
H27.3.31
開始 終了

陸上競技 5/17 5/25 大分銀行ドーム

【個人】
7位　200m  E3  秋好　優
8位　三段跳  AC2 佐藤　正海

バスケットボール 5/25 5/31 大分上野丘高校 ２回戦　●　61－70　中津東

バレーボール 5/31 6/1 大分南高校
2回戦　◎　２－０　大分高専
準々決勝　●　０－２　別府鶴見丘　ベスト８

卓　　　球 5/31 6/2 べっぷアリーナ

【団体】
２回戦　◎　３－０　日出総合
３回戦　◎　３－２　臼杵
準々決勝　●　０－３　杵築　　ベスト８

ソフトテニス 5/31 6/2
大分スポーツ公園
だいぎんテニスコート

【団体】
１回戦　◎　３－０　津久見
２回戦　◎　２－１　大分上野丘
準々決勝　●　１－２　臼杵　　　ベスト８
【個人】
Ｍ３　南瑛　Ｃ３　庄内大輝　４回戦敗退
Ｍ２　熊谷匠　Ｅ３　谷口友綺　３回戦敗退
Ａ３　佐藤郁也　ＡＣ１　高倉綾太郎　３回戦敗退
Ｍ２　大道青葉　Ｍ２　井元拓実　３回戦敗退
ＡＣ２　坂本海斗　Ｍ２　伊藤瞭也　２回戦敗退
Ｅ３　梶原祐樹　Ｃ３　石井健太郎　２回戦敗退
ＡＣ１　壇優馬　Ｍ３　仁田野稜弥　２回戦敗退
ＡＣ２　吉野祐稀　Ｃ３　魚返和彦　１回戦敗退
Ｆ１　鍛冶谷匠　Ｍ１　佐藤竜二　１回戦敗退
Ｆ１　古賀千紘　ＡＣ２　高尾優花　１回戦敗退

サッカー 5/18 5/18
別府実相寺サッカー場
人工芝

2回戦　●　１－５　柳ヶ浦

ソフトボール 6/1 6/1 大分市営日岡球場

優勝
１回戦　　　◎　 ９－２　大分東
決勝戦　　 ◎　12－０　中津南耶馬溪

※全国総体出場決定戦
●１－２　牛津（佐賀）　敗退

九州大会出場（沖縄）

相　　　撲 5/31 6/1
宇佐市総合運動公園
相撲場

【団体】リーグ戦４勝１敗　準優勝
◎　３－２　宇佐　　◎　３－２　宇佐産業
◎　３－２　東九州龍谷　◎　４－１　楊志館
● １－４　中津東
【個人】
８０㎏以下級　M2三苫慶太　優勝
１００㎏以上級　AC1佐田旭　３位
１００㎏以上級　M1田中虎太郎　３位

九州大会出場（福岡）
　
九州大会出場（福岡）
九州大会出場（福岡）
九州大会出場（福岡）

柔　　　道 5/31 6/1
県立総合体育館
柔道場

男子
【団体】
●１回戦　１－４　鶴崎工業
【個人】
６６㎏級　E3後藤竜裕　３位
女子
【団体】
○１回戦　１－１　楊志館　（代表勝ち）
●２回戦　０－３　大分西　ベスト８
【個人】
４８㎏級　E2　鍋倉彩加　３位　F1　田中瑠菜　ベスト８
５７㎏級　A3　梶原綾　ベスト８　F2　梅木真実　ベスト８

剣　　　道 5/31 6/2 別府市民体育館

【団体】
２回戦　◎　４－０　臼杵
準々決勝　●　１－３　中津北　ベスト８
【個人】
Ｍ２　佐藤大志　４回戦敗退
Ｃ３　酒井秀崇　Ｆ３　石井改　３回戦敗退
Ｍ３　﨑山慶樹　２回戦敗退

弓　　　道 5/31 6/1
大洲運動公園
弓道場

男子
【団体】
２次予選敗退
【個人】
E3伊藤皓亮　E3河津樹　M2梶原浩樹　予選敗退
女子
【団体】
1次予選敗退

県
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校
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平成26年度　部･同好会　各種大会成績
部・同好会名

