
平成２８年度　全国高等学校総合体育大会〈中国総体〉　成績一覧

走り幅跳び（6ｍ77） 落選
三段跳び（13ｍ96） 落選

体操部
(8/2～5)

男子 団体 予選敗退

ウエイトリフティング部

(8/4～8)
男子 個人 德丸貴哉 ８５kg級

スナッチ　　６位
ジャーク　１１位
トータル　　９位

平成２８年度　全九州高等学校体育大会

１４位

１４位
順位なし

９位

５位

体操部(7/2･3) 男子 団体 ６位

剣道部(7/9･10) 男子 個人 ２回戦敗退
空手道部(7/9･11) 女子 組手 １回戦敗退

平成２８年度　全九州高等学校体育大会　北九州地区予選大会（6/16～19)

６位
（インターハイ出場）

６位
（インターハイ出場）

八種競技 棄権
矢野勇輝 円盤投げ（36ｍ74） ８位
小野泰介 5000ｍＷ（23分55秒17）　 １０位
豊田公貴 やり投げ（53ｍ47） １１位
後藤孝祐 5000ｍＷ（26分30秒26） １２位
阿部海飛 棒高跳び（3ｍ40） １５位

大久保洸樹 １８位

成重拓海 三段跳び（12ｍ67） ２１位
棒高跳び 記録なし
走り幅跳び 棄権

棄権

加藤浩登・中村俊哉
藤原匠平・中川朋哉
加藤浩登 400ｍ（50秒74） 落選(予選5着)
中山康生 800ｍ（1分58秒70） 落選(予選6着)

６位
酒井麻耶子 七種競技（2617点） １４位
東　小夏 5000ｍＷ（36分29秒12） １５位
後藤優香 100ｍ（12秒89） 落選(予選4着)
清末智美 400ｍＨ（1分13秒01） 落選(予選8着)
後藤優香・宇佐美弥生
木林美優・草野真衣
後藤優香・後藤優希
宇佐美弥生・姫野綾香

第139回　九州地区高等学校野球大会

平成２８年度　全九州高等学校新人大会（選抜大会）

安部将人 八種競技(４８７１点) ２位
豊田公貴 やり投げ(52ｍ30) ８位
安部将人 走り幅跳び(6ｍ64) １２位
後藤孝祐 5000ｍＷ(24分59秒5) １３位
中野絢太 棒高跳び(2ｍ80) １７位

大久保洸樹 走り高跳び(1ｍ75) １８位

山上雄己 三段跳び(12ｍ66) ２１位
中村俊哉・中川朋哉
三浦寿起・中山康生
渡邉智世 走り高跳び(1ｍ50) １２位
松井美里 5000ｍＷ(28分43秒73) １３位
東　小夏 １４位
赤井あい 棒高跳び(1ｍ90) ２０位
姫野綾香 ４００ｍ(1分04秒00) 落選(予選8着)

組手 杉安玲南
形 杉安玲南

１回戦　杵　築　３－２　福　岡（福岡）
２回戦　杵　築　１－４　鹿児島実業（鹿児島）　
１回戦　杵　築　３－０　長崎東（長崎）
２回戦　杵　築　３－１　九州学院（熊本）

柔道部(11/19･20) 男子 個人 ８１㎏級 １回戦敗退

４位
４位

個人 １回戦敗退

体育部の記録（九州・全国大会）

競　　技　　名 成　　　　　績
陸上競技部
(7/28～8/2)

男子 個人
運乘翔太
運乘翔太

スナッチ109㎏
ジャーク135㎏
トータル244㎏

競　　技　　名 成　　　　　績

ウエイトリフティン
グ部

(6/18･19)
男子 個人

佐藤　匠 ６２kg級（151㎏）

藤原周平 ７７kg級（175㎏）
德丸貴哉 ８５kg級（スナッチ失格）
相部一郎 ９４kg級（199㎏）

衞藤　周 １０５kg級（190㎏）

今山諒哉
杉安玲南

競　　技　　名 成　　　　　績

陸上競技部

男子 個人

運乘翔太

走り幅跳び（6ｍ89）

三段跳び（14ｍ32）

走り高跳び（1ｍ75）

安部将人
八種競技
4×400ｍリレー
　　　（3分23秒89）

落選(予選4着)

女子 個人

渡邉智世 走り高跳び（1ｍ53）

4×100ｍリレー
　　（51秒16）

落選(予選5着)

4×400ｍリレー
　　（4分16秒23）

落選(予選6着)

