
第６９回国民体育大会「長崎がんばらんば国体」で、大分県は天皇杯順位（男女総
合成績）第２８位でした。熱い戦いを繰り広げた「チーム大分」の活躍の様子を紹
介します。 

※開催期間 会期前開催９月７日～９月１４日、本大会開催１０月１２日～１０月２２日 

 

○総合開会式前の現地激励会の様子 

大分県代表団 

あいさつ（団長 広瀬知事） 

 

激励のことば（松田教育委員長） 

決意表明（県代表団総監督 蓑田体育保健課長） 

 

旗手（ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 少年男子 野中選手） 

 



 

○陸上競技 競技得点９．０点 
少年男子 A ハンマー投８位   

少年男子 B １１０ｍ障害７位  

少年女子 A １００ｍ８位・砲丸投５位 

少年女子 B １５００ｍ８位 

 

少年女子共通（８００ｍ）首藤選手 

 

 
少年男子共通（８００ｍ）加藤選手 

 
少年男子 A（走幅跳）高橋選手 

 

 

成年少年女子共通（４×１００ｍ）リレー 

 

 
○水泳競技（水球） 

 

少年男子（団体）大分県選抜 

 

 

少年男子（団体）大分県選抜 

 

 

 



○水泳競技（競泳） 競技得点２４．０点 

   少年男子 A：２００ｍ平泳ぎ１位・１００ｍ自由形 2 位 

      ：４００ｍ個人メドレー6 位・５０ｍ自由形 3 位 

少年男子 A（２００ｍ平泳ぎ）渡辺選手 少年女子（400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ）大分県選抜 

少年女子 A（２００ｍバタフライ）清田選手 水泳（競泳）大分県選抜 

○サッカー競技 

少年男子（団体）大分県選抜 少年男子（団体）大分県選抜 

○テニス競技 競技得点６．０点 成年女子８位 少年女子８位 

少年女子（団体）大分県選抜 成年女子（団体）大分県選抜 



 

○ボート競技 競技得点５２．０点  

成年男子シングルスカル６位 

成年女子シングルスカル６位 

少年男子ダブルスカル２位、シングルスカル８位 

少年女子ダブルスカル１位 

少年女子（ダブルスカル）大分県選抜 成年女子（シングルスカル）林選手 

少年男子（シングルスカル）梅木選手 少年男子・女子 大分県選抜 

 
○ボクシング競技 競技得点８．０点  

成年男子ライト級１位 

  成年男子（ライト級）木本選手 成年男子（ライト級）木本選手 

 



 

○バレーボール競技 競技得点７．５点  

少年女子（団体）大分県選抜７位タイ 

少年女子（団体）東九州龍谷高校 成年男子（団体）大分三好ヴァイセアドラー 

 

 

○体操競技             ○バスケットボール競技 

少年女子（団体）大分県選抜 少年男子（団体）大分県選抜 

 

 

○体操（新体操） 

 

少年女子（団体）別府鶴見丘高校 

 
少年女子（団体）別府鶴見丘高校 

 



 

○レスリング競技 競技得点１２．０点 

成年男子：フリースタイル（９７ｋｇ級）１位タイ 

成年男子：グレコローマンスタイル（７１ｋｇ級）５位タイ 

    ：グレコローマンスタイル（７５ｋｇ級）５位タイ 

少年男子：フリースタイル（１２０ｋｇ級）５位タイ 

成年男子（ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 97kg 級）坂本選手 少年男子（ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ 55kg 級）山際選手 

 

 

○セーリング競技 競技得点３９．０点 

成年男子：国体ウインドサーフィン級 5 位 成年女子：セーリングスピリッツ級 3 位 

少年男子：セーリングスピリッツ級 5 位  少年女子：シーホッパー級スモールリグ 4 位 

成年女子（ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級）大分県選抜 セーリング競技 大分県選抜 

少年男子（ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ｽﾓｰﾙﾘｸﾞ）坪根選手 成年女子（ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ｽﾓｰﾙﾘｸﾞ）平原選手 

 

 



○ウエイトリフティング競技 競技得点４６．０点 

成年男子：５６ｋｇ級スナッチ 6 位・８５ｋｇ級スナッチ 6 位 

９４ｋｇ級スナッチ 7 位・１０５ｋｇ級スナッチ 5 位 

少年男子：５３ｋｇ級スナッチ 4 位・クリーン＆ジャーク 4 位 

     ６２ｋｇ級スナッチ６位・クリーン＆ジャーク 4 位 

     ＋１０５ｋｇ級スナッチ 1 位・クリーン＆ジャーク 1 位 

成年男子（５６kｇ級）古庄選手 成年男子（９４ｋｇ級）衛藤選手 

少年男子（＋１０５ｋｇ級）野中選手 成年・少年男子 大分県選抜 

 