日  時
大　　会　　名 場　　所 試　合　結　果 備　　考

大分県高等学校総合体育大会



開始 終了

バドミントン 5/31 6/2 べっぷアリーナ

【団体】　　３位
１回戦　◎　３－０　日出暘谷・総合
２回戦　◎　３－１　日田
準決勝 ●　１－３　大分西
第２代表決定戦●　０－３　別府鶴見丘
【個人】
ダブルス　M3宮﨑涼　M3林歩輝　ベスト８
E3権藤京介　M3田中貴也　ベスト８
M3権藤朋紀　A3朝倉武士　ベスト８
シングルス　M3林歩輝　ベスト８

フェンシング同好会 5/31 6/2 県立総合体育館

【団体】リーグ戦５勝１敗　２位
◎ ５－０ 大分上野丘　◎ ５－３ 杵築　● １－５ 大分豊府
◎ ５－１ 別府商業　◎ ５－２ 藤蔭 ◎ ５－１ 情報科学
【個人】
サーブル　２位　E3加賀航太
フルーレ　２位　E3加賀航太
エペ　優勝　M3佐藤拓

九州大会出場（長崎）
九州大会出場（長崎）
九州大会出場（長崎）
全国大会出場（神奈川）

ボート
(社会体育)

5/31 6/1
日田市
夜明ボートコース

【個人】
男子　シングルスカル　優勝　E3河津蒼摩
女子　シングルスカル　２位　AC1大門千紗

全国大会出場（山梨）
九州大会出場（長崎）
九州大会出場（長崎）

ソフトボール 7/12 7/13 全九州高校ソフトボール大会 沖縄県読谷村 １回戦　● ４－５ 八代工業

相撲 7/6 7/6 全九州高校相撲大会 福岡県糟屋郡
【個人】
８０㎏未満級　M2三苫慶太　優勝

全国大会出場（三重）

フェンシング同好会 6/20 6/21 全九州高校フェンシング大会 長崎県諫早市

【個人】
サーブル　３位　E3加賀航太
フルーレ　５位　E3加賀航太
エペ　４位　M3佐藤拓

ボート
（社会体育）

6/20 6/22 全九州高校ボート大会 長崎県長崎市

【個人】
男子　シングルスカル　優勝　E3河津蒼摩
女子　シングルスカル　２位　AC1大門千紗

ボート
(社会体育)

7/31 8/2 全国高校総合体育大会
山梨県南都留郡
河口湖漕艇場

【個人】
男子シングルスカル　E3河津蒼摩

相撲 8/9 8/9
神宮奉納第9回全日本
ジュニア体重別選手
権大会

三重県伊勢市
【個人】
８０㎏未満級　M2三苫慶太　準優勝

フェンシング同好会 8/3 8/3
全国高校総合体育大

会
神奈川県藤沢市
神奈川県立体育センター

【個人】
男子エペ　M3佐藤拓

相撲 10/13 10/14 国民体育大会
長崎県平戸市
平戸文化センター

【団体】
　　M2三苫慶太

ボート
(社会体育)

10/18 10/21 国民体育大会
長崎県長崎市
形上湾ボート場

【個人】
女子　ダブルスカル　優勝　AC1大門千紗
男子　ダブルスカル　２位　 E3河津蒼摩

野　球 7/17 7/19
第96回

全国高校野球選手権
大分大会

別大興産スタジアム 2回戦　　◎　7-0　三重総合　　　3回戦　●　3-10  杵築

野　球 9/21 9/21
第135回

九州地区高校野球大会
大分県予選大会

臼杵市民球場 1回戦　　●　0-7　臼杵

大　　会　　名

県
高
校
総
体

高　校　野　球

国民体育大会

九 州 大 会

全国大会

部・同好会名
日  時

場　　所 試　合　結　果 備　　考



囲　碁 5/17 5/24
全国高校囲碁選手権大分

県
予選大会（団体・個人）

大分西高校
OBS大分放送局

【団体】2位
●　０－３　大分上野丘A　　◎　２－１　臼杵A
【個人】九路盤の部
1位　E1　溝口怜　2位　AC1　矢幡大和

囲　碁 9/23 9/23
第24回大分県秋季囲碁大

会
ホルトホール

【団体】準優勝
【個人】
準優勝　AC2 江頭建悟
3位　E2 梶原浩紀

九州大会出場（福岡）

創作テレビドラマ部門　最優秀賞「You compiete me」
M3 中霜　脩平 E2 梅木　大輔　E2 高村　賢
E2 梶原　隆成　F2 穴井　航　F1 江藤　陸
E1 小山　陸斗 E1 後藤　啓太