野球部(10/23～) ２回戦　　杵　築　３－４　鵬　翔（宮崎）

競　　技　　名 成　　　　　績

陸上競技部
(10/14～16)

男子 個人

4×400ｍＲ(3分29秒03) 落選(予選6着)

女子 個人 5000ｍＷ(30分54秒59)

空手道部
(11/12･13)

女子 個人
３回戦敗退
２回戦を勝ち上がり、全国大会決定戦で敗退

テニス部
(11/19･20)

女子 団体
予選

１勝１敗
(ポイント差で３位)

順位
決定戦

７位

予選３位
（予選リーグ敗退）

２回戦　杵　築　３－１　島原工業（長崎）　
３回戦　杵　築　０－３　唐津東（佐賀）　

女子 団体 予選リーグ
１回戦　杵  築　３－２　長崎商業（長崎）　

予選２位
（予選リーグ敗退）

２回戦　杵　築　３－１　鹿屋女子（鹿児島）
３回戦　杵　築　２－３　玉名女子（熊本）

男子
団体 予選リーグ

１回戦　杵  築　５－０　日章学園（宮崎）

髙橋俊樹 対　齋藤 群（長崎日大） 

卓球部
(12/23･24)

男子 団体 予選リーグ
１回戦　杵  築　３－２　八代工業（熊本）

予選２位（２勝１敗）
（予選リーグ敗退）

２回戦　杵　築　２－２　鹿児島玉龍（鹿児島）
　　　　　※杵築の本数勝ち
３回戦　杵　築　１－３　興南（沖縄）

矢野晴紀

ウエイトリフティング部
(1/21･22) 男子 個人

藤原周平 ７７kg級（203㎏）
相部一郎 ９４kg級（197㎏）

剣道部
(2/11･12)



３回戦　杵　築　×（１人残し）○　大商大堺(大阪)

小野泰介 5000ｍＷ 失格
運乘翔太 三段跳び（13ｍ32） ２５位
中村俊哉・渡部豪琉 4×100ｍＲ
山上雄己・三浦寿起 （45秒37）　
中村俊哉・山上雄己 4×400ｍＲ
中山康生・三浦寿起 （3分30秒28）　
三浦寿起 100ｍ（11秒93） 落選(予選6着)
加藤浩登 400ｍ（52秒26） 準決勝敗退(5着)
中村俊哉 400ｍ（52秒97） 落選(予選6着)
矢野勇輝 円盤投げ（39ｍ45） ４位
運乘翔太 走り幅跳び(6ｍ53) １２位
豊田公貴 やり投げ（47ｍ41） ２０位
宇佐美弥生 400ｍＨ（1分10秒31） 落選(予選6着)
渡邉智世 走り高跳び 記録なし
切封まりな やり投げ（33ｍ00） ３２位
木林美優・後藤優香
宇佐美弥生・切封まりな
宇佐美弥生 100ｍＨ（17秒65） 落選(予選4着)
後藤優香 200ｍ（26秒80） 準決勝敗退(7着)

個人 団　体
団体 優勝

運乘翔太 走り幅跳び（6ｍ48） 優勝
運乘翔太 八種競技（4730点） 優勝
小野泰介 5000ｍＷ（24分09秒32）　 ２位
安部将人 棒高跳び（3ｍ70） ２位
矢野勇輝 円盤投げ（38ｍ30） ２位
運乘翔太 三段跳び（13ｍ83） ３位
阿部海飛 棒高跳び（3ｍ60） ３位
後藤孝祐 5000ｍＷ（26分52秒68） ３位
安部将人 八種競技（4337点） ３位
大久保洸樹 走り高跳び（1ｍ75） ３位
藤原匠平・中川朋哉
中村俊哉・加藤浩登
加藤浩登 400ｍ（50秒68） ４位
成重拓海 三段跳び（13ｍ31） ５位
安部将人 走り幅跳び（6ｍ26） ５位
豊田公貴 やり投げ（51ｍ89） ５位
中山康生 800ｍ（1分59秒20） ６位

団体 ５位
酒井麻耶子 七種競技（2708点） ３位
木林美優・宇佐美弥生
草野真衣・後藤優香
後藤優香・後藤優希
姫野綾香・清末智美
後藤優香 100ｍ（12秒65） ４位
渡邉智世 走り高跳び（1ｍ45） ４位
東　小夏 5000ｍＷ（38分58秒54） ４位
清末智美 400ｍＨ（1分13秒07） ６位

