
 

平成３０年度全国高等学校総合体育大会等の結果について（概要） 

 

１ 開催期日 

   平成３０年７月２６日（木）～８月２０日（月） 

２ 開催県及び実施競技数等 

   東海４県・和歌山県で陸上競技など３０競技を分担開催 

   ※ライフル射撃競技は、インターハイでは未実施。全国高校ライフル射撃選手権大会の 

    成績を記載。 

３ 成績   

   （１）ベスト８以上の競技種目数                    

   【団体】                          ＊下段の（ ）は昨年度 

区分 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 合計 

団体 
１ ２ ２ ０ ２ ２ １ １ １１ 

（２） （０） （１） （１） （４） （０） （１） （０） （９） 

 ５ ６  

（４） （５） 
  

【個人】                          ＊下段の（ ）は昨年度 

区分 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 合計 

個人 
７ ３ ５ ０ ７ １ ７ ５ ３５ 

（６） （７） （４） （６） （８） （１） （４） （４） （４０） 

１５ ２０ 

（２３） （１７） 
   
      入賞（１位～８位）合計  平成３０年度 団体 １１ 個人 ３５ 合計 ４６ 

                  平成２９年度 団体  ９ 個人 ４０ 合計 ４９ 

（２）ベスト８以上の入賞競技 

  【団体】９競技１１種目（昨年：８競技９種目） 

   ①陸上競技（男子・大分東明高校）、②カヌー（男子・高田高校）、③なぎなた（女子・ 

   大分西高校）、④バレーボール（女子・東九州龍谷高校）、⑤テニス（男子・大分舞鶴高 

   校）、⑥ライフル射撃（男子ビーム、女子エア、女子ビーム・由布高校）、⑦剣道（男子 

   ・明豊高校）、⑧ヨット（女子・別府翔青）、⑨山岳（女子・竹田高校） 

 

  【個人】９競技３５種目（昨年１３競技４０種目） 

   ①陸上競技（男女）、②フェンシング（男子）、③カヌー（男女）、④自転車（男女）、 

   ⑤ウエイトリフティング（男子）、⑥ライフル射撃（女子）、⑦ボクシング（男子）、 

   ⑧柔道（男子）、⑨水泳競技（飛込）（男女） 
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全日程終了

第１位　１競技１種目

NO. 順位 学　校　名

1 １位 陸上競技 男子 学校対抗 大分東明高校

第２位　２競技２種目

NO. 順位 学　校　名

1 カヌー 男子 学校対抗 高田高校

2 なぎなた 女子 団体 大分西高校

第３位　２競技２種目

NO. 順位 学　校　名

1 バレーボール 女子 団体 東九州龍谷高校

2 テニス 男子 団体 大分舞鶴高校

第５位　２競技２種目

NO. 順位 学　校　名

1 ライフル射撃 男子 ビームライフル団体 由布高校

2 剣道 男子 団体 明豊高校

第６位　２競技２種目

NO. 順位 学　校　名

1 ６位 ライフル射撃 女子 ビームライフル団体 由布高校

2 ６位 ヨット 女子 学校対抗 別府翔青高校

第７位　１競技１種目

NO. 順位 学　校　名

1 ７位 ライフル射撃 男子 エアライフル団体 由布高校

第８位　１競技１種目

NO. 順位 学　校　名

1 ８位 山岳 女子 団体 竹田高校

　　　　　　 第１位　３競技７種目　

NO. 順位 氏　名（学校名・学年）

1 陸上競技 男子 １５００ｍ ベヌエル・モゲニ（大分東明３年）

2 陸上競技 男子 ５０００ｍ ベヌエル・モゲニ（大分東明３年）

3 陸上競技 女子 ３０００ｍ マータ・モカヤ（大分東明３年）

4 フェンシング 男子 フルーレ 中村太郎（大分豊府３年）

5 カヌー 男子 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（500m） 米光　陸 （高田２年）

6 カヌー 男子 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ（500m） 田中（高田３年）・岩永（高田２年）

7 カヌー 男子 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ（500m）
田中（高田３年）
岩永・米光・熊井（高田２年）

第２位　２競技３種目　

NO. 順位 氏　名（学校名・学年）

1 陸上競技 男子 ３０００ｍ障害 ダンカン・キサイサ（大分東明１年）

2 カヌー 男子 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ（200m） 田中（高田３年）・岩永（高田２年）

