
平成 26年度 大分県高校総体の結果 

部活動名  成  績 開催月 

陸上競技 竹本 一晴（２年）･･･男子走幅跳  

 竹本 一晴（２年）･･･男子三段跳  

 金田 七海（３年）･･･女子２００ｍ決勝 ７位 

 上西  優（２年）･･･女子走幅跳 ７位 

 金田 七海（３年）・上西 優・古江 咲（２年）・横山 知尋（１年） 

･･･女子４×１００ｍリレー決勝  

６位【北九州大会出場】 

６位【北九州大会出場】 

7位 

7位 

 

7位 

５月 

水  泳 ＜個人＞ 

東木 亮太 （3年） バタフライ１００m  

           バタフライ２００m  

塚本涼太郎 （3年） 自由形５０m  

           自由形１００m  

津々良佳也希（3年） 平泳ぎ１００m  

 

奥 亜香里 （2年） 平泳ぎ１００m  

長野俊太朗 （2年） 背泳ぎ１００m  

           背泳ぎ２００m  

 

塚本 向陽 （1年） 自由形１００m   

           平泳ぎ１００m  

植山ふみ乃 （1年） 自由形１００m  

           自由形２００m  

林 南々子 （1年） 自由形５０m  

           自由形１００m  

＜リレー＞ 

男子(東木・塚本涼・長野・塚本向)  メドレーリレー４００m  

                  フリーリレー４００m  

女子(津々良・奥・植山・林)     メドレーリレー４００m 

フリーリレー４００m  

＜総合成績＞ 

男子総合５位・女子総合４位 

 

予選落ち 

６位【九州大会出場】 

 

５位【九州大会出場】 

３位【九州大会出場】 

４位【九州大会出場】 

 

５位 

６位 

５位【九州大会出場】 

 

予選落ち 

予選落ち 

 

６位 

４位【九州大会出場】 

２位【九州大会出場】 

３位【九州大会出場】 

 

５位【九州大会出場】 

５位【九州大会出場】 

 

３位【九州大会出場】 

３位【九州大会出場】 

 

５・６月 

男子バスケット             対宇佐    ７７－５６ 

            対津久見   ８７－６１ 

            対柳ヶ浦   ５１－１０１ 

2回戦勝利 

3回戦勝利 

準々決勝敗退（ベスト８） 

５・６月 

女子バスケット             対別府青山 １４７－４４ 

            対大分東明  ８９－４９ 

            対大分商業  ７０－６９ 

            対藤蔭    ４７－８１ 

            対中津北   ３３－９５ 

            対大分鶴崎  ７２－９５ 

１回戦勝利 

２回戦勝利 

準々決勝勝利 

決勝リーグ 

決勝リーグ 

決勝リーグ（ 第4位 ） 

５・６月 

卓  球 女子団体        対大分東明   ３－０ 

            対大分     ３－０ 

            対大分商業   １－３ 

女子ダブルス    和田③・田中③（vs岸田・山口 溝部) ３－０ 

（vs三浦・前山 舞鶴) ３－１ 

（vs水原・近藤 明豊) ０－３ 

掘田②・山口①（vs原田・柳田 溝部) １－３ 

男子シングルス   堀江航平（2年）（vs伊賀 大工)    ０－３ 

女子シングルス   山口真歩（1年）（vs黒木 溝部)    １－３ 

堀田怜未（2年）（vs溝部 鶴崎)    ３－０ 

（vs橋本 大分商)   ０－３  

本山美晴（3年）（vs郡田 上野丘)   ３－０ 

（vs近藤 明豊)    ０－３ 

和田結衣（3年）（vs岸田 溝部)    ３－１ 

（vs桜井 大分)       ３－０ 

（vs小島 明豊)    １－３  

          田中結菜（3年）（vs姫野 臼杵)    ３－０  

（vs相澤 大分商)   ３－１ 

（vs關谷 明豊)    １－３ 

１回戦勝利 

2回戦勝利 

3回戦敗退（ベスト８） 

１回戦勝利 

2回戦勝利 

3回戦敗退（ベスト８） 

１回戦敗退 

１回戦敗退 

１回戦敗退 

2回戦勝利 

3回戦敗退 

１回戦勝利 

2回戦敗退 

2回戦勝利 

3回戦勝利 

4回戦敗退（ベスト１６） 

１回戦勝利 

2回戦勝利 

3回戦敗退 

５・６月 

サッカー             対大分雄城台    ２－３ 

 

