
陸上競技部(8/2) 男子 個人 落選(予選13位)

男子 団体 予選通過ならず

女子 個人 予選通過ならず

剣道部(8/9～12) 女子 個人 ベスト１６

シンクロ ４位

個人 ５位

ウエイトリフティング部 女子 個人 ７位

水泳競技（飛込） 少年男子 個人 ７位

第94回日本選手権水泳競技大会
飛込競技(9/21～23) 男子 個人 出場

剣道部 女子 団体 １回戦敗退

ウエイトリフティング部 女子 個人 ３位

６位

８位

団体 ３位

個人 優勝

男子 団体 ６位

女子 個人 出場

剣道部(7/7･8) 女子 個人 １回戦敗退

団体 組手 １回戦　杵  築　０－５　鹿児島城西（鹿児島） １回戦敗退

組手 １回戦敗退

形 １回戦敗退

弓道部(7/7･8) 男子 個人 阿部 裕人 予選敗退

飛込競技(7/7･8) 男子 個人 ２位（インターハイ出場）

渡部 豪琉 走り幅跳び（6ｍ91） ５位（インターハイ出場）

大久保 洸樹 走り高跳び（1ｍ93） ７位

山上 雄己 三段跳び（14ｍ06） ９位

小田原 諒 5000ｍＷ（24分22秒68） １２位

山上 雄己 走り高跳び（1ｍ85） １２位

渡部 豪琉 三段跳び（14ｍ01） １２位

小田 聖人 八種競技（3968点） １２位

中野 絢太 棒高跳び(3ｍ80) １３位

小股 将綱 5000ｍＷ（25分51秒35） １４位

中野 雄生 八種競技（3126点） １４位

三ヶ尻 京和 三段跳び（13ｍ77） １５位

三ヶ尻 京和 走り幅跳び（6ｍ32） １９位

友岡 優仁 円盤投げ（29ｍ99） ２２位

友岡 優仁 110ｍＨ（15秒67） 準決勝５着

原田 直樹・中野 絢太・岩﨑 蒼大・西川 純平 落選(予選6着)

友岡 優仁 400ｍＨ（56秒66） 落選(予選6着)

河野 大毅 3000ｍＳＣ（9分56秒59） 落選(予選10着)

山上 雄己 走り幅跳び 記録なし

阿部 飛朗 棒高跳び 記録なし

永松 朋実 ６位

東 小夏 5000ｍＷ（27分10秒79） ７位

赤井 あい 棒高跳び（2ｍ70） １０位

恒松 奏子 七種競技（3245点） １２位

安部 柚花 三段跳び （10ｍ56） １４位

安部 柚花 走り幅跳び（5ｍ11） １６位

英 鮎美 やり投げ（36ｍ03） １８位

古庄 亜由美 400ｍＨ（1分15秒64） 落選(予選8着)

英 鮎美 円盤投げ 記録なし

三ヶ尻 京和 三段跳び（14ｍ38） ４位

坂元 海斗 八種競技（4612点） ７位

中野 雄生 八種競技（3632点） １３位

小股 将綱 5000ｍＷ（25分43秒35） １６位

三ヶ尻 京和 走り幅跳び（6ｍ26） ２０位

友岡 優仁 110ｍＨ（15秒74） 落選(予選5着)

河野 大毅 3000ｍＳＣ（10分01秒47） 落選(予選9着)

永松 朋実 5000ｍＷ（26分54秒74） １０位

安部 柚花 三段跳び（10ｍ92） １０位

藤原 奈央 5000ｍＷ（29分02秒68） １５位

三浦 小夏 七種競技（2906点） １５位

男子 個人 組手 １回戦敗退

組手 １回戦　杵  築　０－５　徳之島（鹿児島） １回戦敗退

形 １回戦　杵　築　０－５　甲　南（鹿児島） １回戦敗退

１試合目　杵  築　２－３　鹿屋中央（鹿児島）

２試合目　杵　築　３－２　小倉西（福岡）　

３試合目　杵　築　３－０　前　原（沖縄）　
7位決定トーナメント １回戦　　杵　築　１－３　都城商業（宮崎）

２位

３位

４位

優勝

６位

１試合目　杵　築　０－１　八代白百合（熊本）　

２試合目　杵  築　３－０　昭和薬科大附属（沖縄）

個人 １回戦敗退

【体育部の記録】

ウエイト
リフティング部

(6/16･17)

男子 個人
新田 翼 ６２kg級（191㎏）

衞藤 昌 ７７kg級（203㎏）

女子
伊藤 優花 ７５kg超級 （S60㎏　C&Ｊ84㎏　T144㎏）

３試合目　杵　築　１－１　鹿児島女子（鹿児島）

堀 優菜・宮部 葵・山本 菜々

剣道部
(2/9･10)

女子
団体 予選リーグ

予選２位
(予選リーグ敗退)