団体 優勝
優勝
優勝
優勝
優勝
２位
３位
３位
２位
２位
３位
３位
優勝
３位
優勝
２位
２位
３位

団体 ２位
優勝
２位
３位
３位
３位

德丸貴哉
德丸貴哉・衞藤　周・佐藤　匠・藤原周平・相部一郎

サッカー部

体育部の記録（大分県大会）
第６４回大分県高等学校総合体育大会　　平成２８年５月２１日(土)・２２日(日)・２９日(土)・３０日(日)・６月４日(土)～６月６日(月)

競　　技　　名 成　　　　　績

陸上競技部

男子

総合（６１.０点）・フィールド

個人

4×400ｍリレー
　　　（3分23秒25）

３位

北九州大会出場者
運乗翔太・小野泰介・安部将人・矢野勇輝・藤原匠平・後藤孝祐
中村俊哉・成重拓海・加藤浩登・阿部海飛・中川朋哉・中山康生
豊田公貴・大久保洸樹・渡部豪琉・山上雄己

女子

２３.５点

平成２８年度　その他の大会
大会・競技名 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）×　敦　賀（福井）　

（参加校546校）

女子団体
２回戦　杵　築　○（２人残し）×　水戸葵陵（茨城）

（参加校394校）
３回戦　杵　築　×（１人残し）○　磐田西（静岡）

柔道部
金鷲旗柔道大会
　　(7/21～24)

男子団体
２回戦　杵　築　○（３人残し）×　隠岐水産（島根県）

（参加校313校）
３回戦　杵　築　×（５人残し）○　木更津総合（千葉県）

陸上競技部
第71回九州陸上
競技選手権大会
 　 (8/19～21)

男子 落選(予選8着)

落選(予選7着)

男子
ジュニア

女子
4×100ｍＲ
（52秒21）

落選(予選7着)

女子
ジュニア

個人

4×100ｍリレー
　　（51秒08）

３位

4×400ｍリレー
　　（4分12秒17）

３位

北九州大会出場者
酒井麻耶子・木林美優・宇佐美弥生・草野真衣・後藤優香・後藤優希
姫野綾香・清末智美・渡邉智世・東　小夏・恒松奏子

床
あん馬
跳馬
鉄棒
吊り輪

木村颯太

個人総合
跳馬
吊り輪
床
あん馬

安東明日輝
鉄棒
跳馬

木村優太
吊り輪
平行棒

古野裕也
床
平行棒

全国大会出場者 （団体）安東明日輝・神田悠輔・木村颯太・古野裕也　（個人）木村優太

九州大会出場者 （団体）安東明日輝・神田悠輔・木村颯太・古野裕也・木村優太

ウエイトリフティン
グ部

男子
個人

德丸貴哉 ８５kg級（２５３㎏）

体操部 男子
個人

神田悠輔

個人総合

衞藤　周 ９４kg級（198㎏）
佐藤　匠 ６２kg級（153㎏）
藤原周平 ７７kg級（185㎏）
相部一郎 ９４kg級（193㎏）

全国大会出場者
九州大会出場者

男子 ２回戦　　杵　築　０－４　日　田　



３位
４回戦敗退 ベスト１６

矢野晴紀 ４回戦敗退 ベスト１６

九州大会出場者 男子個人

４回戦敗退 ベスト１６

４回戦敗退 ベスト１６

女子 個人 ３位

シングルス ベスト１６
ダブルス ベスト１６

団体 組手 ベスト８
個人 形 岩尾優輝・梅本和陽 ベスト１６
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 ベスト８

女子組手 杉安玲南
団体
個人 永岡大知（4射0中で準決勝敗退） 井ノ上楽（4射1中で予選敗退）
団体
個人 阿部愛実（4射1中で予選敗退）

個人 シングルス 片山知哉 ベスト１６

個人 シングルス ベスト１６
バスケットボール同好会

平成２８年度　大分県高等学校野球連盟主催大会
１回戦　　杵　築　７－０　日　田
２回戦　　杵　築　３－５　臼　杵　

支部大会敗退

１回戦　　杵　築　４－１　大分高専
２回戦　　杵　築　１－５　藤　蔭
１回戦　　杵　築　１－４　大　分
１回戦　　　杵　築　５－２　日出総合
２回戦　　　杵　築　３－１　大分工業
３回戦　　　杵　築　３－２　大　分
準々決勝　杵　築　２－０　大分舞鶴
準決勝 　　杵　築　２－１　大分西
決勝　　　　杵　築　１－４　明　豊

