
＜男子バスケット＞ 

2 回戦 緑ヶ丘中 74-46 中津中 

 

＜女子バスケット＞ 

1 回戦 緑ヶ丘中 85-18 城北中 

 

＜サッカー＞ 

1 試合目 緑ヶ丘中５-０城北中 ， ２試合目 緑ヶ丘中１-０中津中 

 

＜男子卓球＞個人戦 

４位 小松澤 青天 ， ６位 佐々木 悠希 ， ７位 末廣 恭士 ， 10 位 髙司 悠真 ，

12 位 藤原 佑 

 

＜女子卓球＞個人戦 

優勝 山口 彩実 ， 準優勝 圓福 梓月 ， 4 位 佐藤 椛夏 ， ７位 清崎 奈佑 ，

11 位 田上 ほたる 

 

＜剣道＞ 

男子 

団体戦）優勝 

個人戦）優勝 澤村 耕助 ， ５位 津崎 良太 

 

女子 

団体戦）優勝 

個人戦）準優勝 福田 ののか ， ３位 天草 祐 ， 後藤 聖和  ， ６位 中尾 美

羽 ， ８位 工藤 陽葵 

 

＜男子バスケット＞ 

決勝戦 緑ヶ丘中 54-42 豊陽中 

優勝 

＜女子バスケット＞ 

準決勝 緑ヶ丘中 38-65 中津中 

惜しくも第３位 

 

＜野球＞ 

1 回戦 緑ヶ丘中 19-０ 東中津中 ５回コールド 

 

＜サッカー＞ 



1 試合目 緑ヶ丘中０-０東中津中 ， ２試合目 緑ヶ丘中０-２豊陽中 

※ 東中津中と得失点差も並び，明日順位 (2 位 3 位) 決定戦を行います。 

 

＜男子ソフトテニス＞ 

予選リーグ） 

緑ヶ丘中 ２－１ 今津中，緑ヶ丘中 ３－０ 本耶馬渓中，緑ヶ丘中 ３－０ 東中津中 

※ 予選リーグ１位通過 

決勝トーナメント） 

準決勝 緑ヶ丘中 ２－０ 中津中，決勝戦 緑ヶ丘中 ２－１ 豊陽中 

団体戦 全勝優勝 

 

＜女子ソフトテニス＞ 

リーグ戦） 

緑ヶ丘中 ２－１ 耶馬溪中，緑ヶ丘中 ３－０ 三光中，緑ヶ丘中 ３－０ 豊陽中 

緑ヶ丘中 ３－０東中津中，緑ヶ丘中 １－２ 城北中，緑ヶ丘中 ３－０ 本耶馬渓中 

5 勝 1 敗で準優勝 

 

＜バレーボール＞ 

準決勝 緑ヶ丘中 ２－０ 東中津中 ， 決勝 緑ヶ丘中 １－２ 中津中 

惜しくも準優勝 

 

＜男子卓球＞ 

リーグ戦） 

緑ヶ丘中 ３－２ 城北中，緑ヶ丘中 ３－０ 山国中，緑ヶ丘中 ３－２ 中津中，緑ヶ丘中 

３－０ 三光中，緑ヶ丘中 ３－２ 豊陽中 

団体戦 全勝優勝 

 

＜女子卓球＞団体 

予選リーグ） 

緑ヶ丘中 ３－１ 山国中，緑ヶ丘中 ３－０ 三光中，緑ヶ丘中 ３－０ 豊陽中 

※ 予選リーグ１位通過 

準決勝 緑ヶ丘中 ３－０ 本耶馬渓中，決勝 緑ヶ丘中 ３－０ 山国中 

団体戦 全勝優勝 

 

＜空手＞ 

女子団体） 

形：優勝，組手：優勝 

女子個人） 



形：１位 佐藤 妃愛，２位 峰藤 凛，３位 高原 璃華 

組手：２位 佐藤 妃愛 

男子団体） 

形：優勝，組手：優勝 

男子個人） 

形：２位 峰藤 遼，３位 寺嶌 蓮 

組手：３位 寺嶌 蓮 

 

 

＜陸上競技＞ 

男子総合優勝 ， 女子総合準優勝 

低学年女子 400mR２位 62“6（三ノ丸愛音，大井 望愛，本川 梨花，時田 陽莉） 

低学年男子 400mR１位 56“7（松永 蒼汰，篠田 圭佑，佐藤 汰星，坂内隆之介） 

共通男子 400mR２位 49“7（末廣 鏡真，立澤 幹太，矢治 佑樹，松浦 隆人） 

 

女子）１年 100ｍ ４位 本川 梨花 16“3 

２年 100ｍ ３位 時田 陽莉 15“6，４位 三ノ丸愛音 15“9 

１年 800ｍ １位 三ノ丸果音 2‘35“0，４位 後藤 玲華 3’14”0 

２年 800ｍ ３位 時田 陽莉 2’40”0 

３年 800ｍ 1 位 西 菜々美 2‘32“0，3 位 篠田 実玖 2’45”0 

共通 200ｍ 3 位 朝川 陽菜 30”1 

共通 1500ｍ 2 位 三ノ丸果音 5’11”2 

走幅跳  1 位 朝川 陽菜 4m04cm 

砲丸投  3 位 大井 望愛 6m13cm 

男子）１年 100ｍ 2 位 篠田 圭佑 14“0 

２年 100ｍ 1 位 坂内隆之介 13“5 

３年 100ｍ 1 位 矢治 佑樹 12“9 

共通 200ｍ 3 位 矢治 佑樹 26“6，4 位 山添 脩平 28”1 

共通 400ｍ 2 位 池田 治樹 63“6，3 位 藤原 蓮 65”0 

共通 800ｍ 2 位 藤原 蓮 2‘21“0，4 位 池田 治樹 2’32”0 

共通 3000ｍ 3 位 立澤 幹太 10‘05“0，4 位 末廣 鏡真 10’42”0 

１年 1500ｍ ４位 奥西 玲王 5‘02“0 

２年 1500ｍ ２位 松永 蒼汰 5‘03“0，廣瀬 翔太 5’27”0 

３年 1500ｍ １位 立澤 幹太 4‘28“0，松浦 隆人 5’04”0 

砲丸投   1 位 新家 邑大 7m90cm 

走高跳   1 位 松浦 隆人 1m45cm，末廣 鏡真 1m40cm 

  



＜サッカー＞ 

２，３位決定戦 緑ヶ丘中１-０東中津中 

準優勝 

 

＜野球＞ 

準決勝 緑ヶ丘中３-１中津中 ，決勝 緑ヶ丘中 ２-０ 城北中 

優勝 

 

＜男子ソフトテニス＞ 

個人戦） 

優勝 丑上・秋吉ペア 

ベスト８ 田中・角ペア 

ベスト 8 樋口・井上ペア 

 

＜女子ソフトテニス＞ 

個人戦） 

ベスト 4 松藤・仙道ペア 

団体戦） 男子団体優勝，女子団体優勝 

個人戦男子） 

50kg 級： 松本 陸優勝，出口 琉弥 準優勝／55kg 級：黒土 友兜 優勝，光橋 匠 

準優勝／60kg 級：植山 一 優勝／66kg 級：出口 菱雅 準優勝 

 

個人戦女子） 

永元 陽菜：中量級準優勝 

 

＜相撲＞ 

団体戦：優勝 

個人戦：優勝 田中 翔盛，3 位 野島 陽向 

優勝候補の貫禄を見せて圧勝！市総体の最後を締めくくってくれました。県大会でも活躍が期待

できますね。 