２回戦敗退 ５月 



柔  道 

 

 

男子団体        対三重総合     ０－５ 

男子個人        73ｋｇ級  高橋 直廣（３年） 

            90ｋｇ級  杉田  響（２年） 

１回戦敗退 

１回戦敗退 

１回戦敗退 

５・６月 

 

 

剣  道 

 

 

 

 

 

 

 

男子団体        対大分鶴崎  １－４ 

             

女子団体        対大分舞鶴  ３－２ 

            対杵築    １－２ 

男子個人        桃坂 音也（2年）(vs川田・大分) 

            二田 悠史（3年）(vs河野・大分高専) 

田中 大雅（1年）(vs堀田・福徳) 

桃坂 香助（1年）(vs吉武・鶴崎) 

女子個人        清水 夏緒（3年）(vs荒尾・大分南 

(vs姫島・臼杵) 

(vs廣石・大分鶴崎) 

            朝吹友里菜（1年）(vs鶴田・舞鶴) 

松永 秋乃（2年）(vs三浦・臼杵) 

            友松 稚子（3年）(vs水口・佐伯鶴城)            

１回戦敗退 

 

1回戦勝利 

2回戦敗退（ベスト８） 

1回戦敗退 

1回戦敗退 

1回戦敗退 

1回戦敗退 

1回戦勝利 

2回戦勝利 

3回戦敗退（ベスト16） 

1回戦敗退 

1回戦敗退 

1回戦敗退 

５・６月 

弓  道 男子団体         

女子団体         

男子個人        ４名参加 

            宮脇 孝幸（3年） 

女子個人        4名参加   

予選敗退 

予選敗退 

3名予選敗退 

３位【九州大会出場】 

予選敗退 

５・６月 

男子テニス   男子団体      対津久見海洋科学校  ２－０ 

            対大分東明 １－２             

  男子ダブルス    黒永③・赤池③（vs西山・長岡 青山) 

                   （vs向井・九島 青山) 

男子シングルス   植村元紀（3年）(vs田中・福徳) 

黒永至朗（3年）(vs牧・鶴崎) 

(vs首藤・青山)   

２回戦勝利 

３回戦敗退 

１回戦勝利 

2回線敗退 

１回戦敗退 

１回戦勝利 

2回線敗退 

５・６月 

女子テニス   女子団体      対 森   ２－０ 

            対大分西  ０－２ 

  女子ダブルス    河野③・大冨③（vs井上・目代 別商) 

                   （vs横田・小野 大分西) 

  女子シングルス   枌 優里（3年）(vs落合・高田) 

                    (vs田中・青山) 

大冨美緒（3年）(vs伊藤・鶴見丘)  

(vs仲野・舞鶴)  

１回戦勝利 

２回戦敗退 

1回戦勝利 

2回戦敗退 

1回戦勝利 

2回戦敗退 

1回戦勝利 

2回戦敗退 

５・６月 

空手道 男子個人 形      岡田 竜司（2年） 

浅田 祐樹（3年） 

松本 祐汰（3年） 

岩佐 祐介（2年） 

男子個人 組手     岩佐 祐介（2年）(vs三代・大分南) 

岡田 竜司（2年）(vs安達・柳ヶ浦) 

         (vs齋藤・楊志館) 

浅田 祐樹（3年）(vs高橋・鶴見丘) 

安部 健也（3年）(vs坪根・東九州龍谷) 

 (vs安達・柳ヶ浦) 

松本 祐汰（3年）(vs橋口・日田林工)  

           (vs宮垣・東九州龍谷)  

男子団体組手      対大分上野丘 ３－１ 

            対柳ヶ浦   ０－５ 

1回戦敗退 

1回戦敗退 

1回戦敗退 

1回戦敗退 

1回戦敗退 

1回戦勝利 

2回戦敗退 

2回戦敗退 

2回戦勝利 

3回戦敗退 

1回戦勝利 

2回戦敗退 

1回戦勝利 

2回戦敗退 

５・６月 

 


