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開始 終了

陸上競技 5/16 6/1 大分市営陸上競技場

【個人】
6位　三段跳  AC3 佐藤　正海
7位　走幅跳  AC3 佐藤　正海

北九州大会出場（長崎）

バスケットボール 5/30 5/30 大分豊府高校
２回戦　◎　64－62　宇佐
3回戦　●　65-101　臼杵

バレーボール 5/30 5/31 大分南高校 2回戦　●　0－2　楊志館

卓　　　球 5/30 6/1 大原総合体育館
【団体】
２回戦　◎　３－1　津久見
３回戦　●　0－3　鶴崎工業

ソフトテニス 5/30 6/1
大分スポーツ公園
だいぎんテニスコート

【団体】
２回戦　◎　３－０　佐伯鶴城
準々決勝　◎　２－１　楊志館
準決勝　●　１－２　大分商業　　　ベスト４
【個人】
Ｍ３　熊谷匠　ＡＣ２　高倉綾太郎　ベスト16
Ｍ１　宮﨑　寛之　M1　日隈琉成　ベスト16

サッカー 5/17 5/17
別府実相寺サッカー場
人工芝

2回戦　●　１－２　大分鶴崎

ソフトボール 5/31 5/31 だいぎんスタジアム

2位
１回戦　　　◎　 7－6　中津南耶馬溪
決勝戦　　 ●　 1－5　大分東

九州大会出場（福岡）

相　　　撲 5/30 5/31
宇佐市総合運動公園
相撲場

【団体】第３位
【個人】
無差別級　F1 梅木竜治郎　２位
M3 三笘慶大　４位
８０㎏以上１００㎏未満級　M2 田中虎太郎　３位

　
全国総体出場（兵庫）
九州大会出場（宮﨑）
九州大会出場（宮﨑）
九州大会出場（宮﨑）

柔　　　道 5/30 5/31
県立総合体育館
柔道場

男子
【団体】
●１回戦　0－5　高田
【個人】
81㎏級　F2大藏悠生　ベスト16
女子
【団体】
●１回戦　1－1　大分豊府（代表戦負）
【個人】
４８㎏級　F2　田中瑠菜　準優勝 九州大会出場（宮崎）

剣　　　道 5/30 6/1 別府市総合体育館

【団体】
２回戦　◎　２－２ 大分東明（代表戦勝ち）
３回戦　●　１－３　大分舞鶴
【個人】
M3　倉島尚志　AC3 梶原海　４回戦敗退
M3　佐藤大志　３回戦敗退

弓　　　道 5/30 6/1
大洲運動公園
弓道場

男子
【団体】　７位
2次予選4位通過
決勝リーグ　0勝6敗
【個人】
M3 田中颯一郎　予選敗退
女子
【団体】
1次予選敗退

バドミントン 5/30 6/1 べっぷアリーナ

【団体】　　３位
１回戦　◎　３－０　佐伯鶴岡
２回戦　◎　３－０　新佐伯豊南
準決勝 ●　０－３　別府鶴見丘
第２代表決定戦●　１－３　大分西
【個人】
ダブルス　F3 中島拓郎　M3 原田龍聖　ベスト16
E2 秋山陽人 E2 井上慶志郞　ベスト16
シングルス　M3 原田龍聖 F2 黒田祥吾　ベスト16

フェンシング同好会 5/30 6/1 県立総合体育館

【団体】リーグ戦3勝2敗　3位
◎ ５－2 大分上野丘　◎ ５－1 津久見　● 0－５ 大分豊
府　　　　◎ ５－2 別府商業　● 0－5 別府翔青
【個人】
サーブル　4位　F3 穴井優喜
サーブル　6位　M3 杉本潤哉
エペ　6位　M3 鬼塚瑞己

ボート
(社会体育)

5/30 5/31
日田市
夜明ボートコース

【個人】
女子　シングルスカル　優勝　AC2 大門千紗

全国大会出場（兵庫）
九州大会出場（佐賀）

水泳
（社会体育）

5/30 5/31 別府市営青山プール

【個人】
　　男子400m自由形　2位　E1 坂田潤星
　　男子1500m自由形　優勝　E1 坂田潤星

九州大会出場（熊本）
九州大会出場（熊本）
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陸上競技 6/20 6/21 インターハイ北九州地区予選 長崎県諫早市
【個人】
三段跳  AC3 佐藤　正海　出場

柔道 6/20 6/21 全九州高等学校体育大会 宮﨑県霧島市
【個人】
女子　48㎏級　F2 田中瑠菜　１回戦敗退

ボート
(社会体育)

6/20 6/21 全九州高等学校体育大会 佐賀県佐賀市
【個人】

女子　シングルスカル　AC2 大門千紗　優勝

相　　　撲 7/5 7/5 全九州高等学校体育大会 宮崎県宮崎市

無差別級　　　　　　　　　　 F1 梅木竜治郎　３位
８０ｋｇ以下級　　　　　　　　M3 三笘慶大　　３位
８０㎏以上１００㎏未満級　M2 田中虎太郎　３回戦敗退

