
競技名 指　定　校 種別 競技名 指　定　校 種別 競技名 指　定　団　体 種別

陸上 大分雄城台高校 女子 テニス 福徳学院高校 女子 銃剣道 陸上自衛隊別府駐屯地 男子

大分東明高校 男子 ボート 海洋科学高校 男子 日本文理大学 女子

大分東明高校 女子 ホッケー 玖珠美山高校 女子 社会医療法人小寺会佐伯中央病院 女子

水泳（飛込） 別府翔青高校 男子 大分工業高校 男子 バレーボール 大分三好ヴァイセアドラー 男子

バレーボール 東九州龍谷高校 女子 津久見高校 男子

レスリング 日本文理大附属高校 男子 鶴崎工業高校 男子

セーリング 別府翔青高校 女子 大分工業高校 男子

ウエイトリフティング 大分工業高校 男子 鶴崎工業高校 男子 競技名 指　定　団　体 種別

大分高校 男子 大分商業高校 女子 株式会社大分銀行 男子

大分雄城台高校 男子 大分西高校 男子 ＪＡ大分信連 男子

大分高校 女子 杵築高校 男子 ＪＸＴＧエネルギー株式会社大分製油所 男子

ソフトテニス 明豊高校 女子 佐伯鶴城高校 男子 サッカー ヴェルスパ大分 男子

卓球 明豊高校 男子 日出総合高校 男子 ラグビーフットボール 玖珠ラグビーフットボールクラブ 男子

大分豊府高校 女子 別府鶴見丘高校 女子

別府翔青高校 女子 大分舞鶴高校 男子

由布高校 男子 別府溝部学園高校 男子

由布高校 女子 大分高校 女子 競技名 指　定　団　体 種別

剣道 明豊高校 男子 中津北高校 女子 ウエイトリフティング 医）真成会釘宮整形外科リハビリクリニック 男子

カヌー 高田高校 男子 レスリング 佐伯豊南高校 男子 大分県警察本部 男子

大分西高校 女子 セーリング 海洋科学高校 男子 株式会社デンケン 男子

福徳学院高校 女子 大分商業高校 男子 九州乳業株式会社 男子

大分高校 男子 医）真成会釘宮整形外科リハビリクリニック 女子

大分商業高校 女子 大分県警察本部 女子

別府溝部学園高校 男子 医）メディケアアライアンスあおぞら病院 男子

競技名 指　定　校 種別 別府溝部学園高校 女子 山九株式会社 男子

大分雄城台高校 男子 明豊高校 女子 山九株式会社 女子

大分西高校 女子 高校野球（軟式） 津久見高校 男子 小田開発工業株式会社 女子

佐伯鶴城高校 女子 中津東高校 男子 ＴＯＰ 女子

日田高校 男子 日田林工高校 男子 日本文理大学 男子

日田三隈高校 男子 大分豊府高校 男子 医）真成会釘宮整形外科リハビリクリニック 女子

日田高校 女子 別府翔青高校 男子 小田開発工業株式会社 女子

日田三隈高校 女子 高田高校 男子 なぎなた 別府大学 女子

ホッケー 玖珠美山高校 男子 柳ヶ浦高校 男子 カヌー 株式会社豊後木材市場 男子

サッカー 柳ヶ浦高校 女子 大分西高校 女子 大分刑務所 男子

テニス 大分舞鶴高校 男子 柳ヶ浦高校 女子 大分県警本部 男子

セーリング 別府翔青高校 男子 大分東高校 男子 別府大学 女子

宇佐高校 男子 日田林工高校 男子 ボクシング 株式会社池永セメント工業所 男子

杵築高校 男子 大分西高校 女子 株式会社豊和銀行 男子

国東高校 男子 大分南高校 女子 日伸テクノ株式会社 男子

ハンドボール 大分鶴崎高校 女子 情報科学高校 男子 GREEN Deers 女子

日出総合高校 男子 別府鶴見丘高校 男子 ラグビーフットボール 日本製鉄㈱九州製鉄所・大分地区 男子

別府翔青高校 男子 昭和学園高校 女子 日本製鉄㈱九州製鉄所・大分地区 男子

大分商業高校 男子 大分西高校 女子 日本製鉄㈱九州製鉄所・大分地区 女子

明豊高校 男子 宇佐高校 男子 トライアスロン 社会医療法人関愛会佐賀関病院 男子

大分舞鶴高校 男子 中津南高校 男子 バレーボール 株式会社大分銀行 女子

大分豊府高校 女子 大分南高校 女子 ソフトボール ＳＴオール大分 男子

大分舞鶴高校 女子 別府鶴見丘高校 女子 軟式野球 ＪＡ全農おおいた 男子

アーチェリー 大分東明高校 男子 東九州龍谷高校 男子 トリニータＵ－１８ 男子

東九州龍谷高校 女子 日本製鉄㈱九州製鉄所・大分地区 男子

三重総合高校 男子 日本文理大学 男子

杵築高校 女子 アーチェリー 九州乳業株式会社 男子

競技名 指　定　校 種別 明豊高校 女子 卓球 日本製鉄㈱九州製鉄所・大分地区 男子

大分東明高校 男子 大分東明高校 男子 大分県警察本部 男子

大分西高校 男子 大分舞鶴高校 男子 株式会社戸髙鉱業社 男子

大分舞鶴高校 男子 竹田高校 男子

杵築高校 男子 竹田高校 女子

佐伯鶴城高校 男子 カヌー 大分豊府高校 男子

大分高校 女子 大分東明高校 女子

楊志館高校 女子 別府溝部学園高校 女子

鶴崎工業高校 男子 大分南高校 男子

大分西高校 女子 柳ヶ浦高校 男子

大分雄城台高校 男子 大分南高校 女子

佐伯鶴城高校 男子 東九州龍谷高校 女子

津久見高校 男子 大分高校 男子

別府翔青高校 男子 大分高校 女子

大分商業高校 男子 大分高校 男子

大分商業高校 女子 大分高校 女子

水泳（アーティスティック） 別府翔青高校 女子

大分西高校 男子

大分南高校 男子

別府鶴見丘高校 男子

大分西高校 女子

高校野球（硬式）

陸上

ライフル射撃

フェンシング

 指定数　　　４２校　　３０団体　　１７７チーム　

ゴルフ

レスリング

柔道

剣道

ソフトテニス

サッカー

弓道

ライフル射撃

剣道

スポーツクライミング

アーチェリー

相撲

フェンシング

１２　競技 　　１８  校　　２３  チーム

ボート

ウエイトリフティング

自転車

カヌー

陸上

陸上（駅伝）

水泳（競泳）

水泳（水球）

テニス

柔道

ソフトボール

バドミントン

空手道

ボウリング

【　高等学校最重点　】 【　高等学校育成　】

３４　 競技　　３６　校　　８７ 　チーム

２０ 競技　 ２３    団体    ３７  チーム

【　企業等最重点　】

３　 競技　４  団体   ４ チーム

【　企業等重点　】

３競技    ５  団体    ５  チーム

【　企業等育成　】

【　高等学校重点　】

【　高等学校育成　】

１５　競技 　　１３　校 　　  ２１  チーム

サッカー

ラグビーフットボール

ソフトテニス

ホッケー

令和２年度　強化指定一覧（学校・企業・クラブチーム等）

卓球

陸上（駅伝）

ハンドボール

フェンシング

ライフル射撃

なぎなた

ボクシング

バレーボール

体操

体操（新体操）

バスケットボール

ソフトボール

軟式野球

陸上