全国大会出場（東京）

創作ラジオドラマ部門　優秀賞「田村河内　賢」 全国大会出場（東京）

ラジオドキュメント部門　優良賞「人は、なぜ生きてるか」 全国大会出場（東京）

テレビドキュメント部門　優良賞「ランナーズハイ」 全国大会出場（東京）

放送 11/9 11/9
第３６回九州放送コンテ

スト大分県大会
別府大学大分キャンパス

テレビ番組部門　最優秀「スクールライフ正常化と委員会」
ラジオ番組部門　最優秀「Ｇ線上の非リア」
ＤＶＤファイブ部門　最優秀「林工放送部体力テスト」
E2 梅木大輔　E2 梶原隆成　E2 高村賢　F2 穴井航
E1 小山陸斗　E1 後藤啓太

九州大会出場
九州大会出場
九州大会出場

吹奏楽 7/25 7/25
第51回大分県吹奏楽コンクー

ル
iichiko総合文化センター 銀賞

吹奏楽 9/6 9/6
第27回大分県マーチン
グコンテスト

大分県立総合体育館 金賞 九州大会出場（福岡）

囲　　碁 11/15 11/16
第２９回全九州高等学校
囲碁選手権

博多グリーンホテル２号館
会議室

【団体】15位
【個人】AC2 江頭建悟 E2 梶原浩紀　出場

吹奏楽 10/4 10/4
第32回九州マーチングコ
ンテスト

北九州市立総合体育館 銀賞

放　送 12/17 12/19
第３６回九州放送コンテスト

宮﨑大会
テレビ番組部門　優良賞「スクールライフ正常化と委員会」
ラジオ番組部門　優良賞「Ｇ線上の非リア」

放　送 7/22 7/24
第61回ＮＨＫ杯全国高校
放送コンテスト

東京都
国立オリンピック記念青少
年総合センターＮＨＫホー
ル

テレビドキュメント部門　制作奨励賞
M3 中霜　脩平 E2 梅木　大輔　E2 高村　賢
E2 梶原　隆成　F2 穴井　航　F1 江藤　陸
E1 小山　陸斗 E1 後藤　啓太
創作テレビドラマ部門　創作ラジオドラマ部門
ラジオドキュメント部門　出場

工業クラブ 6/12 6/12
平成25年度大分県

高校生ものづくりコンテ
スト

大分工業高校

電気工事部門　優良　E3　宇都宮仁司
　　　　　　　　　  出場　Ｅ２　鍋倉彩加
旋盤作業部門　優秀　M3　下郡岳
木材加工部門　A3　櫻木櫻霞　増本拓海　出場
測量部門
最優秀　C3 内田翔 梶原峻太 山崎祐司 藤波裕介
出　　場　AC2　佐藤謙吉　平川流聖　徳永峡治

　
九州大会出場（宮﨑）

農業クラブ 6/17 6/17
平成26年度大分県学校

農業クラブ大会
コンパルホール

【プロジェクト発表】区分：文化生活　　優秀
Ｆ３　石本　敏　辛島大樹　手島大介　楢橋晃希　西村太孝
【意見発表】区分：環境　　出場
Ｆ２　平川　修

　

