
部　名 種　　　　目 氏　　　　名 結　　　　果 備　考(上級大会等）

1 陸上競技 女子団体 総合優勝（３年ぶり３３回目） 九州大会

女子 １００ｍ　　２００ｍ 都甲　留楓 １００ｍ　３位　　２００ｍ　３位 北九州地区予選大会

４００ｍ　　４００ｍＨ 日隈　彩美 ４００ｍ　４位　　４００ｍＨ　４位 （インターハイ予選）

４００ｍ 薬師寺　彩佳 ４００ｍ　６位

８００ｍ　　１５００ｍ 首藤　紗英 ８００ｍ　１位　　１５００ｍ　１位

８００ｍ　　１５００ｍ 工藤　杏華 ８００ｍ　３位　　１５００ｍ　４位

８００ｍ　　５０００ｍＷ 相馬　遥香 ８００ｍ　６位　　５０００ｍＷ　３位

１５００ｍ　　３０００ｍ 武田　桃佳 １５００ｍ　５位　　３０００ｍ　３位

３０００ｍ 木本　　舞 ３０００ｍ　　５位

１００ｍH　　４００ｍH 高橋　美理 １００ｍH　　１位　　　４００ｍH　　１位

１００ｍＨ 角田　彩佳 １００ｍＨ　５位

４００ｍＨ 三代　紗織 ４００ｍＨ　６位

５０００ｍＷ 林　望乃佳 ５０００ｍＷ　４位

５０００ｍＷ 小手川　紀名子 ５０００ｍＷ　５位

４×１００ｍＲ 宇都・高橋・日隈・都甲 ４×１００ｍＲ　　２位

４×４００ｍＲ 日隈・首藤・薬師寺・高橋 ４×４００ｍＲ　　１位

陸上競技　　 ５０００ｍW 井上　平蔵 1位 九州大会

男子 ３０００ｍSC 藤井　雄大 ３位 北九州地区予選大会

３０００ｍSC 河野　拓実 5位 （インターハイ予選）

１５００ｍ 中山　瞬一 4位

１５００ｍ 淵　喜輝 5位

５０００ｍ 淵　喜輝 4位

２ 体　　　操 男子個人総合 中野竜之介 １位 九州大会、インターハイ出場

ゆか 中野竜之介 １位

あん馬 中野竜之介 １位

つり輪 中野竜之介 １位

跳馬 中野竜之介 ２位

平行棒 中野竜之介 １位

鉄棒 中野竜之介 １位

女子団体総合 藤原、大原花、合澤、大原菜 １位 九州大会、インターハイ出場

女子個人総合 藤原咲那 １位 九州大会、インターハイ出場

合澤花穂 ２位 九州大会、インターハイ出場

大原菜穂 ３位 九州大会、インターハイ出場

大原花穂 九州大会、インターハイ出場

日名子紗奈 九州大会、インターハイ出場

山﨑由実子 九州大会、インターハイ出場

平川未来 九州大会、インターハイ出場

高瀬美琴 九州大会、インターハイ出場

池田晴南 九州大会出場

藤澤百恵 九州大会出場

跳馬 藤原咲那 １位

合澤花穂 ２位

大原菜穂 ３位

段違い平行棒 藤原咲那 １位

大原菜穂 ２位

合澤花穂 ３位

平均台 藤原咲那 １位

合澤花穂 ２位

大原菜穂 ３位

ゆか 合澤花穂 １位

大原菜穂 ２位

藤原咲那 ３位

３ バスケットボール １回戦　大分西　６４－４８　高田

２回戦　大分西　４２－１１１　藤蔭

４ バレーボール 大分西　２－１　三重総合

大分西　０－２　日田三隈
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部　名 種　　　　目 氏　　　　名 結　　　　果 備　考(上級大会等）