個　人 団　体
組手 杉安玲南 ３位
形 杉安玲南 ５位

決勝リーグ進出決定戦　杵　築　２－２　三重総合（代表戦で敗退）
７３㎏級 石田真也 ３位
８１㎏級 髙橋俊樹 ２位

団体 １回戦　　杵　築　１－２　柳ヶ浦　
個人 ５７㎏級 岩永美紀 ３位

個人 ベスト８

団体 ３位
７７kg級 優勝
９４kg級 優勝
６２kg級 ２位
８５kg級 ２位

個人

２回戦　　杵　築　４－０  臼　杵
準々決勝　杵　築　３－２　大　分　
準決勝　　杵　築　３－１　三重総合
決　勝　　杵　築　１－２　明　豊

杉安玲南（個人組手・形）

空手道部
(10/22・23)

女子
個人

九州新人大会出場

柔道部
(10/29･30)

男子

団体
１回戦　　　　　　　　杵　築　３－２　日田林工　　　

３位
　　　決勝リーグ進出決定戦　杵　築　２－０　大　分
＜決勝リーグ＞　　１試合目　杵　築　１－４　三重総合
　　　　　　　　　２試合目　杵　築　１－１　大分鶴崎（引き分け）
　　　　　　　　　３試合目　杵　築　０－５　日　田

個人
藤原あみ
末松愛紗音

（桃崎夏乃・木村寧々）

柔道部
男子 団体

１回戦　　　杵　築　５－０　中津南　　　　　
ベスト８

準々決勝　　杵　築　１－４　柳ヶ浦　　　　
岩永美紀 ５７kg級

剣道部

男子

団体
＜トーナメント＞　　１回戦　杵　築　３－０　柳ヶ浦　　　

ベスト８　　　　　　　　　　２回戦　杵　築　３－２　昭和学園　　　
　　　決勝リーグ進出決定戦　杵　築　１－２　大分鶴崎　　　

個人
今山諒哉
小山田凪砂

今山諒哉

女子
団体

＜トーナメント＞ 　 ２回戦  杵　築　４－０　中津北

九州大会出場者

弓道部
男子

１次予選敗退

女子
１次予選８位で通過、２次予選１３位で敗退
丸尾典愛（4射1中で予選敗退）

テニス部

男子 団体

２回戦　　　杵　築　２－１　大　分

３位
３回戦　　　杵　築　２－０　日出暘谷
準々決勝　　杵　築　２－１　大分上野丘　　　　
準決勝　　　杵　築　０－２　大分舞鶴

女子
団体

１回戦　　　杵　築　２－０　別府羽室台・別府商業
ベスト８２回戦　　　杵　築　２－０　情報科学

準々決勝　　杵　築　０－２　福徳学院　　　　

個人
桃崎夏乃・木村寧々

　　　決勝リーグ進出決定戦　杵　築　３－０　中津南　　　
＜決勝リーグ＞　　１試合目　杵　築　０－３　明　豊
　　　　　　　　　２試合目　杵　築　１－３　東九州龍谷
　　　　　　　　　３試合目　杵　築　１－３　別府溝部学園

卓球部

空手道部

男子
準々決勝　杵　築　１－４　中津北　

女子

　１回戦　杵　築　１－３　東九州龍谷　

個人

バレーボール部 女子
２回戦　　杵　築　２－１　大分豊府    

ベスト１６
３回戦　　杵　築　１－２　大分商業    

男子 １回戦　　杵　築　63－85　佐伯鶴城　　　
阿部咲良

男子
団体

＜トーナメント＞　　２回戦　杵　築　３－０　楊志館　　　

３位

　　　　　　　　　　３回戦　杵　築　３－１　佐伯鶴城　　　
　　　決勝リーグ進出決定戦　杵　築　３－２　津久見　　　
＜決勝リーグ＞　　１試合目　杵　築　０－３　明　豊
　　　　　　　　　２試合目　杵　築　０－３　別府溝部学園
　　　　　　　　　３試合目　杵　築　１－３　中津東

女子
団体

＜トーナメント＞　　１回戦　杵　築　３－０　三重総合　　　

３位

　　　　　　　　　　２回戦　杵　築　３－０　大分商業　　　

野球部

第138回九州地区高等学校野球大会
　　　　　　　　 大分県予選(3/25～)

第129回大分県高等学校野球選手権大会

第98回全国高等学校野球選手権大分大会(7/6～)

第130回大分県高等学校野球選手権大会(8/27～)

第139回九州地区高等学校野球大会
　　　　　　　　　　　　 大分県予選(9/17～)

準優勝
（九州大会

出場権獲得）

平成２８年度　大分県高等学校新人大会
競　　技　　名 成　　　　　績

九州新人大会出場 髙橋俊樹

女子

剣道部
(11/12･13)

