
競技
1.陸上競技 男子 男子

2年100m 井手　秀悟 日宇 11.32 2位 200m 橋本　龍太 西諫早 24.46 予選
共通800m 松下　健心 山澄 2:02.51 3位 800m 松下　健心 山澄 2:00.20 予選
1年1500m 俵　　匠生 雞知 4:21.89 1位 3000m 牟田　颯太 森山 9:11.50 予選
2年1500m 黒岩蘭太朗 雞知 4:13.82 3位 3000m 牟田　凜太 森山 9:14.29 予選
3年1500m 牟田　颯太 森山 4:01.35 1位 3000m 中　　遥翔 郡 8:53.31 予選
3年1500m 牟田　凜太 森山 4:01.83 2位 4×100mR 西諫早 44.55 予選
共通4×100mR 西諫早 43.93 3位 （松平　丈護・橋本　龍太・並川　峻輔・近藤　庵慈）
（松平　丈護・橋本　龍太・並川　峻輔・近藤　庵慈） 走幅跳 山口　遥椰 時津 6ｍ13 31位
共通走幅跳 山口　遥椰 時津 6ｍ72 3位 砲丸投 本多　武蔵 国見 13ｍ32 11位

（追風参考） 四種競技 有川　陽琉 時津 2417点 9位
共通砲丸投 本多　武蔵 国見 13ｍ58 1位
男子総合 森山 12点 4位 女子

雞知 10点 5位 800m 増丸　奈央 大村 2:13.75 3位
1500m 森田そよ香 西諫早 4:45.88 予選

女子 100mH 宮﨑　葵唯 第一 15.38 予選
1年100ｍ 吉永　優衣 西諫早 12.92 3位 4×100mR 長大附属 50.55 予選
3年100ｍ 井上みさき 長崎日大 12.52 3位 （本多　和佳・三浦　　歌・天本　真菜・平野　百葉）
共通200ｍ 井上みさき 長崎日大 25.79 3位 走幅跳 松田　晏奈 長崎日大 5ｍ44 16位
3年800ｍ 増丸　奈央 大村 2:15.74 2位 砲丸投 近藤　　湊 南有馬 13ｍ21 10位
共通100ｍH 松田　晏奈 長崎日大 14.17 2位 四種競技 井上みさき 長崎日大 2745点 4位
共通走高跳 佐伯菜々子 長崎日大 1ｍ55 2位
共通走幅跳 松田　晏奈 長崎日大 5ｍ83 1位

