　渡邉　孝紀

工業クラブ 10/22 10/23
九州地区

高校生溶接競技会高校生溶接競技会
長崎県西彼杵郡 優良賞　　A2  帆足　里奈

電気クラブ 10/22 10/23 ロボット相撲九州大会 福岡県福岡市
E3 松田　　飯田　　兵頭
E1 中島　　原口　　矢羽田　　　　　出場

農業クラブ 11/9 11/9
森林の流域管理システム

推進発表大会
熊本県熊本市

九州森林管理局長賞
T3 鞭馬　祐也　渡辺　翔馬　藤井　逸斗　渡邉　孝紀

電気クラブ 11/12 11/13
マイコンカーラリー

九州大会
福岡県北九州市 E3 宇都宮　　梅江　　川内　　亀田　　　出場



新 人 戦 県 大 会
陸上競技 9/18 9/19

大分県高等学校
新人陸上競技大会

大分銀行ドーム

2位　　800m　　A2　陣之内　笙太
2位　　走高跳　A2  高村　英人
2位　　三段跳　A2  高村　英人

九州大会出場（大分）

ソフトテニス 10/29 10/30
大分県高等学校

新人ソフトテニス競技大会
大分スポーツ公園 男子　１回戦　2-1 大分舞鶴　　2回戦　　0-3  鶴崎工

柔　　　道 10/29 10/30
大分県高等学校

新人柔道競技大会
大洲総合運動公園
柔道場

男子　団体戦　１回戦　0-4　大分東明
　　　　個人　　60kg級　第4位　　A1 石原　崇正
　
女子　団体　1回戦　3-0 由布
　　　　　　　2回戦　1-1 代表勝ち  東九州龍谷　【第4位】
個人　　70kg級　4位　　A1芦刈　瑞穂
　　　　　63kg級　4位　　A1平崎　朱莉

剣　　　道 11/12 11/13
大分県高等学校

新人剣道競技大会
別府市民体育館

2回戦　　　2-2 代表勝ち  昭和学園
3回戦　1-5  大分鶴崎　　　【ベスト8】
【個人】　　第6位　　A1 高瀬　雅矢 九州大会出場（鹿児島）

バスケットボール 10/30 10/30
大分県高等学校

新人バスケットボール競技大
会

情報科学高 1回戦　43-108　大分工業

卓　　　球 11/12 11/13
大分県高等学校

新人卓球競技大会
杵築市文化体育館 2回戦　2-3　大分高専

ソフトボール 10/29 10/29
大分県高等学校

新人ソフトボール競技大会
竹田市　飛田川野球場

優勝
１回戦　12-2　耶馬渓
決勝戦  9-2  大分東

九州大会出場（佐賀）
全国選抜大会出場（静岡）

相　　　撲 11/6
大分県高等学校

新人相撲競技大会
宇佐市総合運動場
宇佐相撲場

団体準優勝
　　5勝  　14点

個人　　優勝　C2中島　一世　（無差別級）

九州大会出場（鹿児島）
　　　団体・個人

個人全国大会出場（高知）

バドミントン 11/12 11/13
大分県高等学校

新人バドミントン競技大会
別府アリーナ

第3位
2回戦　　 3-0  大分高専
準決勝　　0-3  大分西

【ダブルス】　第3位　　M2櫻木　健太郎　　C2清原　涼介
【個人】       第3位　　M2櫻木　健太郎

弓      道 10/15 10/16
大分県高等学校

新人弓道競技大会
大洲総合運動公園
弓道場

予選リーグ　敗退

フェンシング 11/12 11/12
大分県高等学校

新人フェンシング競技大会
情報科学高 第3位　　1勝2敗

バレーボール 1/21 1/22
大分県高等学校

新人バレーボール大会
大分南高

2回戦　2-0 大分豊南
3回戦　0-2 大分上野丘　ベスト8

サッカー 1/22 1/28
大分県高等学校
新人サッカー大会

日出暘谷高
大分スポーツ公園

2回戦　5-0 大分商
3回戦　0-1 中津東

その他の県大会

サッカー 10/15 10/22
全国高等学校サッカー選手権

　大分県大会
大分スポーツ公園
佐伯市総合運動公園

1回戦　　6-2 文理大附　　2回戦　　4-3　大分南
3回戦　　0-7  大分西

九 州 大 会

陸上競技 10/15 10/16
全九州高等学校

新人陸上競技大会 大分銀行ドーム

800m　　A2　陣之内　笙太　　予選敗退
走高跳　A2  高村　英人　　予選敗退
三段跳　A2  高村　英人　　予選敗退

ソフトボール 11/26 11/27
全九州高等学校

新人ソフトボール競技大会 佐賀県武雄市
１回戦　3-0  文徳（熊本）
2回戦　0-5  読谷(沖縄)

相　　撲 12/18 12/18
全九州高等学校

新人相撲競技大会 鹿児島県奄美市 団体、個人出場

剣　　　道 2/18 2/19
全九州高等学校

新人剣道競技大会 鹿児島県 個人出場


	12戦績