第73回国民体育大会(9/15～17)
江藤 眞透 板飛込（281.20)

全九州高等学校体育大会
競　　技　　名 成　　　　　績

矢野 あすか

全国高等学校陸上競技対校選手権大会 北九州地区予選会
競　　技　　名 成　　　　　績

体操部
(6/30･7/1) 河野 真菜・本田 鈴佳

空手道部
(7/7･8)

女子
個人

杉安 玲南

杉安 玲南

江藤 眞透 飛び板飛込（633.30) 　※標準記録突破

江藤 眞透

第28回全国高等学校剣道選抜大会(3/27･28)
１回戦　杵　築　０－４　帝京第五（愛媛）

全国高等学校総合体育大会〈東海総体〉　成績一覧
競　　技　　名 成　　　　　績

渡部 豪琉 走り幅跳び（6ｍ93）

シンクロ板飛込（199.20)

伊藤 優花 ７５kg超級（S63㎏　C&J84㎏　T147㎏） 

体操部(8/3～6)
河野 真菜・本田 鈴佳

矢野 あすか

水泳（飛込競技）
(8/17～20)

男子
江藤 眞透

江藤 眞透 板飛込（515.05）

全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会(7/15･16)

第34回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会(3/24～26)

個人

4×400ｍリレー（3分27秒96）

女子

空手道部
(11/17･18)

財前 龍乃介 68㎏未満級

女子 団体

陸上競技部
（6/14～17）

男子

個人

5000ｍＷ（27分1秒52）

全九州高等学校新人大会（選抜大会）
競　　技　　名 成　　　　　績

陸上競技部
(10/11～13)

男子 個人

女子 個人

７６kg超級（S77㎏　C&J96㎏　T173㎏） 伊藤 優花

卓球部
(12/22･23)

男子 団体

Ｂブロック
Ⅱパート
予選リーグ

予選１位
(7位決定

トーナメント進出)

ウエイトリフティング部
(1/19･20)

男子 個人

新田 翼 ６１kg級（192㎏）

宮田 飛翔 ９６kg級（185㎏）

衞藤 昌 ８１㎏級（220㎏）

女子 個人
伊藤 優花 ６４kg超級（162㎏）

阿部 愛美 ６４kg超級（99㎏）



３回戦　杵　築　×（５人残し）○　東　山（京都)

２回戦　杵　築　○（１人残し）×　甲府南（山梨）

３回戦　杵　築　○（１人残し）×　三　次（広島）

４回戦　杵　築　×（２人残し）○　富岡東（徳島）

２回戦　杵　築　×（５人残し）○　東海大甲府（山梨）

小股 将綱 １６位

今川 空弥 400ｍＨ（1分01秒39） 落選(予選7着)

坂元 海斗・友岡 優仁

岩﨑 蒼大・西川 純平

渡部 豪琉 記録なし

三ヶ尻 京和 落選(予選4着)

坂元 海斗 落選(予選6着)

坂元 海斗 落選(予選6着)

岩﨑 蒼大 落選(予選7着)

西川 純平 落選(予選9着)

友岡 優仁 110ｍＨ（15秒56） 落選(予選2着)

渡部 豪琉 １７位

三ヶ尻 京和 記録なし

大久保 洸樹 記録なし

木村 孝太朗 記録なし

永松 朋実 ４位

安部 柚花 記録なし

英 鮎美 ２１位

安部 柚花 落選(予選6着)

