
平成25年度　部活動大会成績表
体育部 期日 大会名 場所

1 陸上

５月１８日(予選)～６月１日(予選･決勝) 第６１回大分県高等学
校総合体育大会

だいぎんドーム

４月７日（日）～４月２７日（土） 大分支部大会
大分商業高校グランド
大分工業高校グランド
大分商業高校グランド
大分商業高校グランド
大分商業高校グランド

５月１８日（土）～５月２６日（日） 第１２３回大分県高等
学校野球選手権大会 臼杵球場

別大興産スタジアム
別大興産スタジアム
別大興産スタジアム

６月３日（月）
第６１回大分県高等学
校総合体育大会

大分商業高校プール

６月８日（土）～９日（日）

水球（女子） ６月１日（土）～２日（日）

第６１回大分県高等学
校総合体育大会

別府市営青山プール

５月６日（月）
第68回国民体育大会｢
卓球競技｣(少年少女
の部)一次予選会

杵築市文化体育館

６月１日（土）～３日（月）
第６１回大分県高等
学校総合体育大会

豊後大野市大原体育館

5 ６月１日（土）３日（月）４日（火）７日
第６１回大分県高等
学校総合体育大会

だいぎんコート

6 ４月１３日（土）１４日（日）
ハイスクールジャパ
ン
カップ予選

だいぎんコート

４月２０日（土）２１日（日）
インターハイプレ予
選

だいぎんコート

野球2

3

卓球

水球（男子）

女ソフトテニス

4

男ソフトテニス



６月１日（土）３日（月）４日（火）７日（金）
第６１回大分県高等学
校総合体育大会

だいぎんコート

7 男バレーボール ６月１日（土）
第６１回大分県高等学
校総合体育大会 大分南高校体育館

４月１３日（土）～１４日（日） 全九州総合選手権県予選 本校体育館

５月１１日（土）～１２日（日） 全九州総合選手権 本校体育館

６月１日（土）～３日（月）

第６１回大分県高等学
校総合体育大会

本校体育館
県立総合体育館

9 ４月１３日（土）１４日（日） 南九州四県対抗県予選 大分舞鶴

６月１日（土）～２日（日）

第６１回大分県高等学
校総合体育大会 中津ダイハツアリーナ

10 ラグビー

５月１２日（土）～６月３日（月） 第６１回大分県高等学
校総合体育大会

１０人制の部

だいぎんスポーツ公園他

４月～８月 Ｕ－１８ＯＦＡリーグ
（前期）

各高校グランド

５月１８日（土）１回戦
　　　　～６月３日（月）決勝戦

第６１回大分県高等学
校総合体育大会

大分県サッカー協会
人工芝

文化部 期日 大会名 場所

12 簿記 ６月１５日（土）
第２９回大分県高等学
校簿記コンクール

日出暘谷高校
日出総合高校

サッカー11

女バスケット

女バレーボール8



13 珠算 ６月２日（日）

第６０回全国高等学校
珠算・電卓競技大会な
らびに第６５回全九州
高等学校珠算競技大会

大分県予選

大分県立中津東高等学校

14 ＯＡ ６月８日（土）

第113回大分県高等学校
春期ワープロ競技会
（九州大会・全国大会
予選）

大分県立
三重総合高等学校

15 コンピュータ ６月１５日（土）
全国情報処理競技大会
大分県大会校

日出暘谷高校
日出総合高校

16 商業調査
17 吹奏楽

18 美術 ５月２５日（日）
大分県高等学校
第３８回スケッチ大会

大分県立芸術短期大学構内

19 茶道

20 華道

21 新聞

22 書道

同好会 期日 大会名 場所

23 テニス

24 ボウリング
６月１日（土） 第６１回大分県高等学

校総合体育大会
ＯＢＳボウル

25 英会話

26 放送

27 文芸
28 英検

詩吟 ６月８日（土）
第１９回九州高等学校
吟詠剣詩舞コンクール

明日香美容文化専門学校



成績及び試合結果
(男)１００Ｍ 麻生(1-3) 13.19予選
(女)200M(2-5権藤) 31.96
(女)4×100(鈴木、永野、加藤、権藤) 59.56予
選
(女)走り幅跳び(1-2永野)3.52 (2-2佐
藤)3.92 (2-2村瀬)4.32 予選
(女)１００Ｍ (1-4加藤)16.10 (2-5権藤)

大分支部第３代表
　　　　対楊志館　１０対０
　　　　対大分工業　２対３
　　　　対由布　　　３対２
　　　　対楊志館　　４対３
　　　　対大分鶴崎　５対３
優勝
１回戦　対佐伯豊南　３対２
２回戦　対杵築　　　５対２
準決勝　対柳ヶ浦　　８対５
決　勝　対情報科学　３対２

