
   

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 65 回大分
県高等学校総合体育大会」が６月３日から３日間の日程で開催されました。本校は 13 競技に総勢 177 名の選手団で
臨み、十王魂を胸に大いに奮闘しました。特に、本年度は総合開会式で、創立１２０周年を迎えたことをアピールす
るため、横断幕を手に代表選手団が堂々と 入場行進を行いました。 
 大会終了後には報告会を実施しましたが、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へ感謝の言葉が述べられました。 
 上位入賞を果たした部及び個人を紹介します。上位入賞者のほとんどが上位大会に出場します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【陸上競技部（男子）】                  【陸上競技部（女子）】 

  総合優勝（２年連続７回目）           総合３位 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

       ☆以上の入賞者（一部を除く）はインターハイ北九州地区予選会に出場。 

5000ｍＷ   優勝 宇都宮 尚樹(３年･安岐) 

走り高跳び 優勝 大久保 洸樹(２年･宇佐) 

走り幅跳び 優勝 安部 将人(３年･山の手) 

走り高跳び ２位 安部 将人 

400ｍ ３位 中山 康生(３年･杵築) 

800ｍ ３位 中山 康生 

4×400ｍＲ ３位 

中村 俊哉(３年･杵築) 

中川 朋哉(３年･杵築) 

原田 直樹(２年･山香) 

中山 康生 

走り幅跳び ３位 渡部 豪琉(２年・青山) 

やり投げ ３位 豊田 公貴(３年･山香) 

八種競技  ３位 安部 将人 

5000ｍＷ  ４位 小田原 諒(２年･安岐) 

棒高跳び  ４位 中野 絢太(２年･杵築) 

三段跳び  ４位 渡部 豪琉 

4×100ｍＲ ５位 

中村 俊哉 
中川 朋哉 
渡部 豪琉 
三浦 寿起（3 年･山香） 

100ｍＨ 優勝 宇佐美 弥生(３年･杵築) 

5000ｍＷ 優勝 
松井 美里（３年・宗近） 
   ※大会新記録 

5000ｍＷ ２位 東 小夏（２年・安岐） 

七種競技 ３位 酒井 麻耶子（３年・杵築）

400ｍＨ ４位 宇佐美 弥生 

走り高跳び ４位 渡邉 智世（３年・鶴見台）

棒高跳び ４位 赤井 あい（２年・山香） 

5000ｍＷ ５位 永松 朋実（１年・安岐） 

4×100ｍＲ ５位 

木林 美優(３年･安岐) 

宇佐美 弥生 

草野 真衣(２年･山香) 

恒松 奏子(２年･鶴見台) 

やり投げ ５位 切封 まりな(３年･山香) 

走り幅跳び ６位 安部 柚花（１年･青山) 

三段跳び ６位 木林 美優 

走り高跳び ６位 山上 雄己（2 年・浜脇） 

三段跳び ６位 三ヶ尻 京和(１年･鶴見台) 

八種競技 ６位 中野 絢太 
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体操部４年連続、陸上競技部（男子総合）2 年連続７回目の栄冠！



岩田さんの作品

【体操部】                      【ウエイトリフティング部】 
 男子団体 優勝（４年連続１１回目）      男子団体 ２位 

  
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ☆藤原君はインターハイ及び九州大会に出場。 
     他の男子４名は九州大会に出場。 
   
  【卓球部】 

  ☆インターハイ及び九州大会に出場。        男子団体 ３位 
【剣道部】                      女子団体 ３位 
  女子個人３位 矢野 あすか(２年･杵築)     【水泳(飛込競技）】     
          ☆九州大会に出場。        高飛び込み 優勝 
【空手道部】                     飛び板飛び込み 優勝           
  女子個人組手ベスト８ 杉安 玲南(２年･杵築)      江藤 眞透 
     ☆代表決定戦で九州大会の出場権獲得。        （１年・鶴見台） 
【柔道部】                                 ☆九州大会に出場。      
   男子団体３位                                          
   女子個人５７kg 級３位 岩永 美紀(３年･三光) 
  

 
 
  

【美術部】 
 2017 春季県美展 
  奨励賞 岩田 華実(３年･宗近)  
 第 42 回高文連美術専門部 
         スケッチ大会 
  推奨 岩田 華実 
     山下 瀬菜(３年･杵築) 
     郷司 果歩(２年･安岐) 
     小関 遥佳(１年･山香) 
【将棋部】 
 第 32 回大分県高等学校将棋選手権大会 
   女子個人 優勝 堀 怜南（３年・安岐）  
   男子個人 ２ 位 岡嵜 冬弥（２年・武蔵）    
     ☆２名とも全国大会に出場。 
 

個人総合 
ゆか・つり輪・平行棒 

優勝 木村 優太 
 (３年･大在) 

あん馬 ３位 

個人総合 ２位 
木村 颯太 
 (２年･大在) 

ゆか・平行棒・鉄棒 ２位 

つり輪 ３位 

跳馬・鉄棒 優勝 神田 悠輔 
 （３年･城南)  平行棒 ３位 

あん馬・つり輪・跳馬 ２位 安東 明日輝 
 (３年･城東) ゆか ３位 

跳馬 ３位 
古野 裕也 
 (２年･稙田南) 

７７kg 級 優勝 藤原 周平(３年･杵築） 

１０５kg 級 優勝 相部 一郎（３年･武蔵) 

６２kg 級 ３位 佐藤   匠(３年･日出) 

８５kg 級 ３位 田坂 飛竜（２年･宗近) 

６９kg 級 ４位 衞藤   昌(１年･山の手) 

女子個人 

５３kg 級 優勝 野田 真穂（１年・朝日） 

 本年度も中学生体験入学「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
で好評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。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。 

杵高オープンスクールを開催！

文化部も活躍 伝統の風を受けて前へ！ 

年間企画 ～120 年目の杵高～ 

 ２つめの重点目標は「文武両道の体現」で
す。ただ取り組むのではなく、他の追随を許さ
ないほどの”圧倒的”な文武両道を成し遂げても
らうためです。これまでの歴史の中で多くの先
輩諸氏が成し遂げてきたことを、今日杵高に集
う生徒たちにも迫ってもらいたいという願いを
込めています。今回の誌面は県総体の結果が主
な内容ですが、見る限りでは文化活動も含め
「十王魂」の体現は計れていると思います。 

毎日の決まった時間を全力で過ごすという当
たり前のことに、日々挑戦し続けていきます。 


