
Ｎｏ．１

参加

生徒数

大分商業高校 上野浩一

大分東明高校 牧　詩織

柴　遙香 山添乃澄 中尾美優 西田日向子 上杉莉子

上村蓮華 川野有理 吉良彩伽 後藤慈海 髙田未羽

鷹取　　心 鶴﨑藍音 寺西美紗樹 河野美聖

一木梨乃 小野萌々子 蔵本花音 飛田花野 石川涼佳

大島優香 重光のどか 福永晃子 森次柚依 安西陽香

大島瑞己 小川　　駿 木村スミレ 兒玉あゆみ 藤井美優

近藤藍莉 中村結衣 原田千帆里 吉田　　鈴 渡邉桃加

佐藤　　凜 園田理子 髙野萌衣 久松美貴 森　　風夏

内田妃奈子 辛島結衣 後藤夏子 後藤穂乃実 後藤百萌

菅原なつめ 春山はな乃 武藤真璃 芳井友奈 吉田圭織

吉田　　葉 阿南日菜子 伊佐まおり 黒田天舞 伊東史夏

岩﨑優理 小野　　茜 後藤可琳 近藤采弥 井上和奏

古長桃花 櫻井麻志保 立麻未向 内藤ももこ 藤井慶太

船瀬美希 曾根崎裕子 河野真佳 河野愛美 釘宮ひより

楠田なつ 吉本彩花 石川真衣 佐藤潤介 若林丹里

大津泰人 小野真奈 小松美沙季 髙柳京果 鷲尾　　蓮

尾﨑華奈 安部歩花 尾石彩夏 黒田美夢 矢野花香

廣石未来 渡邊結衣 麻生夢香 内田夕雅 橋本真羽

安部日和 井餘田理心 佐藤幸姫 髙野結衣 長谷川凜

廣戸南瑠 　　衞藤　　柊　　　富田優花 山田美羽 明日七星

安部　　遥 釘宮捺希 完山静梨

昭和学園高校 深見知南 小田悠太 小西勇輝 田吹杏花里 斉藤愛美 古賀紫帆子 5

竹田高校 有馬史織　他２名 西真由子 森　唯那 2

日本文理大学附属高校 久保田美香 金田真侑 小寺望里 2

大分南高校 鹿苑晋史　他２名 今村尚暉 岡﨑さやか 脇谷　　泉 3

大分高校 本城花咲 1

佐藤汰一 藤田紫織 岩下晴香 荻野智菜 園田唯我

西本孝太 平松のあ 衛藤伸太朗 久米真之亮 栗林　　蓮

中尾陸人 志手悠人 松下由磨 稲葉里紗 衞藤海斗

大関海斗 中村　　暖 後藤音葉 日野ちひろ 後藤愛梨

佐藤有望 山下　　忍 阿部海斗

上木　真由香 長友　月海 秋吉　綾香 渡邉　円香 安東　美羽

成松　悠香 西田　詩織 衛藤　瑠華 板井　柚菜 甲斐　まなみ

羽田野　木葉 山田　柊平 楫西　奈緒 古長　里菜 川野　陽菜

安東　小雪 阿部　剛暉 末綱　りお 後藤　海耶 川邉　麻実子

平松　かの 大塚　美三希 長友　日海 釘宮　亜実 佐藤　夏恋

吉良　咲希 鴨川　さくら 平松　歩 匹田　夢花 佐藤　萌

田島　碧里 倉橋　悠夏 吉村　陽菜 姫野　智史 首藤　優

徳丸　咲良 渡邉　鈴 池田　みゆ 井上　桜 野島　二胡

長野　楓 安藤　七星 上田　歩美 丸井　亜子 一宮　凛

黒木　ちひろ 井上　未夢香 佐藤　陽 曽我　怜香 平　沙弥加

中島　彩妃 大塚　愛呼 高山　奈々華 恒廣　莉穂 友成　萌絵

藤家　真奈 小田部　麗夏 田染　愛嘉 丸山　優希 大塚　睦紀

山﨑　映菜 工藤　菜乃佳 狭間　百華 小山　礼耶 小野　颯也

江嶋　莉央 藤嶋　美月 渡辺　由樹 脇谷　瑞穂 川野　柚歌

亀井　麻鈴 安達　風花 兵頭　摩利愛 小川　明都 筑紫　果音

真田　実咲 泉　恵利香 池田　爽来 稲生　旬 富来　葵

竹尾　凛 板倉　桃可 仲道　理香子 菊口　陽菜 村上　里胡

工藤　果音 古賀　唯奈 藤﨑　優 工藤　琴乃 渡邉　礼愛

恒川紗里奈 竹下緑 江藤尚世 亀山桃英 後藤佳奈

後藤なな 荒添佑果 石戸都音菜 井上花音 後藤萌乃香

眞方亜優 梅田彩由 佐藤朋音 曽根﨑麻未子 長曽我部江里

本田玲衣 緒方翔馬 藤田智也

平面・絵画 爽風館高校 池邉麻由 神田悠月 1

立体・彫刻 日田三隈高校 小川佳子 和田莉奈 1

平面・絵画 中津南高校 井上和巳 工藤聖史 1

立体・工芸 宇佐産業科学高校 本間秀志 花咲雪耶 1

平面・デザイン 玖珠美山高校 井ノ上義弘 池部晴香 1

平面・デザイン 杵築高校 井ノ上佐和子 今富詠李 1

平面・絵画 芸術緑丘高校 汐月　　顕 植木麻琴 1

加来達彦
