
部　名 種　　　　目 氏　　　　名 結　　　　果 備　考(上級大会等）

陸上競技 女子団体 総合優勝（２年連続３４回目） 九州大会

女子 ２００ｍ　４００ｍ 山﨑　舞 ２００ｍ（３位）４００ｍ（３位） 北九州地区予選大会

４００ｍ　８００ｍ 日隈　彩美 ４００ｍ（２位）８００ｍ（２位） （インターハイ予選）

８００ｍ　１５００ｍ 首藤　紗英 ８００ｍ（１位）１５００ｍ（２位）

１５００ｍ　３０００ｍ 工藤　杏華 １５００ｍ（１位）３０００ｍ（１位）

８００ｍ 仲道　彩音 ８００ｍ（３位）

１５００ｍ 安部　実伽子 １５００ｍ（４位）

３０００ｍ 大江　美咲 ３０００ｍ（５位）

３０００ｍ 小手川　紀名子 ３０００ｍ（６位）

５０００ｍＷ 林　望乃佳 ５０００ｍＷ（２位）

５０００ｍＷ 亘鍋　彩花 ５０００ｍＷ（３位）

５０００ｍＷ 大塚　弓月 ５０００ｍＷ（４位）

１００ｍＨ　４００ｍＨ 三代　紗織 １００ｍＨ（３位）４００ｍＨ（４位）

４００ｍＨ 吉高　夏海 ４００ｍＨ（６位）

走高跳 嵜原　花音 走高跳（６位）

走幅跳 金子　史絵奈 走幅跳（３位）

走幅跳 皆見　志歩 走幅跳（６位）

七種競技 川合　南実 七種競技（３位）

七種競技 皆見　志歩 七種競技（４位）

４×１００ｍＲ 金子・角田・山﨑・宇都 ４×１００ｍＲ（３位）

４×４００ｍＲ 山﨑・首藤・仲道・日隈 ４×４００ｍＲ（１位）

陸上競技 800ｍ 木本　瑞希 5位 九州大会

男子 1500ｍ 中山　瞬一 ３位 北九州地区予選大会

1500ｍ 藤井　雄大 5位 （インターハイ予選）

３０００ｍSC 藤井　雄大 1位

３０００ｍSC 河野　拓実 2位

５０００ｍＷ 高場　昇平 1位

５０００ｍＷ 工藤　諒大 2位

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 ３位

つり輪 中野竜之介 ２位

跳馬 中野竜之介 １位

平行棒 中野竜之介 ２位

鉄棒 中野竜之介 １位

女子団体総合
日名子、合澤、土

屋、濱村
１位 九州大会、インターハイ出場

女子個人総合 土屋美咲希 ２位 九州大会、インターハイ出場

濱村彩来 ３位 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

合澤花穂 九州大会、インターハイ出場

高瀬美琴 九州大会出場

池田晴南 九州大会出場

大原菜穂 九州大会出場

跳馬 濱村彩来 １位
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土屋美咲希 ２位

段違い平行棒 土屋美咲希 ２位

平均台 濱村彩来 ２位

土屋美咲希 ３位

ゆか 土屋美咲希 ２位

濱村彩来 ３位

バスケットボール ２回戦　大分西　６９－５５　昭和学園

３回戦　大分西　７２－４７　東明高校

準々決勝　大分西　４１－９３　中津北高校 ベスト８

バレーボール ２回戦　大分西　１－２　杵築

卓　　球 男子学校対抗 １回戦　大分西　３－１　玖珠美山

２回戦　大分西　１－３　国東

女子学校対抗 １回戦　大分西　３－２　津久見

２回戦　大分西　０－３　日田

女子ダブルス 佐藤南・佐藤真唯子 １回戦　　０－３　原田・黒木（溝部）

女子シングルス 佐藤真唯子 １回戦敗退

小野香織 １回戦敗退

村田美和子 １回戦敗退

田嶋里彩 1回戦敗退

佐藤　南 3回戦敗退

サッカー ２回戦　　大分西　８－０　岩田

３回戦　　大分西　８－０　日出総合

準々決勝　大分西　２－０　大分南

準決勝　　大分西　１－１　中津東

　（PK　５－６） 第３位

ソフトボール １回戦　大分西13-0日出総合・日田三隈・三重総合

準決勝　大分西2-3大分東 第３位

柔　　　道 団体 優勝 九州大会・インターハイ

個人６３ｋｇ級 後藤綾菜 １位 九州大会・インターハイ

個人７０ｋｇ級 髙橋美月 １位 九州大会・インターハイ

個人７０ｋｇ級 浅井理沙子 ２位 九州大会

個人７０ｋｇ級 大津真由穂 ３位

弓　　　道 男子団体

石川侑人・山上大輝・
中西啓悟・柴北陸・菊
池玄士朗・秦祐哉・王

允彬

1次予選敗退（ベスト１６選抜）　　

女子団体

伊東春香・三重野梨香
子・田村汐里・松尾菜
美・河野綾子・永井伶

奈・田中志帆子

１次予選通過（ベスト１６選抜）　　

２次予選通過（ベスト７選抜）

決勝リーグ４勝2敗　３位 第３位

女子個人 三重野梨香子 決勝進出　４位 九州大会
伊東春香・河野綾子・
永井伶奈・日野葵衣・
力武杏奈・大津菜緒

予選敗退

バドミントン 男子団体 ３位

女子団体 優勝（２年連続３回目） 九州大会・インターハイ

女子ダブルス 小林　瑞季･福田　海璃 優勝 九州大会・インターハイ

女子シングルス 小林　瑞季 優勝 九州大会・インターハイ

中村　瑠菜 ３位 九州大会出場
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テ　ニ　ス 男子団体 2回戦　大分西0-2大分鶴崎

女子団体 1回戦　大分西2-0大分鶴崎

2回戦　大分西2-0日出総合

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 朝久野　紗英 4回戦敗退 （ベスト16）

篠田　まりの 3回戦敗退

波柴　美和 2回戦敗退

津野　百唯菜 1回戦敗退

女子個人ダブルス 津野　百唯菜・波柴　美和 2回戦敗退

篠田まりの・原山　采佳 1回戦敗退

朝久野　紗英・首藤　結 1回戦敗退

なぎなた 試合競技団体の部 ２位

演技競技　 川野柚奈・清水鮎 優勝 インターハイ・九州大会出場

試合競技個人の部　 川野柚奈 優勝 インターハイ・九州大会出場