男子
団体 ２位

矢野晴紀
九州新人大会出場 団　体・矢野晴紀

女子 団体
１回戦  　杵　築　３－２　大分東明

ベスト８
準々決勝　杵　築　０－４　佐伯鶴城

ウエイトリフティング部

(11/6)
男子 個人

藤原周平
相部一郎
佐藤　匠
田坂飛竜

九州新人大会出場 藤原周平・相部一郎



総合 ２位
後藤孝祐 5000ｍＷ(27分51秒98) 優勝
大久保洸樹 走り高跳び(1ｍ80) 優勝
安部将人 八種競技(4920点) 優勝
豊田公貴 やり投げ(51ｍ04) ２位
中村俊哉・中川朋哉
三浦寿起・中山康生
中野絢太 棒高跳び(2ｍ80) ３位
安部将人 走り幅跳び(6ｍ74) ３位
山上雄己 三段跳び(13ｍ23) ３位
中山康生 ８００ｍ(2分01秒60) ４位
山上雄己 走り高跳び(1ｍ75) ４位
豊田公貴 円盤投げ(29ｍ98) ５位
相原龍征 やり投げ(47ｍ10) ５位
中村俊哉 ８００ｍ(2分04秒22) ６位
渡部豪琉 走り幅跳び(6ｍ32) ６位
渡部豪琉 三段跳び(12ｍ66) ６位

総合 ４位
松井美里 5000ｍＷ(30分11秒95) 優勝

２位
姫野綾香 ４００ｍ(1分01秒38) ３位
渡邉智世 走り高跳び(1ｍ50) ３位
赤井あい 棒高跳び(1ｍ80) ３位
酒井麻耶子 七種競技(2713点) ３位

４位
姫野綾香 ８００ｍ(2分28秒08) ４位
木林美優・宇佐美弥生
草野真衣・後藤優香
切封まりな やり投げ(34ｍ52) ４位

２００ｍ(26秒80) ６位
木林美優 走り幅跳び(4ｍ85) ６位
木林美優 三段跳び(10ｍ20) ６位

男子 団体

シングルス ベスト１６
ダブルス ベスト１６

団　体

シングルス ベスト１６
ダブルス ベスト１６

団体 優勝
優勝
優勝
２位
３位
２位

平行棒 優勝
２位

３位

３位
優勝
３位
２位
３位

男子 団体
女子 団体

サッカー部(1/14)

平成２８年度　各種大分県大会
競技名

２回戦　　杵　築　３－０　日田林工
準々決勝　杵　築　２－２　三重総合

　（代表決定戦負け）
１回戦　　杵　築　３－０　楊志館
準々決勝　杵　築　２－２　中津北

　　（本数負け）
２回戦　　杵　築　１－１　福徳学院（杵築の代表勝ち）

準々決勝　杵　築　１－１　大　分　（大分の代表勝ち）

１回戦　　杵　築　２－１　大分上野丘
準々決勝　杵　築　２－２　日　田　（日田の本数勝ち）

5000ｍＷ(30分54秒59)

九州新人大会出場

１回戦　　杵　築　０－３　別府鶴見丘　

２回戦　　杵　築　３－０　昭和学園　

女子

団体

２回戦　　　　　　　　杵　築　３－０　大分南

３位
決勝リーグ進出決定戦　杵　築　３－０　大分西

決勝リーグ
１試合目　杵　築　１－３　別府溝部学園
２試合目　杵　築　１－３　明　豊
３試合目　杵　築　３－０　中津東

個人
阿部咲良・豊田里穂
阿部咲良・矢野杏奈

九州新人大会出場 団　体

２回戦　　杵　築　３－５　日本文理大附属

予選敗退　

１回戦　　杵　築　70－58　大分高専　 　　　

２回戦　　杵　築　52－68　中津北

１回戦　　杵　築　２－０　大分南　　　

バスケットボール同好
会(10/30)

男子

バレーボール部
(1/21)

女子

体操部
(11/12･13)

男子

２１３.３００点

個人

木村颯太

個人総合
ゆか・つり輪
あん馬・平行棒
跳馬

安東明日輝

個人総合

予選トーナメント

陸上競技部

(9/17･18)

男子
個人

4×400ｍＲ(3分28秒97) ３位

後藤孝祐・大久保洸樹・安部将人・豊田公貴・中村俊哉・中川朋哉
三浦寿起・中山康生・中野絢太・山上雄己

女子 個人

東　小夏

後藤優香 １００ｍ(13秒32)

