第６６回⼤分県⾼等学校総合体育⼤会（⽇程概要）
⼤分県⽴⾅杵⾼等学校
6／２（⼟）

6／３（⽇）

6／４（⽉）

ラグビー
（１０人制）

サッカー

陸上

水泳

（湯布院スポーツセンター）
11:00 決勝 対 玖珠美山
（大分スポーツ公園だいぎんサブ競技場）
12:00 準々決勝 対 大分南

（大分スポーツ公園サッカー場）
12:00 準決勝 対（

（大分市営陸上競技場）
13:20 女子1500m 準決勝
13:35 男子1500m 準決勝
13:50 女子 400m 準決勝
14:00 男子 400m 準決勝
14:20 男女 5000mW決勝
15:00 女子やり投 決勝
15:30 女子 400m 決勝
15:30 男子走幅跳 決勝
15:40 男子 400m 決勝
15:50 女子1500m 決勝
16:00 男子1500m 決勝
16:30 女子4×100mR 予選
16:45 男子4×100mR 予選

（大分市営陸上競技場）
10:30 女子800m 準決勝
10:50 男子800m 準決勝
11:20 女子100m 準決勝
11:45 男子100m 準決勝
13:00 女子800m 決勝
13:10 男子800m 決勝
13:30 女子100m 決勝
13:40 男子100m 決勝
15:00 女子4×100mR 決勝
15:00 男子やり投
決勝
15:10 男子4×100mR 決勝
16:20 女子4×400mR 予選
16:35 男子4×400mR 予選

（別府市営青山プール）
10:55
50m自由形 予選
11:05 200m自由形 予選
14:15 200m自由形 決勝
14:30
50m自由形 決勝

（別府市営青山プール）
10:00 400m自由形 予選
10:25 100m自由形 予選
10:40 100m平泳ぎ 予選
11:45 4×100mR
決勝
13:15 400m自由形 決勝
13:45 100m自由形 決勝
14:30 100m平泳ぎ 決勝

（男子）
（男子）
（男子）
（男子）

（大分スポーツ公園サッカー場）
11:00 決勝 対（
）

）

（大分市営陸上競技場）
10:00 女子200m 準決勝
10:20 男子200m 準決勝
12:10 女子200m 決勝
12:20 男子200m 決勝
13:50 女子4×400mR 決勝
14:10 男子4×400mR 決勝

（男子）
（男子）
（男子）
（男子）
（男子）
（男子）
（男子）

剣道
(男子)

(別府市民体育館）
11:30 団体戦 1回戦 対 楊志館
12:30 個人戦 １、２回戦 4名出場

(別府市民体育館）
9:20 団体戦 2回戦 対 三重総合
団体戦 準々決勝～決勝リーグ

(別府市民体育館）
9:00 個人戦 3回戦～決勝

剣道
(女子)

(別府市民体育館）
14:30 個人戦 １、２回戦

(別府市民体育館）
10:00 団体戦 2回戦
対 （福徳学院vs竹田）
11:30 団体戦 準々決勝～決勝リーグ

(別府市民体育館）
10:20 個人戦 3回戦～決勝

（別府市総合体育館「べっぷアリーナ・サブ」）
9:00 学校対抗３回戦 対 宇佐・大分西・溝部学園
の勝者
12:30 ダブルス1回戦（1ペア出場）～決勝リーグ

（別府市総合体育館「べっぷアリーナ・サブ」）
9:00 シングルス 1回戦（４名出場）～決勝

卓球
(男子)

4名出場

（別府市総合体育館「べっぷアリーナ・サブ」）
9:30 学校対抗２回戦 対 日田林工
12:30 ダブルス1回戦（1ペア出場）～決勝リーグ

（別府市総合体育館「べっぷアリーナ・サブ」）
9:00 シングルス 1回戦（１名出場）～決勝

卓球
(女子)

ソフトテニス
(男子)

（だいぎんテニスコート）
9:20 団体戦 1回戦 対 別府翔青
10:30 団体戦 2回戦 対 大分上野丘

（だいぎんテニスコート）
9:10 個人戦 1回戦（８組出場）

（だいぎんテニスコート）
9:00 個人戦

ソフトテニス
(女子)

（だいぎんテニスコート）
10:30 団体戦 2回戦 対（竹田vs楊志館）
12:30 団体戦 準々決勝 対（

（だいぎんテニスコート）
9:10 個人戦 1回戦（９組出場）

（だいぎんテニスコート）
9:00 個人戦

バスケット
ボール
(男子)

（大分豊府高校）
13:30 2回戦 対（大分豊府vs宇佐産業科学）
16:30 3回戦 対（別府鶴見丘vs明豊）

バスケット
ボール
(女子)

（大分豊府高校）
10:30 2回戦 対 中津東
15:00 3回戦 対（大分豊府vs昭和学園）

）

（ダイハツ九州アリーナ）
13:30 4回戦 対（日田）
16:30 決勝リーグ1試合

バレーボール
(男子)

（大分南高校）
9:30 1回戦 対
12:50 2回戦 対

バレーボール
(女子)

（大分西高校体育館）
13:30 2回戦 対（中津北vs玖珠美山）
15:30 3回戦 対（大分南vs日出総合）

（大分商業高校体育館）
9:00 準々決勝 対（
12:00 決勝リーグ① 対

（県立総合体育館柔道場）
10:00 男子団体１回戦 対
10:40 女子団体１回戦 対

（県立総合体育館柔道場）
9:30 男子個人戦
（60㎏：遠藤舟吾，髙畑凜太郎）
（100㎏：足立拓巳）（100㎏超：井上裕太）
女子個人戦
（57㎏：伊藤杏奈，井上明香）

柔道

テニス

楊志館
別府鶴見丘

国東
楊志館

）
大分商高

（だいぎんテニスコート）
9:00 男子シングルス1回戦
（２年 東侑樹，小川蓮，遠藤弘規）
9:00 女子シングルス1回戦
（２年 二村希）

（大分県立総合体育館）
10:30 決勝リーグ②対 国東
③対 東九州龍谷