優勝

第３位
総合優勝
梶原美里800mフリー3位
200mバタフライ3位
九州大会出場…渡部愛美100mバ
タフライ、400m個人メドレー、
400mリレー（梶原・那須・川
口・渡部）、400mメドレー（川
口・加藤・渡部・梶原）。

橋本夏海
　一次予選通過
　7月7日(日)二次予選へ

男子ダブルス
　松原・村上組　ベスト１６
女子ダブルス
　河向・阿部組　ベスト１６
　橋本・杉田組　ベスト　８
女子シングルス
　　　橋本夏海　ベスト　８
男子学校対抗
 2回戦 本校３－１別府鶴見丘
 3回戦 本校０－３大分
女子学校対抗　　ベスト　４
 2回戦 本校３－０中津北
 3回戦 本校３－２中津南
 決勝リーグ
   本校０－３別府溝部学園
 　本校１－３東九州龍谷
 　本校２－３明豊

個人戦：男子①後藤大剛・大晃
②松久・姫野③中山・田ノ平
団体
第１位　大分商業

（以上，九州大会およびイン
ターハイ出場権獲得）

シングルス
第１位　川野美咲
第２位　後藤碧衣

ダブルス
第１位　川野美咲・姫島有貴
第２位　後藤杏奈・後藤碧衣
第３位　室　彩音・小島みさき

（シングルス・ダブルス共に第
１位は，全国大会出場権獲得）

第２位　大分商業



個人
第３位　川野美咲・姫島有貴
第５位　後藤杏奈・後藤碧衣
第６位　川野玲奈・室　彩音
第７位　遠藤莉旺奈・伊藤瑞貴

団体
第１位　大分商業

（以上，九州大会およびイン
ターハイ出場権獲得）

1回戦　対日田林工　０－２

第３位（九州大会出場権獲得）
１回戦　本校２－０杵築
２回戦　本校２－０大分舞鶴
準々決勝本校２－０佐伯豊南
準決勝　本校０－２別府商業

１回戦　本校０－２鶴翔高校
（鹿児島）

第３位
２回戦　本校２－０三重総合
３回戦　本校２－０中津北
準々決勝本校２－０臼杵
決勝リーグ　本校０－２東九州
龍谷、本校１－２国東、本校０
－２別府商業

１回戦　大商９９－２１鶴見
２回戦　大商９５－３２別府商
３回戦　大商４８－６３鶴崎　ベスト
８
２回戦　大商１２２－２９高田
３回戦　大商１０９－１８中津東
決勝リーグ決定戦　大商５８－９２豊
府　　ベスト８
予選リーグ
　対　日本文理大附　２４－７○
　対　臼杵高　７－１９●
　対　高田高　２４－５○
　対　海洋科学　３１－１０　予選２
位
決勝トーナメント
　準決勝　対　昭和学園　１０－１４
　　　　　　　　　（２Ｔ：２Ｔ２
①　○　本校　１－０　大分工業２ｎ
ｄ
②　×　本校　０－２　文理大附属
③　○　本校　２－０　津久見
④　△　本校　１－１　国東
⑤　×　本校　３－４　宇佐
⑥　×　本校　２－５　楊志館
⑦　○　本校　２－１　別府羽室台
⑧　○　本校　２－０　大分南２ｎｄ

２回戦　本校　０－５　別府青山

成績及び試合結果

＜専門の部＞
団体　優勝
個人１位　佐藤暁南
４位　首藤未希
６位　今村江利
８位　北町瑳希
９位　堀亜衣里
１０位　須原彩
＜一般の部＞
団体　優勝
個人１位　太田有紗
２位　西嶋亜沙海
３位　三重野恵海
４位　佐藤奏
５位　小池法子
６位　矢野来実
７位　松浦萌佳
９位　首藤遥香
１０位　小野あい



団体　第２位
個人競技
　３等　川本春菜　髙村由佳
種目別競技
・読上算
 　 優勝　川本春菜
・読上暗算
　　３等  川本春菜　高橋和成
・応用計算
　　２等　髙村由佳　川本春菜
　　３等　石川遙菜　首藤綾佳
・伝票算
　  ３等　髙村由佳　石川遙菜

【速度競技】
団体　　３位
個人　　２位　佐藤あおい
　　　佳良賞　清家佳乃子

【技能競技】
団体　４位
個人　入賞なし

団体　優勝
個人
　優勝　若林佑
　５位　中間風花
団体大分県代表として全国大会
出場（４名）後藤・中間・溝
部・若林

推奨　山口千沙、直野　由佳

成績及び試合結果

男子団体　第３位

最優秀賞