○自転車競技 競技得点３６．０点 

男子：４ｋｍ団体追抜競争 6 位 

   成年男子：４ｋｍ速度競争４位・１ｋｍタイムトライアル６位 

   少年男子：ケイリン 1 位・４km 速度競争７位 

ポイントレース２位・１ｋｍタイムトライアル７位 

少年男子（ケイリン）阿部選手 自転車競技 大分県選抜 



 

○ソフトテニス競技  

少年女子（団体）大分県選抜 少年女子（団体） 大分県選抜 

 

○卓球競技  

成年女子（団体）松本選手 少年男子（団体）髙橋選手 

 

○軟式野球競技 

成年男子（団体）大分県選抜 成年男子（団体）大分県選抜 

 
 
 
 
 



○相撲競技  

成年男子（団体）中村選手 成年男子（団体）大分県選抜 

 
○フェンシング競技 競技得点７８．０点  競技別総合優勝 
   成年男子：フルーレ 1 位 

   成年女子：フルーレ 3 位・エペ 1 位 

   少年男子：フルーレ 5 位 

成年男子 大分県選抜 成年男子・成年女子 大分県選抜 

成年女子（エペ）横井選手 少年男子（フルーレ）上野選手 

 
 
 
 
 
 



 
○柔道競技  

成年男子（団体）赤迫選手 成年男子（団体）飯倉選手 

 
 
○ソフトボール競技 競技得点４０．０点 
   成年男子５位タイ    

成年女子５位タイ 

成年男子 井原選手・村上選手 成年女子 河津選手 

成年男子（団体）大分県選抜 成年女子（団体）大分県選抜 

 
 
 
 
 



○バドミントン競技  

少年女子（団体）大分西高校  少年女子（団体）大分西高校 

 
○弓道競技 競技得点３．０点 
    成年女子 遠的８位 

成年男子（団体）大分県選抜 成年女子（団体）大分県選抜 

 
○ライフル射撃競技 競技得点１５．０点 

成年女子：50m3×20W ８位・50mP60W 8 位 

少年男子：BP40JM 2 位・10mS60JM 3 位 

少年男子（10mS60JM）八川選手 ライフル競技 大分県選抜 

 
 
 
 



○剣道競技 競技得点２５．０点 
   少年男子：団体４位 

少年男子（団体）黒木選手 剣道競技（少年男子）大分県選抜 

 
○山岳競技  

成年男子（リード）大分県選抜 成年女子（リード）山本選手 

 
○カヌー競技（ｽﾗﾛｰﾑ･ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ） 競技得点４．０点 

成年女子：ワイルドウォーター K-１（1500m）7 位 

     ワイルドウォーター K-１（スプリント）7 位 

成年男子（スラローム K-1）河津選手 成年女子（ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ K-1）佐竹選手 

 
 
 
 



 
○カヌー競技（スプリント） 競技得点８．０点 

成年男子：スプリント C-1（500m）４位・スプリント C-1（200m）6 位 

成年男子（C-1）長井選手 少年男子（C-1）佐藤選手 

 
○アーチェリー競技 競技得点１８．０点 

成年男子：団体３位 

成年男子（団体）大分県選抜 成年男子（団体）大分県選抜 

 
○空手道競技 競技得点８．５点 

成年男子：組手（中量級）３位・成年女子：組手５位タイ 

少年男子（形）村井選手 成年女子（組手）大野選手 

 
 



 
○銃剣道競技 競技得点２１．０点 

成年男子：団体２位 

成年男子（団体）西村選手 成年男子（団体）大分県選抜 

 
○クレー射撃競技  

成年（スキート）長岡選手 成年（トラップ）八木選手 

 
○なぎなた競技 競技得点１２．０点 

少年女子：試合５位 

少年女子（試合）園田選手 少年女子（団体）大分県選抜 



成年女子（演技）大分県選抜 成年女子（試合）築城選手 

○ボウリング競技 競技得点２４．０点 
成年男子：個人戦３位・団体（２人チーム） 

成年男子 安藤選手 成年男子（2 人チーム）大分県選抜 

○ゴルフ競技  

少年女子（団体）但馬選手 

 

 
「チーム大分」の選手のみなさん、本当にお疲れ様でした。 
 
※お詫び 

  写真については、すべての競技・選手を掲載できませんでした。 

《お問い合わせ先》             

 大分県教育長体育保健課 競技力向上対策班 

 TEL：０９７－５０６－５６４２      