電気クラブ 10/18 10/19
ＮＢＵマイコンカーラリー大

会 日本文理大学

【Ａクラス】
3位　E3 永瀬結等
【Ｂクラス】
3位　E3 谷口友綺　矢羽田菜那

九州大会出場（宮﨑）

建築クラブ 8/4 8/4
第9回大分県高等学校も
のづくり溶接競技大会

大分高等技術専門学校

【団体】優秀賞
【個人】A3 中島可奈　優秀賞
A3 江藤七瀬　優良賞
A3 進友樹　敢闘賞

　
九州大会出場（沖縄）

工業クラブ 7/12 7/13
第１３回ものづくりコンテ

スト九州大会
宮崎県

都城工業高校
測量部門
　C3 内田翔 梶原峻太 山崎祐司 藤波裕介　出場

電気クラブ 11/9 11/9
第２０回高校生ロボット

相撲九州大会
福岡工業大学

E2 佐藤虹輝 杉野太星
E1 秋好翔太 長尾一葵 水本真土　　 出場

電気クラブ 11/8 11/9
ジャパンマイコンカーラ
リー2015九州地区大会

宮﨑県立佐土原高校 E3 石井海渡　梅木優太　　出場

建築クラブ 11/8 11/9
第7回九州地区高校生

溶接技術競技会
沖縄職業訓練支援セ

ンター
【個人】A3 中島可奈　出場

林業クラブ 10/21 10/23
第65回日本学校農業ク

ラブ全国大会
沖縄県

北部農林高校
平板測量競技
F2 小田竜誠　江田拓弥　五藤航汰　伊藤大智　出場

九州大会

全国大会

農　業　・　工　業

九 州 大 会

全国大会

その他の県大会

文　化　部

放　送 6/15 6/15
NHK杯全国高校放送コ

ンテスト大分県大会
別府大学大分キャンパス



陸上競技 9/14 9/14
大分県高等学校新人

陸上競技大会
大分市営陸上競技場

三段跳　AC2 佐藤正海　5位　　E2 小川直斗　6位
やり投　F2 小野侑真　5位

ソフトテニス 11/1 11/2
大分県高等学校新人
ソフトテニス競技大会

だいぎんテニスコート

【団体】ベスト８
2回戦　◎ ２－１ 佐伯鶴岡・新豊南
準々決勝　● ０－２ 中津東
【個人】
ダブルス AC2 吉野祐稀 AC1 高倉綾太郎　3回戦敗退
AC2 坂本海斗 E1 松本尚輝　2回戦敗退
M2 熊谷匠 M2 伊藤瞭也　2回戦敗退
M2 大道青葉 M2 井元拓実　２回戦敗退
AC1 壇優馬 F1 鍛冶屋匠　１回戦敗退
F1 古賀千紘 AC2 高尾優花　１回戦敗退

柔　　　道 10/31 11/2
大分県高等学校新人

柔道競技大会
県立総合体育館

男子
【団体】
１回戦　● １－４ 高田
【個人】
６０㎏級　AC1 芦刈涼　ベスト８
７３㎏級　AC2 田崎裕士　ベスト８
女子
【団体】
１回戦　● ０－３ 柳ヶ浦
【個人】
５７㎏級　F2 梅木真実　ベスト８
４８㎏級　F1 田中瑠菜　３位
４８㎏級　E2 鍋倉彩加　準優勝 九州大会出場（鹿児島）

剣　　　道 11/8 11/9
大分県高等学校新人

剣道競技大会
大分商業高校

【団体】　3位
2回戦　◎ ７－０ 大分高専
3回戦　◎ ５－１ 佐伯鶴城
準決勝　● １－２ 杵築
【個人】
M2 佐藤大志　2回戦　　AC2 梶原海　3回戦
AC1 原田凜太郎　ベスト16
M2 倉島尚志　3位

九州大会出場（宮﨑）

九州大会出場（宮﨑）

バスケットボール 11/1 11/3
大分県高等学校新人

バスケットボール競技大
会

大分商業高校
1回戦　◎ 89－30 日田三隈
2回戦　● 75－85 明豊

卓　　　球 11/8 11/9
大分県高等学校新人

卓球競技大会
杵築市文化体育館

【団体】
1回戦　◎ 3－0 大分東
2回戦　◎ 3－1 大分豊府
準々決勝　● 1－3 大分　　ベスト８
【個人】
ダブルス M2 平嶋勇希 E2 池村拓弥　２回戦敗退
M2 樋口悠真 E2 藤原寛基　１回戦敗退
M2 折元瞭汰 F1 守永将吾　１回戦敗退
シングルス　M2 樋口悠真　ベスト16
M2 平嶋勇希　AC2 川村真弘　３回戦敗退
E2 池村拓弥　E2 藤原寛基　２回戦敗退
M1 渡邉皇基　F1 守永将吾　１回戦敗退

ソフトボール 10/25 10/25
大分県高等学校新人
ソフトボール競技大会

竹田市総合運動公園市
民球場

１回戦　◎ ８－０ 耶馬溪
決勝戦　● ０－７ 大分東　２位

九州大会出場（宮﨑）

相　　　撲 11/2 11/2
大分県高等学校新人

相撲競技大会
宇佐市総合運動公園宇
佐相撲場

【団体リーグ戦】　3勝2敗　3位
● ０－３ 楊志館　● １－２ 中津東　◎ ３－０ 東九州龍谷
◎ ３－０ 宇佐　◎ ２－１ 宇佐産業科学
【個人】
無差別級　M2 三苫慶大　3位
80㎏未満級　M2 三苫慶大　優勝
１００㎏以上級　AC1 穴井悠弥　３位