※大会新記録
女子総合 長崎日大 25点 1位

西諫早 10点 5位

2.水泳競技 女子 全国大会出場なし
100m平泳ぎ 小関　綾乃 青雲 1:15.95 3位

3.バスケットボール 男子 滑石 2回戦 女子 北諫早 2回戦 全国大会出場なし
祇園 3位 山里 1回戦

4.卓球 団体 個人
男子 滑石 予選 女子 西諫早 男子 山本　湊也 時津 1回戦

桜が原 予選 大野 予選 早野　勇徠 長与第二 1回戦
女子 川原　美憂 郡 1回戦

5.ソフトテニス 団体 団体
男子 諫早 2回戦 女子 東長崎 3位 女子 東長崎 1回戦

三重 1回戦 諫早 3位
個人

男子 村﨑　優哉・藤井　海理 諫早 1回戦

6.バレーボール 男子 郡 ﾍﾞｽﾄ8 女子 諫早 3位 女子 諫早 棄権
吾妻 決勝T1回戦 千々石

7.体操競技 団体 団体
男子 西浦上 7位 女子 2位 女子 聖和女子学院 11位

山澄 4位
個人

個人総合 男子 徳永　　嵐 山澄 43位
女子 川上　めい 1位 女子 川上　めい 43位

内田帆乃芳 54位
個人種目別 武田かのか 山澄 83位

男子 徳永　　嵐 山澄 2位 跳馬 小栁　音緒 86位
徳永　　嵐 山澄 2位 鉄棒 106位

女子 川上　めい 1位 跳馬
川上　めい 1位 平均台
川上　めい 1位 段違い平行棒
川上　めい 1位 ゆか

8.新体操 団体 全国大会出場なし
女子 活水 5位

東長崎 12位

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

10.バドミントン 団体 団体
男子 日見 1位 女子 郡 1回戦 男子 日見 ﾍﾞｽﾄ8

東長崎 2回戦 大浦 1回戦
個人 個人

男子 シングルス 草ﾉ瀬悠生 日見 1回戦
男子 シングルス 草ﾉ瀬悠生 日見 2位

11.ハンドボール 男子 日宇 1回戦 女子 大野 1回戦 全国大会出場なし
時津 1回戦 相浦 1回戦

12.軟式野球 西彼 1回戦 全国大会出場なし
第一 1回戦

13.サッカー 長崎南山 3位 長崎南山 2回戦
海星 ﾍﾞｽﾄ8

聖和女子学院

聖和女子学院

聖和女子学院

聖和女子学院

令和３年度九州・全国大会成績一覧表（九州大会個人は３位まで）
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予選
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競技 九州大会 全国大会

14．剣道 団体 団体
男子 長崎南山 1位 女子 諫早 予選 男子 長崎南山 ﾍﾞｽﾄ16

有明 予選 橘 予選 女子 諫早 2回戦

個人
男子 田添鈴太郎 玖島 2回戦

織田　慶次 愛野 3回戦

女子 児島　和歩 布津 2回戦
本田　　澪 諫早 3回戦

15．柔道 団体 団体
男子 長崎日大 2位 女子 諫早 予選 男子　 長崎日大 予選

喜々津 予選 橘 予選 女子 諫早 予選

個人
個人 男子 50㎏級 窄頭龍ノ介 岐宿 ﾍﾞｽﾄ16

男子 55kg級 北村　和土 西浦上 3位 55㎏級 北村　和土 西浦上 ﾍﾞｽﾄ16
66kg級 岩井　大湖 佐々 3位 60㎏級 濵口　大誠 長崎日大 2回戦
73kg級 堀　　陽登 喜々津 2位 66㎏級 堀　　暁登 喜々津 3位
81kg級 松本　龍樹 長崎日大 3位 73㎏級 堀　　陽登 喜々津 3位

81㎏級 松本　龍樹 長崎日大 ﾍﾞｽﾄ8
女子 40kg級 小宗　紘奈 小佐々 3位 90㎏級 川口　克希 長崎日大 ﾍﾞｽﾄ16

70kg級 田端日茉理 福江 3位 90㎏超級 吉川悠晄斗 岐宿 1回戦

女子 40kg級 小宗　紘奈 小佐々 1回戦
44㎏級 辻󠄀　　美乃 長大附属 1回戦
48㎏級 辻󠄀　　奈々 長大附属 2回戦
52㎏級 岩井　静帆 佐々 1回戦
57㎏級 長谷川なつき 祇園 ﾍﾞｽﾄ16
63㎏級 山本　心愛 世知原 ﾍﾞｽﾄ16
70㎏級 田端日茉理 福江 ﾍﾞｽﾄ8
70㎏超級 長濱　　輝 鳴北 2回戦

16．相撲 団体 有喜 ﾍﾞｽﾄ8 団体 有喜 決勝T1回戦
中部 予選

個人 本山　佳龍 長崎南山 決勝T2回戦
木下　朔冶 有喜 決勝T2回戦
大浦　朋晃 郡 予選

17．空手道
※　新型コロナウイルス感染症の影響で中止

18.テニス 団体
男子 海星 1回戦 女子 長大附属 2回戦

長大附属 1回戦 諫高附属 1回戦

個人
男子ダブルス 藤本　大輝・德本　哲春 海星 3位

19．駅伝 男子 女子 男子 女子
森山 7位 西諫早 6位 森山 23位 西諫早 16位
時津 6位 長大附属 12位