3 カヌー 男子 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ（200m）
田中（高田３年）
岩永・米光・熊井（高田２年）

競技・種目

　平成３０年度　全国高等学校総合体育大会等入賞者（１位～８位）団体・個人選手成績一覧　

【　団体の部　】

競技・種目

競技・種目

２位

２位

３位

競技・種目

５位

競技・種目

競技・種目

競技・種目

【　個人の部　】

競技・種目

１位

競技・種目
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　平成３０年度　全国高等学校総合体育大会等入賞者（１位～８位）団体・個人選手成績一覧　

第３位　４競技５種目

NO. 順位 氏　名（学校名・学年）

1 陸上競技 女子 円盤投 奈須　貴子（大分雄城台３年）

2 ボクシング 男子 フライ級 安達　魁渡（鶴崎工業３年）

3 ボクシング 男子 ミドル級 河野　泰斗（鶴崎工業３年）

4 フェンシング 男子 エペ 御手洗　拓真（大分豊府３年）

5 自転車競技 男子 ４km速度競走 下山　綾亮（日出総合３年）

第５位　５競技７種目　

NO. 順位 氏　名（学校名・学年）

1 ウエイトリフティング 男子 １０５kg級クリーン＆ジャーク 麻生　樹（大分工業３年）

2 自転車競技 男子 ポイントレース 生野　優翔（日出総合２年）

3 自転車競技 女子 個人ロードレース 阿南　里奈（別府翔青２年）

4 ボクシング 男子 ライトウェルター級 西畑　成陽（大分工業３年)

5 柔道 男子 １００kg超級 平山　隆博（柳ヶ浦３年)

6 水泳（飛込） 男子 板飛込 江藤　真透（杵築２年)

7 水泳（飛込） 女子 高飛込 漆間　陽波乃（別府翔青３年)

第６位　１競技１種目　

NO. 順位 氏　名（学校名・学年）

1 ６位 自転車競技 女子 ２kmインディヴィデュアル・パーシュート 阿南　里奈（別府翔青２年）

第７位　５競技７種目

NO. 順位 氏　名（学校名・学年）

1 ウエイトリフティング 男子 ５６kg級スナッチ 友末　瑛士（国東３年）

2 ウエイトリフティング 男子 １０５kg級トータル 麻生　樹（大分工業３年）

3 ライフル射撃 女子 ビームライフル立射４０発競技 永松　優梨（由布３年）

4 陸上競技 女子 砲丸投 大谷　夏稀（大分雄城台３年）

5 カヌー 男子 カナディアンシングル（２００ｍ） 米光　陸 （高田２年）

6 カヌー 女子 カヤックペア（５００ｍ） 矢野（大分舞鶴３年）・若林（大分舞鶴２年）

7 水泳（飛込） 女子 板飛込 漆間　陽波乃（別府翔青３年)

第８位　３競技４種目　

NO. 順位 氏　名（学校名・学年）

1 陸上競技 女子 棒高跳 山本　亜希（大分西３年）

2 カヌー 女子 カヤックフォア（５００ｍ） 
矢野（大分舞鶴３年）
若林・小野・小畑（大分舞鶴２年）

3 自転車競技 女子 ケイリン 安東　莉奈（日出総合２年）

4 自転車競技 女子 ２kmインディヴィデュアル・パーシュート 北原　歩華（別府翔青３年）

5 水泳（飛込） 男子 高飛込 山本　馨（別府翔青１年)

　　　【各順位別入賞数】 全日程終了

順位 個人種目 団体・個人（男女別）内訳

１位 7 団体競技（男①）　   個人競技（男⑥・女①）

２位 3 団体競技（男①女①） 個人競技（男③）

３位 5 団体競技（男①女①） 個人競技（男④・女①）

４位 0

５位 7 団体競技（男②）　   個人競技（男⑤・女②）

６位 1 団体競技（女②）　   個人競技（女①）

７位 7 団体競技（男①）　   個人競技（男③・女④）

８位 5 団体競技（女①）　   個人競技（男①・女④）

合計 35 46

※全国高等学校ライフル選手権を含む

【　個人の部　】

競技・種目

３位

競技・種目

競技・種目

競技・種目

競技・種目

５位・
５位タ

イ

７位

８位

団体種目

1

2

2

0

2

2

1

1

11
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