
競技
1.陸上競技 男子 男子

2年100m 中川　穂泉 吉井 10.99 1位 800m 山下　心正 大野 2:02.86 予選
（追風参考、予選11.13が大会新記録） 800m 後田　築 西諫早 1:57.66 5位

達木　英弥 桜馬場 11.11 3位 1500m 後田　築 西諫早 欠場
3年100m 深山　創希 加津佐 10.98 3位 100m 本田　海翔 祇園 11.35 予選
共通400m 古賀　蒼空 雞知 52.44 3位 100m 金川　大和 吉井 11.30 予選
2年1500m 東　秀叡 厳原 4:16.73 1位 100m 深山　創希 加津佐 14.25 予選
3年1500m 後田　築 西諫早 4:04.99 1位 200m 深山　創希 加津佐 欠場

200m 古賀　蒼空 雞知 22.79 予選
共通110mH 山本　貴義 青雲 14.62 2位 400m 古賀　蒼空 雞知 51.89 予選
共通棒高跳 平野　星舟 国見 4m10 1位 400m 竹下　紘夢 郷ノ浦 53.19 予選
低学4×100mR 郷ノ浦 46.71 2位 3000m 川原　琉人 三井楽 9:15.80 予選
（福原　成揮・東谷　豊連・里吉　漣・竹下　紘夢） 200m 高橋龍之介 岩屋 23.17 予選
共通4×100mR 青雲 43.51 1位 110mH 山本　貴義 青雲 14.55 準決勝
（馬場　啓輔・山下　瑚伯・近藤　俊輝・山本　貴義） 110mH 岩村　勇希 広田 15.32 予選

110mH 小栁　新 小長井 14.60 予選
男子総合 青雲 11点 4位 4×100mR 青雲 43.28 準決勝

（馬場　啓輔・山下　瑚伯・近藤　俊輝・山本　貴義）
女子

1年100m 井上みさき 長崎日大 12.54 1位 女子
松田　晏奈 長崎日大 12.74 3位 100m 宮﨑　叶和 長崎日大 12.68 予選

2年100m 宮﨑　叶和 長崎日大 12.25 1位 100m 山本　佳弥 諫早 12.79 予選
3年100m 小川　由愛 西諫早 12.28 1位 100m 小川　由愛 西諫早 12.69 予選
1年800m 船木　歌 玖島 2:16.13 1位 200m 小川　由愛 西諫早 25.59 予選

※大会新記録 200m 渡邊　陽 諫早 26.04 準決勝
低学80mH 松田　晏奈 長崎日大 12.30 2位 100mH 加藤　奈々 有明 15.01 予選
共通100mH 宮﨑　叶和 長崎日大 14.23 1位 100mH 宮﨑　叶和 長崎日大 13.75 3位
共通走幅跳 武藤　蓮奈 長大附属 5m51 1位 100mH 山本　佳弥 諫早 15.24 予選

緒方　彩乃 玖島 5m50 2位 800m 渡邊　陽 諫早 2:18.93 予選
低学4×100mR 長崎日大 50.30 1位 砲丸投げ 浦　紗瑛 翁頭 12m17 予選
（池田　心琴・松田　晏奈・井上みさき・宮﨑　叶和） 4×100mR 西諫早 50.12 予選

※大会新記録 （岩永　可恋・榎並　彩・野田　咲紀・小川　由愛）
広田 51.52 2位

（前川　優・八並　奈緒・中溝　咲希・笹浦祐里香）
共通4×100mR 西諫早 49.86 3位
（岩永　可恋・榎並　彩・野田　咲紀・小川　由愛）

女子総合 長崎日大 33点 1位
玖島 12点 3位
西諫早 12点 4位

2.水泳競技 女子 女子
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 太田　紗彩 志佐 1:01.41 2位 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 太田　紗彩 志佐 1:01.27 5位
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 太田　紗彩 志佐 2:13.97 1位 200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 太田　紗彩 志佐 2:13.02 2位
200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 下条　樹希 志佐 2:25.33 2位
400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 下条　樹希 志佐 5:07.77 3位