3 卓球 男子学校対抗 １回戦　大分西　０－３　中津東

女子学校対抗 １回戦　大分西　３－２　臼杵

２回戦　大分西　０－３　東九州龍谷

女子ダブルス 鈴木穂香、佐藤南 １回戦　大分西　３－０　津久見

２回戦　大分西　０－３　溝部学園

男子シングルス 山口綾太 1回戦　０－３　　渡邊（中津東）

副　匠 1回戦０－３　須藤（国東）

女子シングルス 佐藤南 2回戦２－３　久保（中津東）

６ サッカー ２回戦　大分西　５－０　鶴崎工業 九州大会出場

3回戦　大分西　６－０　岩田　

準々決勝　大分西　４－２　中津東

準決勝　大分西　２－２　大分（ＰＫ４－２）

決勝　大分西　１－２　柳ヶ浦 準優勝

7 ソフトボール １回戦　大分西8-1日田三隈,森,日出暘谷・総合 九州大会出場

準決勝　大分西3-2大分南

決勝　大分西0-2大分東 準優勝

8 柔　　　道 団体 優勝 九州大会・インターハイ

個人６３ｋｇ級 後藤綾菜 ２位 九州大会

個人６３ｋｇ級 名郷真央 ３位

個人７０ｋｇ級 髙橋美月 ２位 九州大会

個人７０ｋｇ級 浅井理沙子 ３位

個人７８ｋｇ超級 岡邊まゆ １位 九州大会・インターハイ

9 弓　　　道 男子団体 藤野海・中西啓悟・宝珠弘卓 １日目…１次予選通過（ベスト１６選抜）　　

八道和成・渡邉旺樹・菊池玄士朗 ２日目…２次予選１位通過（ベスト７選抜）

３日目…７校リーグ戦（０勝７敗で第７位）

女子団体 山下優紀乃・山田菜穂・河野真衣 １日目…１次予選通過（ベスト１６選抜）　　

・伊東春香・駒場智夏子・吉岡古都・田中志保子 ２日目…２次予選敗退（ベスト７選抜）

男子個人 渡邊旺樹 １次予選通過→２次予選敗退

八道和成 １次予選敗退

女子個人 伊東春香 １次予選通過→２次予選通過→優勝 九州大会・インターハイ

山下優紀乃 １次予選通過→２次予選敗退

駒場智夏子・田中志保子・日野葵衣 １次予選敗退

松尾菜美・田村汐里・真鍋和沙 １次予選敗退

10 バドミントン 男子団体 優勝（3年連続5回目） 九州大会・インターハイ

女子団体 優勝（初） 九州大会・インターハイ

男子ダブルス 江田　貴一・野涯　真聖 優勝 九州大会・インターハイ

女子ダブルス 柿本　由乃・結城　晶子 優勝 九州大会・インターハイ

小林　瑞季･福田　海璃 ２位 九州大会・インターハイ

男子シングルス 江田　貴一 ２位 九州大会・インターハイ

野涯　真聖 ３位 九州大会出場

女子シングルス 小林　瑞季 優勝 九州大会・インターハイ

結城　晶子 ３位 九州大会出場

11 テ　ニ　ス 男子団体 1回戦　大分西2-1日田三隈

2回戦　大分西0-2別府青山　

女子団体 1回戦　大分西2-0大分上野丘

2回戦　大分西2-0中津南

準々決勝　大分西0-2大分舞鶴　（ベスト8）

女子個人シングルス 横田　千尋 4回戦敗退　（ベスト16）

小野　真由香 3回戦敗退　

後藤　愛里 3回戦敗退　

篠田　まりの 3回戦敗退　

朝久野　紗英 3回戦敗退　

女子個人ダブルス 横田千尋・小野真由香 3回戦敗退　

後藤愛里・篠田まりの 2回戦敗退　

12 なぎなた 団体 ２位

演技競技　 川野柚奈・河野志保 優勝 インターハイ・九州大会出場

試合競技　 川野柚奈 優勝 インターハイ・九州大会出場