英 鮎美 記録なし

水泳(飛込競技) 優勝

個人 団　体

団体 優勝

大久保 洸樹 走り高跳び （1ｍ91） 優勝

山上 雄己 三段跳び （14ｍ44） 優勝

友岡 優仁 110ｍＨ（15秒41） ２位

小田原 諒 5000ｍＷ（24分49秒77） ２位

渡部 豪琉 走り幅跳び（7ｍ26） ２位

山上 雄己 走り高跳び（1ｍ85） ３位

中野 絢太 棒高跳び（3ｍ60） ３位

渡部 豪琉 三段跳び（13ｍ90） ３位

小田 聖人 八種競技（3913点） ３位

小股 将綱 5000ｍＷ（25分56秒04） ４位

原田 直樹・渡部 豪琉・山上 雄己・友岡 優仁 ４位

山上 雄己 走り幅跳び（6ｍ79） ４位

三ヶ尻 京和 三段跳び（13ｍ85） ４位

中野 雄生 八種競技（3312点） ４位

友岡 優仁 400ｍＨ（58秒67） ５位

河野 大毅 3000ｍＳＣ（9分48秒10） ５位

三ヶ尻 京和 走り幅跳び（6ｍ79） ５位

阿部 飛朗 棒高跳び（2ｍ60） ６位

友岡 優仁 円盤投げ（29ｍ77） ６位

団体 ６位

東 小夏 5000ｍＷ （27分19秒99） 大会新 優勝

安部 柚花 三段跳び （11ｍ14） 優勝

永松 朋実 5000ｍＷ（27分51秒43） ２位

恒松 奏子 七種競技（3210点） ３位

赤井 あい 棒高跳び（2ｍ60） ４位

英 鮎美 やり投げ（38ｍ39） ４位

古庄 亜由美 400ｍＨ（1分15秒80） ５位

安部 柚花 走り幅跳び（5ｍ29） ６位

英 鮎美 円盤投げ（29ｍ13） ６位

団体 優勝

優勝

優勝

２位

３位

２位

３位

２位

優勝

２位

３位

段違い平行棒・平均台 ２位

床 ３位

４回戦敗退 ベスト１６

３回戦敗退 ベスト３２

２位

４回戦敗退 ベスト１６

剣道部

第６６回大分県高等学校総合体育大会（№１）　　　　 平成３０年５月１９日(土)・２０日(日)・２７日（日）・６月２日(土)～６月４日(月)

総合（６６点）

成　　　　　績

剣道部 玉竜旗剣道大会(7/24～29)

男子団体
２回戦　杵　築　○（１人残し）×　糸　島（福岡）

（参加校542校）

女子団体 （参加校399校）

男子
一般

5000ｍＷ（27分03秒39）

4×400ｍリレー（3分30秒88） 落選(予選9着)

三段跳び

陸上競技部
第72回九州陸上競技選手権
大会 　 　　　(8/17～19)

100ｍ（12秒00）

400ｍ（52秒93）

400ｍ（53秒71）

400ｍ（55秒20）

走り幅跳び（6ｍ45）

柔道部 金鷲旗柔道大会(7/21～24) 男子団体
１回戦　杵　築　○（２人残し）×　上越（新潟）

（参加校330校）

その他の全国・地区大会
大会・競技名

走り幅跳び

走り高跳び

女子
一般

女子
ジュニア

男子
ジュニア

100ｍ（12秒18）

走り高跳び

5000ｍＷ（28分18秒91）

三段跳び

やり投げ（37ｍ42）

200ｍ（29秒56）

円盤投げ

末弘杯全九州高等学校選手権水泳競技大会(6/10)