4×100ｍＲ(51秒85) ４位

九州新人大会出場 松井美里・東　小夏・姫野綾香・渡邉智世・赤井あい

後藤優香

２回戦　　杵　築　０－２　国　東

（片山知哉・廣瀨憲人）・（笠置拓也・時枝　来）
九州新人大会出場

古野裕也 鉄棒

テニス部
(10/22・23)

女子 団体 ３位準々決勝　杵　築　３－２　別府翔青

準決勝　　杵　築　０－３　大分上野丘

九州新人大会出場 団　体

卓球部
(11/12･13)

男子

団体

予選トーナメント

２回戦　　　　　　　　杵　築　３－０　中津南

３位

３回戦　　　　　　　　杵　築　３－０　大分鶴崎
決勝リーグ進出決定戦　杵　築　３－０　別府鶴見丘

決勝リーグ
１試合目　杵　築　０－３　明　豊
２試合目　杵　築　３－２　津久見
３試合目　杵　築　０－３　別府溝部学園

個人
片山知哉・浅野康成

男子

弓道部(10/8･9)
予選敗退　

大会名 成　　　　績

ゆか・跳馬

あん馬・つり輪

神田悠輔
個人総合
あん馬・跳馬・鉄棒
平行棒

木村優太 つり輪・鉄棒

剣道部

秋季高等学校新人剣道錬成大会
　　（県新人戦シード決定戦）
                  　　(8/27)

男子団体 ベスト８

女子団体 ベスト８

第14回全国高等学校剣道選抜大会
　　　　　　　　大分県予選(1/22)

男子団体 ベスト８

女子団体 ベスト８



男子個人 安藤勇大 ベスト１６
女子シングルス 阿部咲良 ３位
男子シングルス 片山知哉 ベスト８

片山知哉 ベスト８
浅野康成・山本雄也 ベスト１６

１年男子シングルス 廣瀨憲人・松浪一樹・江藤恭昭・時枝　来 ベスト１６
２年女子シングルス 阿部咲良・矢野杏奈・豊田里穂 ベスト１６
１年女子シングルス 矢野理紗・三浦まゆ ベスト１６
女子シングルス 豊田里穂 ベスト１６
男子シングルス 時枝　来 ベスト８
女子シングルス 阿部咲良 ベスト８

片山知哉 ２位
廣瀨憲人 ３位
江藤恭昭 ４位
豊田里穂 ２位
矢野杏奈 ３位
佐藤友香 ４位
１回戦　　杵　築　２－０　情報科学
２回戦　　杵　築　１－２　大分西
１回戦　　杵　築　２－０　宇　佐
２回戦　　杵　築　２－０　由　布
３回戦　　杵　築　０－２　鶴崎工業
運乘翔太 走り幅跳び(7m71) ２位
加藤浩登 400ｍ(51秒14) ２位
運乘翔太 三段跳び(14m20) ３位
小野泰介 5000ｍＷ(25分14秒52) ３位
安部将人 棒高跳び(3m80) ３位
藤原匠平・中川朋哉
中村俊哉・加藤浩登
中村俊哉・藤原匠平　
中川朋哉・三浦寿起

運乘翔太・加藤浩登・小野泰介・安部将人・藤原匠平
中川朋哉・中村俊哉・三浦寿起

宇佐美弥生 ４００ｍH(1分11秒67) 優勝
渡邉智世 走り高跳び(1m55) ２位
木林美優・宇佐美弥生
草野真衣・後藤優香
宇佐美弥生・木林美優
松井美里・清末智美
宇佐美弥生 100ｍＨ(17秒30) ６位
清末智美 400ｍＨ(1分16秒44) ６位
切封まりな やり投げ(35m21) ６位

宇佐美弥生・渡邉智世・清末智美・木林美優
草野真衣・後藤優香・松井美里・切封まりな

男子 １３位

女子 ７位

個人総合 優勝
(ブロック出場)

あん馬・鉄棒 優勝
跳馬 ３位

個人総合 ２位
(ブロック出場)

吊り輪･跳馬･平行棒･鉄棒 ２位
ゆか ３位

個人総合 ３位
(ブロック出場)

吊り輪･平行棒 優勝

個人総合 ４位
(ブロック出場)

跳馬 優勝
あん馬 ２位

個人総合 ６位
(ブロック補欠)