ソフトボール 7/11 7/11 全九州高等学校体育大会 福岡県福岡市 １回戦　　　●　0-5　九州産業大学付属九州高校

水泳
(社会体育)

7/18 7/19 全九州高等学校体育大会 熊本県熊本市

【個人】
　　男子400m自由形　　　E1 坂田潤星　出場
　　男子1500m自由形　　E1 坂田潤星　出場

相　　　撲 7/28 7/30
平成27年度

全国高等学校総合体育大会
兵庫県洲本市
文化体育館

【個人】　無差別級　F1 梅木竜治郎
　　予選リーグ　２勝１敗　決勝トーナメント進出者決定戦へ
　　決勝トーナメント進出者決定戦１回戦　敗退

ボウリング
(社会体育)

7/18 7/19
国民体育大会

九州ブロック大会
ＯＢＳボウル

【団体】
　　　少年女子　大分県チーム（AC3 井下恵）　第３位

第70回国民体育大会夏季大会
（和歌山県）出場

ボート
(社会体育)

7/18 7/19
国民体育大会

九州ブロック大会
熊本県菊池市

【種目】　　女子　かじ付きクォドルプル

　　　　大分県チーム（AC2 大門千紗）　優勝
第70回国民体育大会夏季大会
（和歌山県）出場

ボート
(社会体育)

5/22 5/24 全日本軽量級選手権 埼玉県戸田市
【個人】

女子　シングルスカル　AC2 大門千紗　優勝
ワールドカップⅢ出場
（スイス・ルツェルン）

ボート
(社会体育)

6/12 6/14
第13回

全日本ジュニア選手権大会
熊本県菊池市

【個人】

女子　シングルスカル　AC2 大門千紗　優勝
世界ジュニア選手権出場
（ブラジル・リオデジャネイロ）

ボート
(社会体育)

7/10 7/12 ワールドカップⅢ スイス・ルツェルン
【個人】
女子　シングルスカル　AC2 大門千紗　９位

ボート
(社会体育)

8/6 8/9 世界ジュニア選手権 ブラジル・リオデジャネイロ
【個人】
女子　シングルスカル　AC2 大門千紗　８位

野　球 7/13 7/19
第97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　　◎　3-0　日田三隈　　　3回戦　●　2-6  明豊

囲　碁 5/16 5/23
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】林工A  2位  ４勝１敗
林工B  ３位  ３勝２敗
【個人】九路盤の部
1位　E1　財津直希

創作テレビドラマ部門　最優秀賞「Innocent Ring」
E3 梅木大輔　 高村賢　 梶原隆成　F3 穴井航
E2 小山　陸斗 後藤　啓太　AC2 武内ことり

全国大会出場（東京）

創作ラジオドラマ部門　最優秀賞「団欒」 全国大会出場（東京）

ラジオドキュメント部門　最優秀賞「18歳はコドモ？、オトナ？」 全国大会出場（東京）

テレビドキュメント部門　優秀賞「和ら和んだふる和ーるど」 全国大会出場（東京）

放　送 7/20 7/23
第62回NHK杯全国高校放

送コンテスト
東京都

ＮＨＫホール

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・テレビドキュメント部門　出場
　E3 梅木大輔　 高村賢　 梶原隆成　F3 穴井航
　E2 小山　陸斗 後藤　啓太

放　送 7/31 8/1
全国高等学校総合文化祭

放送部門
滋賀県粟東市

粟東芸術文化会館
放送出場　作品：ビデオメッセージ「水郷ラブストーリー」
　E3 梅木大輔　梶原隆成　F3 穴井航

工業クラブ 6/12 6/12
平成27年度大分県

高校生ものづくりコンテ
スト

大分工業高校

旋盤作業部門　最優秀　M3　下郡岳
電気工事部門　最優秀　E3　鍋倉彩加
電子回路組立部門　E2 秋好翔太　矢羽田智也　出場
木材加工部門　AC3　高瀬真実　AC2　武内ことり　出場
測量部門　優秀　AC2 井上伊織　今村聖奈　髙倉久子
出場　AC3 麻生勇　佐藤謙吉　平川流聖

九州大会出場（鹿児島）
九州大会出場（大分）
全国大会出場（大分）

農業クラブ 6/17 6/17
平成27年度大分県学校

農業クラブ大会
コンパルホール

【意見発表】区分：環境　　F3 梅木真実　優秀
【大会スローガン】最優秀　F3 山本尚彦

　

工業クラブ 7/11 7/12
第１４回　高校生ものづく

りコンテスト九州大会
鹿児島工業高校

大分職業能力開発促進センター

旋盤作業部門　M3　下郡岳　出場
電気工事部門　E3　鍋倉彩加（オープン参加・順位なし）

その他の大会

国民体育大会　九州ブロック大会

全国高等学校総合体育大会

高　校　野　球

農　業　・　工　業

文　化　部

放　送 6/12 6/12
第62回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