競　　技　　名 成　　　　　績

陸上競技部

男子 4×400ｍリレー（3分23秒38）

北九州大会出場

大久保 洸樹・山上 雄己・渡部 豪琉・小田原 諒・中野 絢太・小田 聖人

小股 将綱・三ヶ尻 京和・原田 直樹・河野 大毅・友岡 優仁・中野 雄生

阿部 飛朗・西川 純平・岩﨑 蒼大・吉岩 凜太郎

女子

総合（３１点）

個人

北九州大会出場 東 小夏・安部 柚花・永松 朋実・恒松 奏子・赤井 あい・英 鮎美・古庄 亜由美

江藤 眞透 男子飛び板飛込

体操部

男子

１74．７5０点

個人

古野 裕也
個人総合

床・あん馬・つり輪・跳馬・鉄棒

岡崎 凪汰
床・つり輪

平行棒

上田 拓穂
鉄棒

跳馬

全国・九州大会出場 （団体）古野 裕也・岡崎 凪汰・上田 拓穂・浦松 孝晟・木村 颯太

女子
個人

河野 真菜

個人総合

跳馬

床

平均台

本田 鈴佳

全国・九州大会出場 （個人）河野 真菜・本田 鈴佳

男子

団体

１回戦　　杵　築　５－０　宇　佐　

ベスト８２回戦　　杵　築　４－０　大分上野丘

準々決勝　杵　築　０－１　三重総合

個人
田代 司・木村 雪之丞・植村 奎吾

廣石辰哉

女子

団体

２回戦  　杵　築　５－０　大分南

３位

準々決勝　杵　築　４－１　大分東明

＜決勝リーグ＞　　１試合目　杵　築　３－２　佐伯鶴城

　　１勝２敗　　　２試合目　杵　築　２－３　日　田

　　　　　　　　　３試合目　杵　築　２－３　三重総合

個人
矢野 あすか

宮部 葵・山本 菜々

全国・九州大会出場 矢野 あすか



個人 団　体

団体 ３位

優勝

溝部 愛弥 ２位

新田 翼 ３位

３位

３位

３位

優勝

優勝

優勝

男子 団体 組手

組手 杉安 玲南　　 （九州大会代表決定戦で勝利） ベスト８

形 杉安 玲南 ３位

個人 ３位

女子 個人 ３位

男子 団体

７位

岩佐 栞里・工藤 璃子 ベスト１６

（阿部 真愛・工藤 璃子） ６位

７位

個人 ５位

女子 団体

バレーボール部

個人 ２位

大分県高等学校野球連盟主催大会
２回戦　　杵　築　９－０　臼　杵

３回戦　　杵　築　14－４　大分国際情報　

準々決勝　杵　築　４－２　楊志館

準決勝　　杵　築　５－３　竹　田

決　勝　　杵　築　３－14　明　豊

１回戦　　杵　築　６－５　柳ヶ浦

２回戦　　杵　築　３－９　情報科学

２回戦　　杵　築　６－10　津久見

個　人 団　体

団体 優勝

優勝

優勝

２位

３位

２位

３位

２位

２位

跳馬・段違い平行棒・平均台・床 ２位

３位

優勝

段違い平行棒・床 ３位

優勝

５位

ベスト３２

個人 ベスト３２

優勝

第６６回大分県高等学校総合体育大会（№２）　　　　 平成３０年５月１９日(土)・２０日(日)・２７日（日）・６月２日(土)～６月４日(月)

ウエイトリフティン
グ部

男子 個人

宮田 飛翔 ９４kg級 （184㎏）

９４kg級（123㎏）

６２kg級（188㎏）

満田 一哉 ６９kg級（177㎏）

衞藤 昌 ７７kg級（209㎏）

田坂 飛竜 ８５kg級（203㎏）

九州大会出場 新田 翼・衞藤 昌

女子
個人

野田 真穂 ５８kg級 （102㎏）

阿部 愛美 ６９kg級 （73㎏）

伊藤 優花 ７５kg超級 （138kg）

全国・九州大会出場 伊藤 優花

競　　技　　名 成　　　　　績

空手道部

１回戦　杵　築　０－５　大分南

女子

団体 組手
準決勝　杵　築　２－１　東九州龍谷　

２位
決　勝　杵　築　０－３　大分南　

個人

九州大会出場 （女子団体組手）　　　（個人組手・形）杉安 玲南

卓球部

男子 団体

＜トーナメント＞　　２回戦　杵　築　３－０　大分豊府　　　

３位

　　　　　　　　　　３回戦　杵　築　３－０　高　田

　　　決勝リーグ進出決定戦　杵　築　３－０　大分鶴崎

＜決勝リーグ＞　　１試合目　杵　築　０－３　明　豊

　　１勝２敗　　　２試合目　杵　築　１－３　別府溝部学園

　　　　　　　　　３試合目　杵　築　３－０　大分上野丘

女子 団体

＜トーナメント＞　　２回戦　杵　築　３－０　大分鶴崎

３位

　　　決勝リーグ進出決定戦　杵　築　３－２　大分舞鶴　　　

＜決勝リーグ＞　　１試合目　杵　築　０－３　明　豊

　　１勝２敗　　　２試合目　杵　築　１－３　別府溝部学園

　　　　　　　　　３試合目　杵　築　３－２　日本文理大学附属

柔道部
男子

団体
１回戦　　　杵　築　５－０　竹田南

ベスト８準々決勝　　杵　築　２－２　東九州龍谷
　　　　　　　　（代表戦負け）

田中 悠暉 １００kg超級

山本 采佳 ５２kg級

テニス部

２回戦　　　杵　築　０－３　国　東

女子

団体
２回戦　　　杵　築　２－０　大分東明

ベスト８
準々決勝　　杵　築　１－２　大分豊府　　　　

個人

シングルス
阿部 真愛

ダブルス
（岩佐 栞里・重石 莉菜）

弓道部
男子

団体

１次予選通過、２次予選５位で決勝リーグ進出

７位

＜決勝リーグ＞　　１試合目　杵　築　12－12　大分工業（射詰め敗退）

　　　６敗　　　　２試合目　杵　築　11－14　日　田

　　　　　　　　　３試合目　杵　築　９－11　中津南

　　　　　　　　　４試合目　杵　築　８－13　情報科学

　　　　　　　　　５試合目　杵　築　16－17　鶴崎工業

　　　　　　　　　６試合目　杵　築　10－10　大分豊府（射詰め敗退）

阿部 裕人

九州大会出場 阿部 裕人

１次予選通過、２次予選敗退

女子 ２回戦　　杵　築　１－２　大分東明  

サッカー部 男子
１回戦　　杵　築　25－０　大分国際情報

２回戦　　杵　築　０－２　大分東明

バスケット
ボール部

男子
２回戦　　杵　築 114－35　岩　田

３回戦　　杵　築　68－134 日　田

水泳
(飛込競技)

男子
江藤 眞透 飛び板飛込

九州大会出場 江藤 眞透

野球部

第142回九州地区高等学校野球大会
                         大分県予選(3/24～)

２位

第133回大分県高等学校野球選手権大会(5/19～) ベスト８

第100回全国高等学校野球選手権大分大会(7/8～)

第134回大分県高等学校野球選手権大会(8/25～) １回戦　　杵　築　１－２　日本文理大学附属

第143回九州地区高等学校野球大会
                         大分県予選(9/15～)

１回戦　　杵　築　８－７　高　田

２回戦　　杵　築　０－１　日本文理大学附属

剣道部
(11/10･11)