　
九州大会出場（鹿児島）
全国大会出場（高知）

バドミントン 11/15 11/16
大分県高等学校新人
バドミントン競技大会

べっぷアリーナ

【団体】３位
２回戦　◎ ３－０　佐伯鶴岡・新豊南
準決勝　● １－３　大分西
第２代表決定戦予備戦　● １－３ 情報科学
【個人】
ダブルス　F2 中島拓郎　M2 原田龍星　ベスト16
F1 黒田祥吾　E1 秋山陽人 ベスト16
E1 穴井大翔 E1 井上慶志郞　ベスト16
シングルス　F2 中島拓郎 M2 原田龍星 F1 黒田祥吾
E1 秋山陽人  ３回戦敗退

弓      道 10/11 10/11
大分県高等学校新人

弓道競技大会
大洲運動公園弓道場

男子
【団体】予選敗退
【個人】E2 小畠佑真　M2 田中颯一郎　予選敗退
女子
【団体】予選敗退

フェンシング 11/15 11/16
大分県高等学校新人
フェンシング競技大会

情報科学高校
【団体】２位
◎ 45－12 別府商業　　● 25－45 大分豊府

ボート
(社会体育)

10/25 10/26
大分県高等学校新人

ボート競技大会
日田市
夜明ボートコース

女子シングルスカル　AC1 大門千紗　優勝 九州大会出場（熊本）

バレーボール 1/24 1/25
大分県高等学校新人

バレーボール競技大会
大分東高等学校
県立総合体育館

１回戦　◎ 2－0　大分東
２回戦　● 0－2　大分南　ベスト８

サッカー 1/17 1/24
大分県高等学校

新人サッカー競技大会
別府実相寺サッカー場
杵築スポーツセンター

１回戦　◎ 5－1　別府羽室台・別府商業
２回戦　◎ 1－0　臼杵
３回戦　● 0－7　大分南　　ベスト１６

新 人 戦 県 大 会



サッカー 10/11 10/11
第93回全国高等学校サッカー

選手権大分県大会
杵築フットボールセンター １回戦　● ０－２ 大分東明

バレーボール 11/1 11/1
第67回全日本バレーボール高
等学校選手権大会大分県大会 県立総合体育館

1回戦　◎ 2－0　大分豊府
準々決勝　● 0－2 大分南　ベスト８

柔道 1/24 1/25 全国高校柔道選手権県予選 県立総合体育館

団体戦
　男子　１回戦　● ２人残し　大分豊府
　女子　１回戦　● 1－0　　　中津北
個人戦
　女子　５２キロ級　第３位　Ｅ２　鍋倉彩加

剣道 1/25 1/25 全国高校剣道選抜大会県予選 別府市民体育館
２回戦　　　◎ 5－0　中津東
準々決勝　◎ 2－0　佐伯鶴城
準決勝　　 ● 1－1(代表負け)　杵築　　ベスト４

ボート
(社会体育)

11/7 11/9
第２６回全国高等学校選抜競

漕大会九州地区予選
菊池市班蛇口湖ボート場 女子シングルスカル　AC1 大門千紗　優勝 全国大会出場（静岡）

柔道 11/28 11/30
九州高校新人柔道競技大

会 鹿児島アリーナ 48㎏級　E2 鍋倉彩加　5位入賞

剣道 2/7 2/7
第３１回

九州高校選抜剣道大会 宮崎市総合体育館

団体戦
　男子　予選敗退
個人戦
　男子　倉島　尚志

相撲 12/14 12/14
第11回全九州高等学校
相撲新人選手権大会 奄美体験交流館

【個人】
80㎏未満級　M2 三苫慶大　優勝

ソフトボール 11/21 11/23
第９回全九州高等学校

男女ソフトボール秋季大会 都城市梅北運動公園 １回戦　● １－１０ 大村工業

ボート
(社会体育)

2/16 2/16 2015年 アジアジュニア選考 戸田ボートコース 女子シングルスカル　AC1 大門千紗　準優勝 2015 アジアジュニア出場
6月18日-21日 中国 武漢

相撲 3/14 3/15 第66回全国高校選抜相撲
高知県立春野総合
運動公園相撲場

80㎏未満級　M2 三苫慶大　ベスト８

ボート
(社会体育)

3/20 3/22
第26回

全国高等学校選抜ボート大会 天竜ボート場 女子シングルスカル　AC1 大門千紗　優勝

全　国　大　会

その他の県大会

九 州 新人大 会


