
第６４回（平成２８年度）大分県高等学校総合体育大会 玖珠美山高校結果一覧 

【種目別試合結果】 

競技 実施日 会場 種別 結果 

ラグビー ５月２２日（土） 駄ノ原自由広場 １回戦 美山 7 － 12 日本文理大附属  敗退 

テニス（男） ５月３０日（月） 大分スポーツ公園 団体１回戦 美山 0 － 2 日出総合 敗退 

個人ダブルス１回戦 美山(梶原・松山) 2 － 6 別府鶴見丘 敗退 

６月 ５日（日） 大分スポーツ公園 個人シングルス１回戦 美山(梶原) 6 － 7 中津南 敗退 

テニス（女） ５月３０日（日） 大分スポーツ公園 団体１回戦 美山 0 － 2 情報科学 敗退 

６月 ５日（日） 駄の原テニスコート 個人シングルス１回戦 美山(横塚) 0 － 6 舞鶴 敗退 

美山(佐藤) 6 － 3 明豊 勝利 

美山(穴井) 3 － 6 中津南  敗退 

個人シングルス２回戦 美山(佐藤) 0 － 6 舞鶴 敗退 

卓球（男） ６月 ４日（土） 別府総合体育館 学校対抗１回戦 美山 0 － 3 大分西 敗退 

バレーボール ６月 ４日（土） 大分西高校 １回戦 美山 0 － 2 佐伯鶴城 敗退 

（第１Ｓ 12 － 25 ／ 第２Ｓ 11 － 25）   

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ６月 ４日（土） 大分西高校 ２回戦 美山 40 － 100 大分鶴崎 敗退 

陸上 ６月 ４日（土） 大分市営陸上競技場 男子 1500ｍ準決勝 樋口・佐藤 決勝進出 

男子 1500ｍ決勝 (佐藤黎)５位入賞 

(樋口)12 位 

男子 400ｍ準決勝 梅木 決勝進出 

男子 400ｍ決勝 梅木 ８位 

６月 ５日（日） 大分市営陸上競技場 女子円盤投げ決勝 (田中)６位入賞 

男子 800ｍ準決勝 (若杉)敗退 

(佐藤黎)決勝進出 

男子 800ｍ決勝 (佐藤黎)４位入賞 

男子 100ｍ準決勝 (本松)敗退 

男子 3000ｍ障害準決勝 (樋口)決勝進出 

男子やりなげ決勝 (長野)敗退 

男子 4×400ｍリレー予選 (若杉・梅木・廣田・佐藤黎)決勝進出 

６月 ５日（月） 大分市営陸上競技場 男子 3000ｍ障害決勝 

男子 200ｍ準決勝 

男子 4×400ｍリレー決勝 

(樋口)３位入賞 タイム 9分 29秒 98 

(本松)敗退 

(若杉・梅木・廣田・佐藤黎)４位入賞 

水泳 ６月 ４日（土） 別府青山プール 男子 50ｍ自由形予選 (畝原)11 位 敗退 

６月 ５日（日） 別府青山プール 男子 100ｍ背泳ぎ予選 (畝原)11 位 敗退 

なぎなた ６月 ５日（日） 大分西高校 演技競技 予選リーグ 曽我・熊谷 １勝４敗 敗退 

小川・笠原 ２勝３敗 敗退 

井藤・青木 ０勝５敗 敗退 

試合競技 予選リーグ 小川 ０勝３敗 敗退 

熊谷 ０勝２敗 敗退 

少林寺拳法 ６月 ５日（日） 九重文化センター 女子 団体演武 優勝 

女子 単独規定演武 (甲斐)優勝 

(溝口)準優勝 

女子 単独自由演武 (陶山)優勝 

男子 単独演武 (熊谷)４位 

ホッケー ６月 ５日（日） メルヘンの森ホッケー場 男女決勝 美山(男子部) 14 － 0 美山(女子部) 

両チーム優勝 

 

【入賞・上位大会進出】 

競技 成績 備考 

陸上 男子 1500ｍ５位入賞（3-1 佐藤黎治）  男子 800ｍ４位入賞（3-1 佐藤黎治） 

女子円盤投げ６位入賞(3-3 田中里奈)  男子 3000ｍ障害３位入賞（3-1 樋口知哉） 

男子 4×400ｍリレー４位入賞 

(3-1 佐藤黎治、3-2 梅木将馬・若杉大成、3-4 廣田銀河) 

北九州大会出場権獲得 

ホッケー男子 優勝 九州大会出場権獲得 

ホッケー女子 優勝 九州大会出場権獲得 

なぎなた 演技競技（3-5小川智郁・笠原芽） 試合競技（2-2 熊谷百合） 九州大会出場権獲得 

少林寺拳法 女子団体演武優勝  

(2-1 戸川瑞稀、2-2 小畠萌花・陶山茜・中霜佳奈、2-3・河野優花・吉住美菜) 

女子単独自由演武優勝（2-2 陶山茜） 

九州大会、インターハイ 

出場権獲得 

女子単独規定演武（2-1 甲斐かな）同準優勝（1-2 溝口綺乃） 九州大会出場権獲得 

 


