
新人戦結果 

＜柔道＞ 

〇男子団体 優勝 

〇女子団体 優勝 

〇男子個人戦 

66kg 超級 3 位 吉田 一世 

55,60kg 級 優勝 光橋 匠 3 位 出口 琉弥，西本 剛琉 

50kg 級  準優勝 松本 陸，3 位 山本 唯一 

〇女子個人戦 

優勝 永元 陽菜，準優勝 櫻庭 典佳，3 位 嶋田 奈乃，髙倉 美心 

 

＜剣道＞ 

〇男子団体…準優勝 

〇女子団体…優勝 

〇男子個人戦 

優勝 澤村 昭太，3 位 津崎 良太，永松 真人 

〇女子個人戦 

女子フレッシュ（1 年）の部 

優勝 秀島 芽依，準優勝 小笠原 日和 

女子 2 年の部 

優勝 福田 ののか，準優勝 天草 祐，3 位 工藤 陽葵，中尾 美羽 

 

＜陸上＞ 

1 年男子 1500ｍ 4 位 奥西 玲王 4’59”7 

1 年男子 400mR 62”7 

2 年男子 100m1 位 坂内 隆之介 13”7，3 位 黒川 彰太 15”3 

2 年男子 1500m 2 位 松永 蒼汰 4’55”6，3 位 廣瀬 翔太 5’1”1 

共通男子 800m 2 位 篠田 圭佑 2’33”9，3 位 佐藤 汰星 2’40”6 

共通男子砲丸投 2 位 愛宕 大弘 6m88cm 

共通男子 400mR 55”9 

1 年女子 100m 4 位 本川 梨花 16”0，5 位 大井 望愛 16”1 

1 年女子 800m 後藤 玲華 3’14”6 

2 年女子 100m 三ノ丸 愛音 16”2 

女子共通 800m 時田 陽莉 2’44”9 

女子共通 1500m 優勝 三ノ丸 愛音 5’24”6 

 

 

 



＜空手＞ 

○男子団体形 優勝 

○男子個人戦形 

優勝 峰藤 遼 

2 位 古梶 晃登 

3 位 吉武 子龍 

○女子個人戦形 

優勝 高原 璃華 

○女子個人戦組手 

3 位 高原 璃華 

 

＜サッカー＞ 

3 位 

1 回戦 緑ヶ丘 0-5 豊陽 

敗者復活 緑ヶ丘 5-0 城北中 

3 位決定戦 緑ヶ丘 6-0 中津中 

 

＜バスケットボール男子＞ 

3 位 

準々決勝 緑ヶ丘 58-55 城北中 

準決勝  緑ヶ丘 13-107 中津中 

 

＜バスケットボール女子＞ 

優勝 

緑ヶ丘 136-3 城北中 

準決勝 緑ヶ丘 83-58 今津・豊陽 

決勝  緑ヶ丘 50-29 三光中 

 

＜卓球男子＞ 

○個人戦 

2 年の部 優勝 佐々木 悠希，3 位 義間 涼太 

1 年の部 準優勝 小松澤 青天 

○団体戦 優勝 

予選リーグ 

緑ヶ丘 3-0 本耶馬渓 

緑ヶ丘 3-0 三光 

緑ヶ丘 2-3 中津中 

決勝トーナメント 



準決勝 緑ヶ丘 3-0 城北 

決勝  緑ヶ丘 3-0 中津中 

 

＜卓球女子＞ 

○個人戦 

2 年の部 3 位 前山 友彩，藤川 結那 

1 年の部 優勝 圓福 梓月，2 位 佐藤 椛夏 

○団体戦 優勝 

予選リーグ 

緑ヶ丘 3-2 中津中 

緑ヶ丘 3-0 豊陽中 

決勝トーナメント 

準決勝 緑ヶ丘 3-0 本耶馬渓 

決勝  緑ヶ丘 3-1 中津中 

 

＜ソフトテニス男子＞ 

〇団体戦 優勝 

予選リーグ 緑ヶ丘 2-1 今津中，緑ヶ丘 3-0 東中津，緑ヶ丘 3-0 本耶馬渓 

決勝トーナメント 

準決 緑ヶ丘 2-0 中津中，決勝 緑ヶ丘 2-0 豊陽 

〇個人戦 

決勝トーナメント進出ペア 

優勝 秋吉・宇佐ペア 

 

＜ソフトテニス女子＞ 

〇団体戦 4 位 

予選リーグ 緑ヶ丘 1-2 豊陽，緑ヶ丘 3-0 東中津 

決勝トーナメント 

準決    緑ヶ丘 1-2 三光 

3 位決定戦 緑ヶ丘 1-2 耶馬渓 

〇個人戦 

決勝トーナメント進出ペア 

ペア…1 回戦敗退 ベスト 16 大平原・山田ペア 

ペア…2 回戦敗退 ベスト 8 南・岩男ペア 

 

 

 

＜バレー＞ 



準優勝 

リンクリーグ 

緑ヶ丘 1-1 豊陽中，緑ヶ丘 2-0 城北中 ※リーグ 2 位で予選通過 

決勝トーナメント 

準決勝 緑ヶ丘 2-1 豊陽中 

決勝  緑ヶ丘 0-2 中津中 

 

＜野球＞ 

優勝 

準々決勝 緑ヶ丘 6-2 城北中 

準決勝  緑ヶ丘 6-3 豊陽中 

決勝   緑ヶ丘 8-0 三光中 5 回コールド 

 