浦松 孝晟
体操部

(11/10･11)

男子

１５２.２００点

個人

岡崎 凪汰

個人総合

つり輪・跳馬

床・あん馬・平行棒・鉄棒

個人総合

つり輪

床・あん馬・跳馬・平行棒・鉄棒

跳馬

個人総合

上田 拓穂

女子 個人

本田 鈴佳
個人総合

河野 真菜 跳馬

女子

団体

個人

中野 佳子

九州新人大会出場 団　体・堀 優菜・宮部 葵・山本 菜々

男子
団体 ベスト８

準々決勝　杵　築　０－３  大　分

植村 奎吾・渡邉 海都

準々決勝　杵　築　１－０　佐伯鶴城

準決勝　　杵　築　２－０　大分舞鶴

決　勝　　杵　築　２－２　大分鶴崎　（杵築の本数勝ち）

堀 優菜

宮部 葵・山本 菜々

２回戦　　杵　築　３－０  中津東

大分県高等学校新人大会（№１）
競　　技　　名 成　　　　　績



個　人 団　体

総合 優勝

三ヶ尻 京和 優勝

坂元 海斗 優勝

友岡 優仁 ２位

河野 大毅 ２位

小股 将綱 ２位

三ヶ尻 京和 ２位

中野 雄生 ２位

友岡 優仁 ４位

光武 智英 ４位

木村 孝太朗 ４位

今川 空弥 ５位

阿部 飛朗 ５位

岩﨑 蒼大・西川 純平

河野 亮・友岡 優仁

総合 ５位

永松 朋実 優勝

藤原 奈央 ２位

三浦 小夏 ２位

安部 柚花 ３位

安部 柚花 ４位

英 鮎美 ４位

英 鮎美 ４位

村上 果凜 ５位

村上 果凜 ５位

藤原 奈央 ６位

古庄 亜由美 ６位

個人 組手 ３位

１回戦　杵　築　４－１　日出総合

決　勝　杵　築　０－３　大分南

形 ２位

個人 組手 ３位

２位

優勝

優勝

優勝

２位

３位

優勝

２位

男子 団体

ベスト８

ベスト１６

個人 シングルス ベスト１６

決勝リーグ進出決定戦　杵　築　０－５　柳ヶ浦

個人 ３位

団体 決勝リーグ進出決定戦　杵　築　１－２　高　田　

３位

３位

男子 団体

団体

個人 永岡 花菜 準決勝敗退

バスケットボール部(10/28)

サッカー部(1/19)

競技名

個人総合 優勝

優勝

個人総合 ３位

吊り輪 ３位

個人総合 ２位

跳馬 優勝

平均台 ２位

跳馬 ２位

床 ３位

男子シングルス ベスト８

２位

３位

男子シングルス ３位

女子シングルス ２位

男子ダブルス団体 ３位

九州新人大会出場 団体組手・形

ベスト８

西水 洸介 ６６㎏級

女子
個人

野上 茜音 ６３㎏級

各種大分県大会（№１）

準決勝　　杵　築　０－３　福徳学院

２回戦　　　　　　　　杵　築　３－２　大分商業

男子
団体

２回戦　　杵　築　53－67　日出総合

１回戦　　　杵　築　２－１　大分豊府　　　

藤内 陽奈多 ５７㎏級

男子

柔道部
(10/27･28)

１回戦　　　　　　　　杵　築　５－０　楊志館　　　

２回戦　　　杵　築　２－１　大分西

準々決勝　　杵　築　０－２　国　東

予選敗退　

卓球部

大分県春季新人卓球大会(4/7)

安藤 聖・阿部 恵大

大分県高等学校新人大会（№２）

女子シングルス
佐藤 友香

矢野 理紗

第46回全国高等学校選抜卓球大会大分県予選会(1/6)
今道 洸志・立脇 元気

中根 有由

第29回ﾊﾞﾀﾌﾗｲ・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・ﾁｰﾑｶｯﾌﾟ大分県大会(3/10)

体操部 国民体育大会 大分県予選会(7/8)

少年男子

古野 裕也 床・あん馬・吊り輪・跳馬・
平行棒・鉄棒

岡崎 凪汰

九州ブロック大会出場者 古野 裕也・岡崎 凪汰・木村 颯太（協会推薦）

少年女子

河野 真菜

本田 鈴佳

九州ブロック大会出場者 河野 真菜・本田 鈴佳

九州新人大会出場 永松 朋実・藤原 奈央・三浦 小夏・安部柚花

走り高跳び（1ｍ80）

400ｍＨ（1分00秒37）

5000ｍＷ（27分32秒50） ※大会新記録

5000ｍＷ（32分08秒59）

七種競技（2819点）

三段跳び（11ｍ06）

走り幅跳び（5ｍ30）

円盤投げ（31ｍ57）

やり投げ（36ｍ47）

走り幅跳び（5ｍ20）

三段跳び（10ｍ90）

3000ｍ（11分15秒24）

競　　技　　名 成　　　　　績

陸上競技部

(9/15･16)

