
＜水泳＞ 

女子 100m 背泳 3 位 吉田 陽 

女子 50m 背泳 2 位  吉田 陽 

男子 50m 自由形 3 位 南 幸乃丞 

 

 

＜サッカー部＞ 

3 回戦敗退 

1 回戦  緑ヶ丘 5-0 別府北部中 

2 回戦  緑ヶ丘 1-1 判田中（PK5-3）勝利 

3 回戦  緑ヶ丘 0-1 稙田南 

 

＜野球＞ 

1 回戦  緑ヶ丘 2-0 南大分中 

2 回戦  緑ヶ丘 4-0 大東中 

準々決勝 緑ヶ丘 9-1 駅川中 

※ 以後雨天のため 4 校優勝 

 

＜女子バスケットボール＞ 

1 回戦   緑ヶ丘 123-25 別府北部 

2 回戦   緑ヶ丘 70-45 東陽中 

準々決勝  緑ヶ丘 60-36 髙田中 

準決勝   緑ヶ丘 19-88 大分中 

3 位決定戦 緑ヶ丘 68-56 稙田西中 

第 3 位 

 

＜男子バスケットボール＞ 

初戦敗退 

緑ヶ丘 23-77 戸次中 

 

＜バレー＞ 

初戦敗退 

1 回戦  緑ヶ丘 0-2 大野中 

 

＜剣道＞ 

男子団体戦 

1 回戦 稙田南に勝利 

2 回戦 南大分に負け 



 

女子団体戦 

1 回戦 稙田中に負け 

 

個人戦 澤村 昭太 ベスト 8 

 

＜空手＞ 

男子組手 2 位 

男子形  3 位 

女子個人形 3 位 高原 璃華 

 

 

＜柔道＞ 

《個人戦》 

永元 陽菜 ⇒女子 70 ㎏級   準優勝 

嶋田 奈乃 ⇒女子 57 ㎏級   ベスト４ 

櫻庭 典佳 ⇒女子 52 ㎏級   ベスト４ 

髙倉 美心 ⇒女子 44 ㎏級   ベスト４ 

黒木 月  ⇒男子 66 ㎏級   ベスト８ 

光橋 匠  ⇒男子 60 ㎏級   ベスト８ 

出口 琉弥 ⇒男子 55 ㎏級   ベスト８ 

松本 陸  ⇒男子 50 ㎏級   ベスト８ 

 

《女子団体》 

⇒予選リーグ 

滝尾に勝ち、長洲に引き分け、得失点差で１位通過。 

⇒決勝トーナメント 

初戦の山香に勝ち、戴星学園に負け、ベスト４ 

 

《男子団体》 

⇒予選リーグ 

大東と山香に勝ち、１位通過。 

⇒決勝トーナメント 

 (予選パート１位通過のため)シードからの試合、日出に負け、ベスト８ 

 

＜卓球＞ 

男子団体 

準優勝 



１回戦  緑ヶ丘 3-0 別府北部中 

２回戦  緑ヶ丘 3-0 宇佐北部中 

3 回戦  緑ヶ丘 3-1 坂ノ市中 

準々決勝 緑ヶ丘 3-2 滝尾中 

準決勝  緑ヶ丘 3-2 大東中 

決勝   緑ヶ丘 2-3 明豊中 

 

女子団体 

ベスト４ 

１回戦  緑ヶ丘 3-0 吉野中 

２回戦  緑ヶ丘 3-0 賀来小中 

3 回戦  緑ヶ丘 3-0 稙田東中 

準々決勝 緑ヶ丘 3-0 日田東部中 

準決勝  緑ヶ丘 0-3 明豊中 

 

＜ソフトテニス男子＞ 

団体戦 

1 回戦  緑ヶ丘 3-0 佐伯南 

2 回戦  緑ヶ丘 1-2 大在 

個人戦 

秋吉・宇佐ペア…ベスト 8 

樋口・芹野ペア…ベスト 32 

 

＜ソフトテニス女子＞ 

団体戦 

1 回戦  緑ヶ丘 2-1 戸次 

2 回戦  緑ヶ丘 1-2 野津 

 

＜テニス＞ 

団体戦 

１回戦  緑ヶ丘 0-3 大分豊府中 A 

 

＜相撲＞ 

団体戦 3 位 

個人戦 

優勝 田中 翔盛 

 

＜駅伝＞ 



１区(3km) 立澤 幹太 9’43” （区間 14 位） 

２区(3km) 末廣 鏡真 10’17” （区間 17 位） 

３区(3km) 篠田 圭佑 10’27” （区間 15 位） 

４区(3km) 松永 蒼汰 10’23”（区間８位） 

５区(3km) 藤原 蓮  10’08”（区間 4 位） 

６区(3km) 佐伯 扶太 9’46”（区間 4 位） 

総合 第 10 位 

 

＜野球＞ 

第 13 回全日本少年春期軟式野球大会大分県予選決勝トーナメント 

1 回戦  緑ヶ丘 5-2 駅川中 

準々決勝 緑ヶ丘 1×-0 日田連合(東溪・大明・津江・大山) 

準決勝  緑ヶ丘 0-3 明豊中 