ゆか ２位
女子シングルス 河野玖美 ベスト１６
女子ダブルス 河野玖美・河野未来 ベスト１６

木村寧々 ベスト８
河野玖美 ベスト１６

６位
ベスト１６
ベスト３２

５位
ベスト３２

女子シングルス 木村寧々・河野玖美 ベスト１６
女子シングルス 河野未来・挾間星奈・岩佐栞里 ベスト３２
女子ダブルス （木村寧々・河野玖美） ５位
女子ダブルス ベスト１６

１回戦　　杵　築（３人残し）鶴崎工業
準々決勝　杵　築（３人残し）国　東

男子個人 髙橋俊樹 ８１㎏級 ３位
女子団体 １回戦　　杵　築　０－３　柳ヶ浦
女子個人 ５７㎏級 ３位

サッカー部 １回戦　　杵　築　 0－10　日本文理大附属

柔道部
第39回全国高等学校柔道選手権大会
　　　　　　　大分県大会(1/21･22)

男子団体

体操部 国民体育大会 大分県予選会(5/26) 男子個人

古野裕也

安東明日輝

木村優太

神田悠輔

木村颯太

テニス部

第22回大分県ジュニアテニス
選手権大会 (小手川杯) (8/5～8）
第8回大分県高等学校
秋季シングルス大会　 (8/27～)

女子シングルス

第13回冬季高等学校テニス選手権
                     (12/17～)

女子シングルス

女子ダブルス

第10回 SRIXON CHALLENGE CUP
（1年生大会）　　　　(1/22)

女子団体

卓球部

大分県少年少女卓球選手権大会(4/29)

大分県夏季卓球大会(7/18)

大分県高等学校１・２年生卓球大会(8/21)

２年男子シングルス

全日本卓球選手権大会 県予選会【ジュニアの部】(9/19)

大分県卓球選手権大会【シングルスの部】(11/3)

第44回全国高等学校選抜卓球大会
　　　　　　　　　大分県予選会
                       　(1/9)

男子シングルス

女子シングルス

ベスト１６

第69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(11/13・19)

ベスト１６

陸上競技部

第70回大分県陸上競技選手権大会(4/29･3

共通男子

４位

５位

九州選手権大会出場者

共通女子

３位

４位

九州選手権大会出場者

大分県高等学校駅伝競走大会(11/5)

女子バレーボール部

第6回大分県高等学校
フレッシュバレーボール優勝大会(9/10･11)

(1区)中村俊哉(2区)飯尾唯文(3区)原田直樹
(4区)宇都宮尚樹(5区)安部将人(6区)中山康生
(7区)小田原　諒   (ﾀｲﾑ)2時間36分30秒
(1区)松井美里(2区)姫野綾香(3区)東　小夏
(4区)厚田虹空(5区)後藤優希　 (ﾀｲﾑ)1時間26分30秒

4×400ｍＲ(3分26秒61)　

4×100ｍＲ(44秒28)　

4×100ｍＲ(51秒40)　

4×400ｍＲ(4分18秒87)　

第95回全国高等学校サッカー選手権大会 大分県大会(10/15～)

第３位

第44回九州ジュニアテニス選手権大会
　　　　　　　大分県予選(3/27～)

準決勝　　　　杵　築　１－２　国　東
３位決定戦　　杵　築　３－０　日出総合

（狹間菊乃・阿部恵夢）

木村寧々
河野玖美
河野未来
木村寧々・河野玖美
（河野未来・舟越まりか）（挾間星奈・衛藤香菜子）
予選第１戦　　杵　築　２－１　宇　佐
予選第２戦　　杵　築　２－１　大分雄城台Ａ

ベスト８

岩永美紀



１回戦　　杵　築　45－52　佐伯鶴城
１回戦　　杵　築　88－61　大分鶴崎
２回戦　　杵　築　90－37　高　田
３回戦　　杵　築　61－65　日出総合
２回戦　　杵　築　73－57　大分南
３回戦　　杵　築　51－96　津久見
１回戦　　杵　築　７９対６６　別府鶴見丘
２回戦　　杵　築　３７対１００大分工業

第63回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト（7/25～28）
放送部 アナウンス部門　 準々決勝敗退 宮永莉帆