男子 個人

三段跳び（14ｍ44）

八種競技（4285点）

110ｍＨ（15秒67）

空手道部
(10/20･21)

男子
財前 龍乃介 中量級（-68㎏）

九州新人大会出場 財前 龍乃介

女子

団体
組手 ２位

岩下 凜 軽量級（-53㎏）

２試合目　杵　築　０－３　明　豊

安藤 聖

新田 翼 ６１kg級（190㎏）

衞藤 昌 ８１㎏級（215㎏）

宮田 飛翔 ９６kg級（186㎏）

宮部 大暉 ７３㎏級(123㎏)

溝部 愛弥 ９６kg級(140㎏)

伊藤 優花 ６４kg超級（160㎏）

5000ｍＷ（25分57秒29）

走り幅跳び（6ｍ59）

八種競技（3303点）

400ｍＨ（59秒21）

5000ｍＷ（26分34秒31）

棒高跳び（3ｍ00）

4×400ｍリレー（3分32秒27） ６位

１試合目　杵　築　０－３　別府溝部学園

九州新人大会出場 三ヶ尻 京和・坂元 海斗・友岡 優仁・小股 将綱・河野 大毅・中野 雄生

女子 個人

400ｍＨ（1分14秒25）

3000ｍＳＣ（9分55秒01）

九州新人大会出場 団　体

女子
団体 予選トーナメント ベスト８

決勝リーグ進出決定戦　杵　築　１－３　国　東

矢野 舞

ウエイト

リフティング部

(11/11)

学校対抗

男子 個人

女子 個人
阿部 愛美 ６４kg超級(95㎏)

九州新人大会出場 新田 翼・衞藤 昌・宮田 飛翔・伊藤優花・阿部 愛美

１回戦　　杵　築　０－３　大　分

２回戦　　杵　築　３－０　国　東　

準々決勝　杵　築　３－２　大分舞鶴

２回戦　　　　　　　　杵　築　３－０　玖珠美山

３回戦　　　　　　　　杵　築　３－０　大分南

決勝リーグ進出決定戦　杵　築　３－０　宇佐産業科学

バレーボール部
(1/26･27)

女子 ベスト８

弓道部
(10/7･13) 女子

予選敗退　

男子 １回戦　　杵　築　０－８　鶴崎工業

テニス部
(10/20･21) 女子 団体 ３位

卓球部
(11/10･11)

男子

団体

予選トーナメント

３位

決勝リーグ

３試合目　杵　築　３－０　別府鶴見丘

個人 シングルス
阿部 恵大

大会名 成　　　　績



競技名

渡部 豪琉 三段跳び（14ｍ09） 優勝

大久保 洸樹 走り高跳び（1ｍ85） ３位

中野 絢太 棒高跳び（3ｍ80） ３位

渡部 豪琉 走り幅跳び（6m79） ３位

小田原 諒 5000ｍＷ（25分29秒78） ３位

山上 雄己 三段跳び（13ｍ82） ４位

山上 雄己 走り高跳び（1ｍ80） ５位

今川 空弥 400ｍＨ（1分01秒97） ５位

小股 将綱 5000ｍＷ（25分48秒97） ６位

渡部 豪琉・中野 絢太

山上 雄己・原田 直樹

東 小夏 5000ｍＷ（27分50秒81） 優勝

永松 朋実 5000ｍＷ（29分14秒61） ２位

安部 柚花 三段跳び（10ｍ75） ３位

赤井 あい 棒高跳び（2m60） ４位

英 鮎美 やり投げ（35ｍ30） ４位

男子 ５位

女子 ６位

空手道部 少年女子形 ３位

１回戦　　杵　築　０－２　大分鶴崎

１回戦　　杵　築　２－０　情報科学

２回戦　　杵　築　１－２　日田三隈

３位

ベスト１６

２位

ベスト１６

７位

ベスト１６

ベスト３２

７位

ベスト１６

ベスト３２

５位

ベスト３２

７位

ベスト１６

女子ダブルス ６位

２回戦　　杵　築　２－０　大分工業

１試合目　杵　築　０－２　明　豊

２試合目　杵　築　１－２　大分国際情報

３試合目　杵　築　２－１　三重総合

男子個人 ３位

２位

３位

男子団体

女子団体

サッカー部 ２回戦　　杵　築　１－11　柳ヶ浦

（阿部 真愛・工藤 璃子）

決勝リーグ

大会名 成　　　　績

第46回九州ジュニアテニス選手権大会
　　　　　　　大分県予選　18歳以下　(3/24～)

