平成26年度 高校県総体以降の競技結果
月日・場所
競 技 名

大会名・結果
１０月２５日（土）・駄の原球技場

第２回会長杯大分県高等学校ラグビーフットボール大会
ラグビー
フットボール部 対 海洋科学 ２９-0
対 鶴見丘
１３-２０
対 臼杵
１２-２４ 以上総合結果 第３位

8月17日・大分西高校体育館
バスケットボール 第45回全国高等学校バスケットボール

（女子）

剣

道

選抜優勝大会大分県予選
1回戦 シード
2回戦 大分西 54－92
８月３０日・別府市民体育館
第６回大分県秋季高校新人剣道錬成大会
男子団体 １回戦 ２－２代 中津南◯
女子団体 １回戦 ０－２
大分 ◯

11月1日・大分豊府高校体育館
大分県高等学校新人バスケットボール競技大会
1回戦 対 大分鶴崎 7-169

１１月８、９日・べっぷアリーナ
１月２５日・別府市民体育館
平成２６年度大分県高等学校新人剣道競技大会 第１２回全国高等学校
男子団体 １回戦 ２－２代 福徳学院◯
剣道選抜大会大分県予選会
女子団体 １回戦 ０－３
臼杵 ◯

９月６日・大分西高校

バレーボール 第４回大分県高校ﾌﾚｯｼｭﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ優勝大会
（女子）
１回戦 シード
２回戦 対日本文理大付属・・０－２

10月25日・大分西高校
春高県予選大会
１回戦 シード
２回戦 対鶴崎工業高校・・０－２

９月７日・大分南高校

バレーボール 第４回大分県高校ﾌﾚｯｼｭﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ優勝大会
（男子）
１回戦 対大分豊府・・２－０
２回戦 対大分工業・・０－２

11月1日・総合体育館
春高県予選大会
１回戦 シード
２回戦 対大分南高校・・０－２

11月９日・竹田高校

山

岳

（クライミング競技）

高体連 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ競技新人大会
男子１位 相田 才寿
女子１位 佐藤
男子１位 後藤 啓吾
男子３位 黒野 信知

楓

１０月２５日～２７日・佐伯市

山
岳
（登山競技）

高体連 登山競技新人大会
男子団体 優勝
女子団体 優勝
９月１３日 大分県高校新人大会

陸上競技

ソフトテニス

弓

道

卓

球

１１月２日・宇佐市安心院町

男子５０００ｍＷ
第２位 須藤 拓也
男子八種競技
第２位 山口 優史
（以上２名は、全九州高校新人大会出場）
１１０ｍH 第７位 衞藤晋太郎
４００ｍH 第７位 衞藤晋太郎
８００ｍ 第６位 清水航希
第７位 神田康太郎
３０００ｍ 第８位 佐藤真由

４×４００ｍR 第８位 川邉綺音
佐藤美里
佐藤京子
佐藤真由
１５００ｍ
第８位 清水航希
第８位 佐藤美里
第９位 佐藤京子

９月28日大分市近郊秋季高等学校対抗ソフトテニス大会

11月１日・２日 新人ソフトテニス競技大会

男子 1回戦
１－２ 延岡工業
女子 予選リーグ ０－３ 臼杵A
２－１ 上野
２－１ 豊南
（予選リーグ敗退）

女子団体

９月２１日 豊後大野市大原弓道場

１０月１１日、１２日 大分県大洲運動公園 弓道場

豊肥支部秋季大会 弓道競技
男子団体 優勝
女子団体 優勝
男子個人 優勝 羽田野天誠 ３位 伊井信平
女子個人 優勝 後藤尚美
３位 羽田野里菜

大分県新人大会 弓道競技
女子第1位 後藤 尚美

９月２１日 豊後大野市三重町 ﾌﾚｯｼｭﾗﾝﾄﾞみえ
高体連県南豊肥支部 新人大会
女子シングルス第1位 横田 彩加

1回戦
準決勝
決勝リーグ

女子
第30回高校駅伝競走大会県予選 第5位
男子
第63回
〃
第6位

２－１ 大分舞鶴
２－０ 東九州龍谷
０－３ 大分商業
１－２ 明豊
１－２ 臼杵

団体 第４位

11月8日、9日 杵築市文化体育館

11月8日、10日 杵築市文化体育館

男子団体 対大分豊府 ０－３ 1回戦敗退
男子シングルス 堀、本田 2回戦敗退
女子団体 対揚志館 １－３ 1回戦敗退
女子シングルス 横田 2回戦敗退
男子ダブルス 堀・志賀組、羽田野・内田組 2回戦敗

7月25日(金)iichikoグランシアタ
大分県吹奏楽コンクール・銀賞

器

楽

第２０回 九州高文連美術・工芸、書道、写真展

書

道

科学部

弁

論

書道部門
場所 鹿児島市
日程 平成２６年６月２０日（金）～２２日（日）
出場者 板倉 梓穏（３年）

第３８回全国高等学校総合文化祭
書道部門
場所 茨城県水戸市
日程 ７月２８日（月）～２９日（火）
出場者 油布 春華（３年）

(10月26日(日)大分市)

11月9日大分市

高文連第55回科学クラブ研究発表大会
優秀賞 金属樹の研究Ⅲ

第５８回日本学生科学賞大分県審査会 努力賞
目指せエコミュージアム竹田高校周辺の地学的特
徴
１０月８日・中津南高校
大分県高等学校 中央弁論大会
優良賞第１席
佐藤京子
エフエム大分賞 佐藤京子

９月９日・竹田南高校体育館
豊肥地区弁論大会
２年佐藤京子 優良賞

第３８回全国高等学校総合文化祭
吟詠剣詩舞部門
場所 茨城県結城市
日程 ７月３０日（水）
出場者 油布 春華（３年） 板倉 梓穏（３年）
河野 麻友（２年） 羽田野若奈（２年）

第２３回
団 体
個 人
個 人

国際高校生選抜書道展（書の甲子園）
九州･山口地区 準優勝
大 賞 前田 美咲(3-4)
秀作賞 吉岡 純礼(2-3)