女子総合 志佐 38点 2位

3.バスケットボール 男子 日野 2回戦 女子 純心 1回戦 全国大会出場なし
小ヶ倉 2回戦 三重 1回戦

4.卓球 団体 個人
男子 東長崎 女子 長与第二 男子 八色　遥斗 長与 1回戦

長与第二 口之津 予選

5.ソフトテニス 団体 団体
男子 志佐 1回戦 女子 東長崎 1位 女子 東長崎 ﾍﾞｽﾄ8

諫早 1回戦 諫早 2回戦
個人

個人 男子 光井　千綾 ・ 木下　颯汰 長田 2回戦
男子 光井　千綾 ・ 木下　颯汰 長田 1位 岩下　侑 ・ 石橋　樹人 橘 1回戦

岩下　侑 ・ 石橋　樹人 橘 3位
女子 江口咲礼紗 ・ 鳥巢穂乃香 日宇 3位 女子 江口咲礼紗 ・ 鳥巢穂乃香 日宇 2回戦

6.バレーボール 男子 西海 2位 女子 諫早 2位 男子 西海 決勝T1回戦
小浜 5位 琴海 小浜 決勝T1回戦

（諫早）

女子 諫早 ﾍﾞｽﾄ8

7.体操競技 団体 個人
男子 日宇 4位 女子 5位 男子 佐田　桜汰 西浦上 70位

山澄 7位

個人種目別
男子 佐田　桜汰 西浦上 1位 跳馬

　新体操 団体 全国大会出場なし
女子 活水 12位

東長崎 9位

8.ソフトボール 男子 諫高附属 3位 女子 波佐見 3位 全国大会出場なし
早岐 1回戦

令和元年度九州・全国大会成績一覧表（九州大会個人は３位まで）

九州大会 全国大会

予選 5位決定戦1回戦敗退

5位決定戦1回戦敗退

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦

諫早



競技 九州大会 全国大会

9.バドミントン 団体 全国大会出場なし
男子 長与 3位 女子 東長崎 2回戦

東長崎 1回戦 山里 1回戦

10.ハンドボール 男子 鳴北 2回戦 女子 大野 1回戦 全国大会出場なし
小島 1回戦 相浦 1回戦

11.軟式野球 波佐見 1回戦 全国大会出場なし
飯盛 1回戦

12.サッカー 長崎南山 第5代表決定戦敗退 全国大会出場なし
第一 1回戦

13．剣道 団体 団体
男子 長崎南山 3位 女子 長田 予選 男子 長崎南山 予選 女子 長田 予選

厳原 決勝T1回戦 橘 予選
桜が原 予選 玖島 予選 個人

個人 男子 山口　拓 長崎南山 3位
男子 山口　拓 長崎南山 2位 冨田　悠仁 長崎南山 1回戦

女子 永井　萌 長田 2回戦
森川　紗那 第二 ﾍﾞｽﾄ16

14．柔道 団体 団体
※　台風のため、中止 男子　 長崎日大 予選 女子 福江 予選

個人
個人 男子50㎏級 平山　楓海 桜馬場 2回戦

男子 66kg級 木村　公了 長崎日大 3位 55㎏級 川原　大吾 鳴北 ﾍﾞｽﾄ16
73kg級 尾﨑　茂憲 翁頭 3位 60㎏級 浦　麻月 崎辺 1回戦

66㎏級 木村　公了 長崎日大 1回戦
女子 52kg級 木場　彩 岐宿 3位 73㎏級 尾﨑　茂憲 翁頭 1回戦

松添　紗巴 桜馬場 3位 81㎏級 今畠　治豊 岐宿 2回戦
63kg級 池田　優和 吉井 2位 90㎏級 渡邉　友太 西浦上 1回戦
70kg級 池田　実琴 北諫早 3位 90㎏超級 横田　心真 波佐見 1回戦

女子40kg級 本村理子菜 西浦上 1回戦
44㎏級 松本　梨那 桜が原 2回戦
48㎏級 菊池　紗来 長崎日大 1回戦
52㎏級 木場　彩 岐宿 2回戦
57㎏級 山田　望愛 橘 1回戦
63㎏級 池田　優和 吉井 ﾍﾞｽﾄ16
70㎏級 池田　実琴 北諫早 1回戦
70㎏超級 山口　心夏 玖島 1回戦

15．相撲 団体 郡 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦 団体 郡 決勝T1回戦
長田 予選

個人 大浦　宏文 郡 決勝T2回戦
個人 大浦　宏文 郡 2位 桝屋　良輔 田平 予選

平山　一新 中部 予選

16．空手道 団体形
男子 清水 3位 女子 相浦 1位

佐世保北 2回戦 早岐 2回戦

団体組手
男子 福田 2位 女子 長崎日大 2回戦

早岐 2回戦 小島 2回戦

個人組手
男子 後藤　朋也 早岐 3位

17.テニス 団体
男子 東長崎 2回戦 女子 長崎東 2回戦

長与第二 1回戦 長与第二 1回戦

18．駅伝 男子 女子 男子 女子
福江 6位 桜が原 13位 福江 34位 桜が原 23位
西大村 7位 福江 16位