各種大分県大会（№２）

第47回大分県空手道選手権大会(4/22) 杉安 玲南

女子バレーボール部

第63回全九州バレーボール総合選手権大会県予選(4/21･22)

第8回大分県高等学校フレッシュバレーボール優勝大会(9/1) ベスト１６

第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会大分県代表決定戦(10/28)
１回戦　　杵　築　２－０　由　布

２回戦　　杵　築　０－２　中津東

陸上競技部

第72回大分県陸上競技選手権大会(4/29･30)

共通男子

4×400ｍＲ（3分22秒25） ６位

共通女子

大分県高等学校駅伝競走大会(11/4)

(1区)河野 大毅(2区)河野 亮  (3区)今村 陸
(4区)橋本 和秀(5区)小股 将綱(6区)松井 瞬
(7区)光武 智英　   (ﾀｲﾑ)2時間27分07秒
(1区)藤原 奈央(2区)永松 朋実(3区)矢野 楓花
(4区)三浦 小夏(5区)古庄 亜由美 (ﾀｲﾑ)1時間27分08秒

テニス部

第24回大分県ジュニアテニス選手権大会
     　　　　　(小手川杯)　18歳以下　(8/9～12)

女子シングルス
阿部 真愛

工藤 璃子・重石 莉菜

女子ダブルス
（阿部 真愛・重石 莉菜）

（丸尾 百輝・工藤 璃子）（大波多 里菜・金﨑 奈央）

第10回大分県高等学校秋季シングルス大会 (9/8～) 女子シングルス

阿部 真愛

重石 莉菜

大波多 里菜・阿部 紗苗

第15回冬季高等学校テニス選手権　(12/15～)

女子シングルス

阿部 真愛

重石 莉菜

工藤 璃子・阿部 紗苗・丸尾 百輝

女子ダブルス
（阿部 真愛・工藤 璃子）

（重石 莉菜・金﨑 奈央）（丸尾 百輝・大波多 里菜）
（阿部 紗苗・市野瀨 裕奈）

女子シングルス
重石 莉菜

阿部 真愛・工藤 璃子

剣道部

第10回秋季高等学校新人剣道錬成大会
　　（県新人戦シード決定戦）　　(9/1)

女子団体

１回戦　　杵　築　３－１　昭和学園

優勝
準々決勝　杵　築　２－２　大分舞鶴
　　　　　　 　（内容勝ち）
準決勝　　杵　築　２－１　大分鶴崎

決　勝　　杵　築　２－０　三重総合

男子団体

２回戦　　杵　築　２－１　東九州龍谷

３位準々決勝　杵　築　２－１　大分鶴崎

準決勝　　杵　築　１－２　明　豊

第16回全国高等学校剣道選抜大会大分県予選(1/20)

女子団体

２回戦　　杵　築　４－０　竹　田
優勝

(全国選抜大会出場)
準決勝　　杵　築　２－１　大分舞鶴

決　勝　　杵　築　３－１　三重総合

男子団体

予選
トーナメント

３位

準々決勝　杵　築　１－１　大　分
　　　　　　　 （代表勝ち）

柔道部
第41回全国高等学校柔道選手権大会
　　　　　　　　大分県大会(1/19･20)

男子団体
１回戦　　杵　築〇（５人残し）×竹田南

ベスト８
準々決勝　杵　築×（２人残し）〇国　東

西水 洸介 ６６㎏級

女子個人
藤内 陽奈多 ５７㎏級

野上 茜音 ６３㎏級

２回戦　　杵　築　52－119 大分上野丘

第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会大分県予選(7/28～)
１回戦　　杵　築 105－45　昭和学園

２回戦　　杵　築　48－99　日田林工

第49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(1/12) ２回戦　　杵　築　29－108 大分工業

弓道部
予選敗退

予選敗退

第97回全国高等学校サッカー選手権大会 大分県大会(10/20～)

バスケットボール部

南九州四県対抗バスケットボール選手権大会大分県予選(4/8)
１回戦　　杵　築 135－46　三重総合

第31回大分県高等学校弓道選手権大会（全国選抜予選）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11/10)



美術部(8/11)

書道部(8/8･9)

放送部

書道部

書道部 矢野 真希・白井 結衣・佐々木 まなの・山本 夏恋・梅田 奈々子・田口 優莉・藤本 陽

書道部

吹奏楽部

書道部

部名

絵画

デザイン

映像

絵画

英 鮎美

臨書の部

１回戦　杵　築　１－２　東九州龍谷  

２回戦　杵　築　３－０　国　東

３回戦　杵　築　３－０　大分西  

個人戦

感想画

９位

１位

【文化部の記録】

第31回全国高等学校将棋竜王戦大分県大会(6/17) 優　勝 岡嵜 冬弥（全国大会出場権獲得）

決勝進出

奨励賞

審査員奨励賞 白井 結衣

第67回高文連美術・書道・写真中央展 書道
最優秀賞 白井 結衣(第43回全国高等学校総合文化祭出場権獲得）

優良賞 田口 優莉・藤本 陽

優秀賞 白井 結衣

書道部

【文化的活動の記録】

第42回全国高等学校総合文化祭 －２０１８信州総文祭-
美術・工芸部門（彫刻の部） 文化連盟賞

放送部

第65回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト大分県大会(6/10･17)