第40回全国高等学校総合文化祭 －2016ひろしま総文-
小石　杏
団体

将棋部(8/2･3) 岡嵜冬弥

第25回国際高校生選抜書展（書の甲子園）
書道部 矢野栞奈・田坂真莉子

第53回全国競書大会
書道部

第40回全九州高等学校音楽コンクール(11/12)
河野翔磨

第38回九州高等学校放送コンテスト　大分大会(12/14～16)
放送部

平成２８年度大分県大会・コンクール等
部名

映像 今里優作
工芸 財前安奈

デザイン 山下瀬菜

鹿嶋ひかり
廣瀨憲人・辰已七海
梅田瑛梨香・古川なつ実・横川美公
吉野雅人・矢野真希
梅田瑛梨香・古川なつ実・横川美公

第63回
宮永莉帆（全国大会出場権獲得）

小石　杏

清末留奈・木村雨琉美・大塚朱寧

西村七海・麻生絵梨奈
木村雨琉美

大塚朱寧
（2年4組） ※十王祭で2年4組が作成した作品

１回戦　杵　築　１－２　大分舞鶴  
２回戦　杵　築　３－０　国　東
３回戦　杵　築　３－０　大分南  

岡嵜冬弥（全国大会出場権獲得）
佐伯拳士郎

１回戦　杵　築　１－２　国　東
２回戦　杵　築　０－３　大分上野丘
３回戦　杵　築　２－１　別府翔青  

個人戦 堀　怜南
個人戦 財前真夢

岡嵜冬弥
定村悠佑

第36回全国高校生読書体験記コンクール 古庄久美
河野翔磨（九州大会出場権獲得）
河野翔磨
緒方真優
伊東紗良・八木楓花

感想画 古長里穂

矢野栞奈・都留詩緒里

池田もも・板尾春菜・河野佑紀・伊東蒼未
第38回九州高校放送コンテスト大分県大会(11/6･13)

西村七海

岩尾歩美・河野佑紀

ラジオ番組部門 奨励賞

大会名

　  ＤＶＤスリー部門（会場生徒の人気投票） 最優秀賞

矢野真希・横川美公

文化部等の記録

３　位
４　位

入　選

放送部
(8/2･3)

朗読部門 優秀賞（１位相当）
オーディオピクチャー部門 文化連盟賞

男子個人 予選敗退（２勝２敗）

入　選

金剛峯寺賞

打楽器部門 金　賞

池田もも・河野佑紀

竹村　雫・小谷優生音・千葉知慧・

池田もも・板尾春菜・河野佑紀・伊東蒼未

岩田華実・金子祐也・榎本真帆
古長里穂（美術選択者）
岩田華実・山下瀬菜
上田美優・郷司果歩
（美術選択者）松田一虎・河野未愛

成　　　　績

橋本芽依・岩田華実・財前安奈

バスケットボール
同好会

南九州４県対抗バスケットボール選手権大会 大分県予選(4/3)

第47回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会
　　　　　　　　　　　　　大分県予選　(7/9･10)

ベスト１６

大分県高等学校バスケットボール1年生大会(10/8･9) パート３位

第47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        (12/17～)

美術部

第41回高文連美術専門部スケッチ大会(5/28) 推　奨
第41回大分県高等学校総合文化祭 優秀賞

第34回高山辰雄賞ジュニア美術展(8/23～28) 推　奨

第65回高文連美術・書道・写真中央展
　　　　　　（美術・工芸の部）

最優秀賞
優秀賞
優良賞

第36回大分県ジュニアデザイン展 推　奨

書道部

第54回高文連席上揮毫大会（臨書の部）(8/5) 推　奨

第29回大分県高等学校競書展(1/8)
硬筆の部

大分県議会議長賞
高教研書道部会賞

推　奨

毛筆の部
高教研書道部会賞

推　奨

放送部

　  アナウンス部門 優良賞
　 アナウンス部門 決勝進出
　 朗読部門 奨励賞
　 朗読部門 決勝進出
　 ラジオドキュメント部門 奨励賞

　  ラジオ番組部門 優良賞
　 アナウンス部門 奨励賞
　 アナウンス部門 決勝進出
　 朗読部門 奨励賞
　 朗読部門 決勝進出

吹奏楽部
第53回大分県吹奏楽コンクール 高等学校の部(7/23) 銀　賞
第42回大分県アンサンブルコンテスト(12/25) 金　賞
大分県高文連ブラスカーニバル(1/9) 銀　賞

将棋部

大分県高等学校将棋選手権大
会　　(5/28･29)

男子
団体戦

大分県高等学校将棋新人大会(11/6) 個人戦
６　位

４位

個人戦
２　位
敢闘賞

女子
団体戦 ３位

４　位
第29回 全国高等学校将棋竜王戦

第65回大分県高等学校音楽コンクール　打楽器部門　(8/28) 金　賞
第44回大分県音楽コンクール（高等学校の部）打楽器部門　(10/16) １　位

第55回大分県読書活動コンクール
優秀賞
優良賞
優良賞

感想文


