
   

 
 
 

高校運動部活動生の最大の目標はインターハイへの出場、そして上位入賞です。その県予選である「第６６回大分
県高等学校総合体育大会」が６月２日から３日間の日程で開催されました。先行実施された部もありましたが、本校
からは、１２競技・総勢１９４名の選手団が出場し、「十王魂」を胸に大いに奮闘しました。 
 大会終了後の報告会では、各部のキャプテンより結果報告と併せて応援をしてくれた方々、そして支えてくれた多
くの関係者の方々に感謝の言葉が述べられました。 
 上位入賞を果たした部活動及び個人を以下に紹介します。上位入賞者の多くは上位大会に出場します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【陸上競技部】（男子）総合優勝（３年連続８回目）   （女子）総合６位 

 
☆入賞者はインターハイ北九州地区予選会に出場。 
 

 
 
後日開催された 
インターハイ北九州 
地区予選会の結果 
 
走り幅跳び 

 ５位 渡部 豪琉  
☆インターハイ 
に出場。 

 
 

 
 
【空手道部】（女子）団体組手 ２位 

（女子個人）形 ３位 杉安 玲南（３年・杵築） 
    ☆形・組手で九州大会に出場。 
【剣道部】（女子）団体３位 

（女子個人）２位 矢野 あすか（３年・杵築） 
☆インターハイ及び九州大会に出場。 

【卓球部】（男子）団体 ３位  （女子）団体 ３位 
【柔道部】 

（男子１００kg 超級）３位 田中 悠暉（３年・滝尾） 
（女子５２㎏級）   ３位 山本 采佳（３年・判田） 

【弓道部】 
 （男子個人）５位 阿部 裕人（３年・宗近） 

☆九州大会に出場。 

走り高跳び 優勝 大久保 洸樹(３年･宇佐) 

三段跳び 優勝 山上 雄己(３年･浜脇) 

110ｍＨ ２位 友岡 優仁(１年･山香) 

5000ｍＷ   ２位 小田原 諒（３年･安岐） 

走り幅跳び  ２位 渡部 豪琉(３年・青山) 

走り高跳び  ３位 山上 雄己 

棒高跳び   ３位 中野 絢太(３年･杵築) 

三段跳び   ３位 渡部 豪琉 

八種競技  ３位 小田 聖人(３年･山香) 

5000ｍＷ   ４位 小股 将綱(２年･安岐) 

4×400ｍＲ ４位 

原田 直樹(３年･山香) 

渡部 豪琉 

山上 雄己 

友岡 優仁 

走り幅跳び  ４位 山上 雄己 

三段跳び ４位 三ヶ尻 京和(２年･鶴見台) 

八種競技  ４位 中野 雄生(１年･杵築) 

400ｍＨ  ５位 友岡 優仁 

3000ｍＳＣ  ５位 河野 大毅(２年･武蔵) 

走り幅跳び  ５位 三ヶ尻 京和 

棒高跳び   ６位 阿部 飛朗(１年･杵築) 

円盤投げ ６位 友岡 優仁 

5000ｍＷ 優勝 
東 小夏（３年・安岐）   

※大会新記録 

三段跳び 優勝 安部 柚花(２年･青山) 

5000ｍＷ ２位 永松 朋実（２年・安岐） 

七種競技 ３位 恒松 奏子（３年・鶴見台） 

棒高跳び ４位 赤井 あい（３年・山香） 

やり投げ ４位 英 鮎美(２年･山香) 

400ｍＨ ５位 古庄 亜由美（２年・安岐） 

走り幅跳び ６位 安部 柚花 

円盤投げ  ６位 英 鮎美 
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体操部（男子団体）５連覇、陸上競技部（男子総合）３連覇の栄冠！  



【体操部】（男子）団体優勝（５年連続１２回目） 

（女子） 

☆男女とも全員インターハイ及び九州大会に出場。 
 

【ウエイトリフティング部】（男子）団体 ３位             （女子） 

    
 

☆伊藤はインターハイ及び 
九州大会に出場。 

【水泳（飛込競技）】 
飛び板飛込２位 

☆新田及び衞藤は九州大会に出場。            江藤 眞透（２年・鶴見台） 
                              ☆九州大会に出場 