　 アナウンス部門 決勝進出 麻生 絵梨奈・池田 もも・高橋 知花

 　ラジオドキュメント部門 優良賞

大分県大会・コンクール等
大会名等 成　　　　績

美術部

　 朗読部門

大分県高文連ブラスカーニバル(1/14)

将棋部
第33回大分県高等学校将棋選手権大会
　　　　　　　　　　　　(5/26･27)

男子 団体戦

佐々木 まなの・渡邉 夢生

上田 美優

書道部門 文化連盟賞 白井 結衣

第65回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト（7/23～26）
ラジオドキュメント部門 準々決勝敗退 岩尾 恭平・加藤 優・麻生 絵梨奈

将棋部 個人
予選（１勝２敗）

岡嵜 冬弥
決勝トーナメント１回戦敗退

第31回全国高等学校将棋竜王戦（8/20・21）

第27回国際高校生選抜書展（書の甲子園）
入　選

第55回創玄書道会　全国競書大会
創玄書道会賞 藤本 陽

第14回南九州小編成吹奏楽コンテスト(8/11)
金　賞

第42回毎日女流書展
毎日賞 佐々木 まなの

弘法大師奉賛　第53回高野山競書大会

書道部

高野山管長賞 藤本　陽 毎日新聞社賞 矢野 真希

全日本書道連盟賞 白井 結衣 南山賞 田口 優莉

高野山書道協会賞 梅田 奈々子 推　奨

第2回全九州高等学校総合文化祭鹿児島大会(6/16～17・12/7～9)
書道部門席上揮毫大会 優秀賞 佐々木 まなの

美術部
写真部門 文化連盟賞 英 鮎美

映像部門 文化連盟賞 田上 明登

第43回高文連美術専門部スケッチ大会(5/26) 推　奨 郷司 果歩・小関 遥佳・吉田 直人・大倉 千瀬

杵築市美展（日洋彫工の部） 市長賞 吉田 直人

第36回高山辰雄賞ジュニア美術展(8/8～12) 推　奨
今富 詠李・清末 春佳・田上 明登

吉田 直人・大倉 千瀬・伊藤 利音

第67回高文連美術・書道・写真中央展

優秀賞 今富 詠李(第43回全国高等学校総合文化祭出場権獲得）

優良賞 中野 日陽

優良賞 田上 明登

優良賞 大倉 千瀬

高文連写真専門部第4回写真コンテスト 優良賞

第38回大分県ジュニアデザイン展 推　奨
上田 美優・伊藤 利音・平岡 萌美
（美術選択者）岡本 咲彩

第56回高文連席上揮毫大会
　　　　　　　　　　　　(7/31)

推　奨 矢野 真希・藤本 陽

創作の部
奨励賞 白井 結衣

推　奨 白井 結衣・佐々木 まなの・梅田 奈々子・田口 優莉

第31回大分県高等学校競書展

硬筆の部
ＮＨＫ大分放送局賞 中根 有由（出品希望者）

審査員奨励賞 矢野 真希・梅田 奈々子・辰已 七海（出品希望者）

毛筆の部
ＯＢＳ賞 藤本 陽

岩尾 恭平（全国大会出場権獲得）

　 創作ラジオドラマ部門 奨励賞 古宮 彩文香

第40回九州高校放送コンテスト大分県大会(11/7･21)

　 アナウンス部門
奨励賞 手嶋 桜子

永野 孝吉

第38回大分県学校図書館報コンクール 優秀賞 図書委員会

第38回全国高校生読書体験記コンクール 入　選 幸松 実央

第57回大分県読書感想文・感想画コンクール
感想文

優秀賞 白井 結衣・緒方 綾乃

優良賞 八木 楓花

入　選 田上 明登・大倉 千瀬

第70回大分県学校書写書道展

科学の甲子園
総合 坂元 海斗・藤原 茉由・宇都宮 万季・小林 弘人

実験競技Ⅱ（ものづくり部門） 吉田 直人・藤﨑 万博・友岡 優仁・緒方 綾乃

　 ラジオ番組部門 林 みゆき・上木 美咲・東 里桜

決勝進出 緒方 綾乃

吹奏楽部

第55回大分県吹奏楽コンクール　 高等学校（小編成）の部(7/29) 金　賞 （南九州小編成吹奏楽コンテスト出場権獲得）

第44回大分県アンサンブルコンテスト 【フルート三重奏】(12/23) 銀　賞 永野 琴実・友廣 優菜・小春 怜奈

銀　賞


