
番号 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
男子 大分東明 大分雄城台 杵築 大分⻄ 楊志館 佐伯鶴城 鶴崎工業 大分
女子 大分雄城台 大分⻄ 杵築 大分 大分東明 佐伯鶴城 溝部学園 藤蔭
男子 （個人戦のみ）
女子 杵築 大分⻄
男子 日出総合
女子 （個人戦のみ）
男子 大分雄城台 佐伯鶴城 津久見 別府翔⻘ 大分上野丘 大分豊府 中津東 臼杵
女子 中津南 別府翔⻘ 大分雄城台 津久見 佐伯鶴城 大分豊府 別府鶴見丘 大分上野丘

水球・飛込 男子 （未実施）
男子 柳ヶ浦 大分舞鶴 大分上野丘 溝部学園 別府鶴見丘 中津南 日田 臼杵
女子 大分 明豊 中津北 藤蔭 大分鶴崎 大分商業 情報科学 中津東
男子 大分工業 鶴崎工業 別府鶴見丘 大分南 日田林工 大分上野丘 楊志館 日田
女子 東九州龍谷 大分商業 臼杵 国東 大分東明 鶴崎工業 杵築 大分舞鶴
男子 明豊 中津南 別府溝部 杵築 大分東明 大分上野丘 国東 宇佐産業科学
女子 明豊 別府溝部 中津南 中津東 日田 大分豊府 杵築 国東
男子 大分 日田林工 大分舞鶴 大分工業 津久見 大分上野丘 中津東 大分南
女子 明豊 大分商業 楊志館 臼杵 日田 中津東 大分上野丘 大分鶴崎
男子 大分雄城台 大分 大分舞鶴 鶴崎工業
女子 大分 大分鶴崎 大分舞鶴 大分雄城台 大分東
男子 大分鶴崎 鶴崎工業 大分⻄ 大分 情報科学 大分工業 中津南 臼杵
女子 竹田南 柳ヶ浦
15人 大分東明 大分舞鶴 日本文理大附属 大分上野丘 高田 大分雄城台
10人 別府鶴見丘 合同１ 合同２
男子 日田林工 大分東
女子 大分⻄ 昭和学園 日本文理大附属 大分南 大分商業 佐伯豊南 大分東・津久見

12 相撲 男子 中津東 宇佐 楊志館 佐伯豊南 日田林工 東九州龍谷
男子 柳ヶ浦 国東 杵築 高田 大分工業 東九州龍谷 日田林工 楊志館
女子 柳ヶ浦 大分⻄ 国東 杵築 楊志館 鶴崎工業 高田 大分東明
男子 明豊 大分 大分国際情報 杵築 大分鶴崎 中津東 佐伯鶴城 三重総合
女子 明豊 杵築 大分上野丘 三重総合 佐伯鶴城 大分国際情報 臼杵 柳ヶ浦
男子 大分雄城台 日田林工 鶴崎工業 大分南 宇佐 大分東 大分東明 津久見
女子 大分東明 大分舞鶴 大分豊府 宇佐 大分南 中津南 大分工業 国東
男子 竹田 大分工業
女子 竹田

クライミング 男女 （個人戦のみ）
男子 別府鶴見丘 大分⻄ 佐伯豊南 日田林工 日田 大分東明 津久見 情報科学
女子 昭和学園 別府鶴見丘 大分⻄ 大分東明 宇佐 情報科学 別府翔⻘ 日田・日田三隈・藤蔭

男子 （個人戦のみ）
女子 （個人戦のみ）

19 レスリング 男子 日本文理大附属
男子 大分舞鶴 大分鶴崎 別府翔⻘ 別府鶴見丘 鶴崎工業 中津南 大分雄城台 大分東明
女子 福徳学院 大分舞鶴 杵築 別府翔⻘ 別府鶴見丘 大分東明 大分⻄ 大分豊府
男子 （個人戦のみ）
女子 （個人戦のみ）

22 ボクシング 男子 （個人戦のみ）
男子 玖珠美山
女子 玖珠美山

24 ウエイトリフティング 男子 大分工業 国東 杵築
男子 （個人戦のみ）
女子 （個人戦のみ）
ﾌﾙｰﾚ女 大分豊府 別府翔⻘
ｴﾍﾟ男 大分豊府 情報科学
ｴﾍﾟ女 大分豊府 別府翔⻘ 情報科学

27 馬術 混合 実施なし
男子 高田 大分舞鶴 楊志館 大分商業 大分豊府
女子 大分舞鶴 高田 大分商業

29 なぎなた 女子 大分⻄ 福徳学院
男子 大分東明
女子 （個人戦のみ）
男形 杵築 大分南 中津北 柳ヶ浦
女形 大分南 東九州龍谷 杵築
男組手 柳ヶ浦 大分南 高田 杵築
女組手 大分南 東九州龍谷 杵築
男子 由布 東九州龍谷 中津東
女子 由布 東九州龍谷 別府翔⻘
男子 （個人戦のみ）
女子 （個人戦のみ）
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