                                 
【書道部】第 42回毎日女流書展 

 毎日賞 佐々木 まなの（2 年・杵築）  ☞ 
第 2回全九州高等学校総合文化祭 
  席上揮毫大会優秀賞 佐々木 まなの 
【美術部】第 43 回高文連美術専門部 

スケッチ大会 推奨 
 郷司 果歩(３年･安岐) 

小関 遥佳(２年･山香) 
 吉田 直人(２年･安岐) 

大倉 千瀬(１年･宗近) 

 

【放送部】 
第65回ＮＨＫ杯全国高校
放送コンテスト大分大会 
 ラジオドキュメント部門   優良賞 

岩尾 恭平(３年･杵築) ☆全国大会出場 
  創作ラジオドラマ部門 奨励賞 

古宮 彩文香(２年･杵築) 
【将棋部】 
第 31 回全国高等学校将棋竜王戦大分県大会 
 優勝 岡嵜 冬弥(３年･武蔵) ☆全国大会出場 

 
○河野 真菜さん（体操部）全国という大きな舞台だからこそ、良い緊張感をもって自分のベストの演技が出せ 

るよう頑張ってきます！ 
○伊藤 優花さん（ウエイトリフティング部）自己ベスト、そして全国入賞を目指して頑張ります！ 

  ○矢野 あすかさん（剣道部）大会までの「稽古」を大切に、恩返しができるよう頑張ってきます！ 
  ○渡部 豪琉さん（陸上競技部）お世話になった皆さんに恩返しができるように頑張ってきます！ 

○岡嵜 冬弥さん（将棋部）前回はあっけなく予選落ちしてしまったので、今回は予選を突破して、決勝トーナ 
メントに残ることを目標に頑張ってきます！ 

○岩尾 恭平さん（放送部）大分県の代表として「杵高半端ないって！すごい作品めっちゃ作るもん。そんなん 
できひんやん普通。」と言われるような作品を大会で披露できるよう頑張ります！ 

○古野 裕也さん（体操部）インターハイでは、県総体での成功した部分を含め、失敗した部分を乗り越えられるように頑 
張っていきたい。 

個人総合 
床・あん馬・つり輪・ 
跳馬・鉄棒 

優勝 
古野 裕也 
(３年･稙田南) 

床・つり輪 ２位 岡崎 凪汰 
(２年･稙田西) 平行棒 ３位  

鉄棒 ２位 上田 拓穂 
（１年･滝尾)  跳馬 ３位 

個人総合 ２位 

河野 真菜 
 (１年･杵築) 

跳馬 優勝 

床 ２位 

平均台 ３位 

段違い平行棒・平均台 ２位 本田 鈴佳 
 (１年･宗近) 床 ３位 

９４kg 級 優勝 宮田 飛翔(２年･日出） 

９４kg 級 ２位 溝部 愛弥（２年･日出) 

６２kg 級 ３位 新田 翼(２年･日出) 

６９kg 級 ３位 満田 一哉（２年･日出) 

７７kg 級 ３位 衞藤 昌(２年･山の手) 

８５㎏級 ３位 田坂 飛竜（３年･宗近) 

５８kg 級 優勝 野田 真穂（２年・朝日） 

６９kg 級 優勝 阿部 愛美（１年･山香) 

７５kg 超級 優勝 伊藤 優花（２年・国東） 

～～ 文化部の活躍 ～～ 

 本年度も中学生体験入学会「オープンスクール」を開催します。例年、多くの中学生や保護者の方々の参
加をいただいています。校内見学や体験授業、また部活動見学と盛りだくさんの内容です。昼食には、杵高
の誇る学食「十王はなまる食堂」を是非ともご利用下さい。 
 詳細については７月上旬に各中学校を通して配布する案内チラシをご覧下さい。参加希望の皆さんは中学
校を通してお申し込み下さい。また、案内チラシは本校ホームページにも掲載します。 
 

いざ、全国大会へ！ ～出場選手・生徒へのインタビュー～ 