　　他２名

マーチングバンド 大分商業高校
上野　浩一
　　　他３名

美術・工芸

パレード
マーチングバンド部門参照

バトントワリング部門参照

第43回全国高等学校総合文化祭（2019さが総文)部門別参加者一覧

部　　　　門 学校名 引率者 参加生徒氏名

23

合　　唱 芸術緑丘高校 植木千明 14

吹 奏 楽 大分豊府高校
園田克典
　　他２名

65

日本音楽 臼杵高校 石川明徳 23

吟詠剣詩舞

郷土芸能 由布高校

90

バトントワリング 大分東明高校
牧　　詩織
　　　他2名

18
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杵築高校 徳永直恵 白井結衣 1

大分南高校 鹿苑晋史 脇谷　　泉 1

大分豊府高校 堀谷　　桂 丹野美里 1

竹田高校 有馬史織　他１名 佐藤千春 1

大分高校 松下　　航 吉良貴弘 吉田初咲 2

鶴崎工業高校 甲斐久生 小野桃花 玉田珠蘭 2

別府翔青高校 渡邉友美 森あす香 1

大分国際情報高校 佐藤　　茂 後藤向日葵 1

大分東明高校 吉田裕叶 河野桜子 1

大分豊府高校 丸田晃子 廣瀬奈那 1

大分南高校 池田耕三 中尾暖奈 1

大分舞鶴高校 齋藤　龍一 長岡真耶 1

大分舞鶴高校 齋藤　龍一 刀祢優月 津留もな実 2

大分高校 後藤　章文 羽田野愛 1

ｵｰﾃﾞｨｵﾋﾟｸﾁｬｰ 大分舞鶴高校 齋藤　龍一 齋藤優多 他2名 3

大分高校 後藤　章文 石井愛梨 1

大分上野丘高校 髙橋智彦 志賀春日 他2名 3

日田林工高校 佐藤昌宏 梶原　　涼 1

由布高校 吉良千春 得丸愛央 1

大分鶴崎高校 久保田駿之介 1

男子個人戦 大分西高校 日高昇治 日高陽光 1

女子個人戦 大分上野丘高校 江川俊彦 吉武杏夏 1

男子団体戦 大分豊府高校 池邉良介 大谷　　樹 後藤颯斗 嘉木啓人 3

女子団体戦 東九州龍谷高校 花崎充伸 高橋真美子 石堂真悠 一木咲良 3

別府鶴見丘高校 森　　辰也 高木滉伸 1

大分豊府高校 池邉良介 坪居史也 1

大分上野丘高校 須藤泰史 松田理沙 1

大分東明高校 安西美由紀 安西伊吹 1

大分南高校 首藤愛実 藤澤ちひろ 1

昭和学園高校 平　　善浩 桜木麻菜美 1

井上雅人 小野こゆき 久保裕一朗 南　　菜々 川鶴隼也

古賀彩花 大塚ひかる

日田高校 石谷佳永恵 1

大分上野丘高校 北崎貴寛 沓掛由奈 川上祐香 幸　拓矢 3

大分豊府高校 西裕一郎 鱸　　太晟 和田真歩 秦幸太郎 3

短歌 大分上野丘高校 江藤義光 上村日那乃 1

俳句 大分上野丘高校 江藤義光 武田和奈 1

散文 大分鶴崎高校 坂本千秋 小澤俊輔 1

詩 国東高校 小山田治 藤園瑠衣 1

文芸部誌 大分鶴崎高校 坂本千秋 後藤瑛樹 1

研究発表(物理) 大分上野丘高校 手島　隆文 米本優太 井上美波 2

研究発表(化学) 大分上野丘高校 高橋慎一郎 吉田優香 松井佳咲音 2

研究発表(生物) 日田高校 船津勇一 塚田多映子 大蔵朱音 2

研究発表(地学) 大分舞鶴高校 深町真由 小出拓実 川北怜央 2

研究発表(ポスター発表) 大分上野丘高校 高橋慎一郎他1名 今川倭歌 刈屋夏明 2

大分西高校 蔵本　盛生 阿部百花 丹生きづな 甲斐悠季乃 3

大分西高校 水江弥生 山崎佑莉 山本夢羽 渡邉春奈 3

演劇 生徒講評委員 大分豊府高校 中原久典 太田乃愛 1

330

330

第43回全国高等学校総合文化祭（2019さが総文)部門別参加者一覧

部　　　　門 学校名 引率者 参加生徒氏名

弁　　論

書　　道

写　　真

放　　送

アナウンス

朗　読

ﾋﾞﾃﾞｵﾒｯｾｰｼﾞ

囲　　碁

団体戦

将　　棋 男子個人戦

女子個人戦

小倉百人一首かるた
中津南高校 竹之下裕司 7

新　　聞

文　　芸

自然科学

ＪＲＣ・ボランティア

茶道

小　　　　計

合　　　　計


