
競技
1.陸上競技 男子 男子

3年100m 井手　秀悟 日宇 11.19 3位 100m 井手　秀悟 日宇 11.01 B決勝5位

共通400m 鶴田　宇大 土井首 50.85 2位 800m 鶴田　宇大 土井首 2:03.27 予選
1年1500m 酒井　　良 雞知 4:28.08 3位 1500m 藤﨑　潤慈 玖島 4:04.52 予選
2年1500m 百田　好希 西諫早 4:18.15 2位 俵　　匠生 雞知 4:09.79 予選
2年1500m 俵　　匠生 雞知 4:18.51 3位 黒岩蘭太朗 雞知 4:08.84 予選
3年1500m 内田　涼太 西諫早 4:06.69 2位 横田　海斗 小長井 4:09.18 予選
共通3000m 内田　涼太 西諫早 8:51.03 3位 百田　好希 西諫早 4:18.22 予選
低学4×100mR 東長崎 47.33 2位 3000m 内田　涼太 西諫早 8:56.12 16位
（松尾　穂澄・久保田愛太郎・原口　一翔・古川　　遼） 4×100mR 郡 43.94 予選
低学4×100mR 長大附属 47.80 3位 （佐藤　　翔・安藤　直哉・田口　真惺・中島　旭陽）
（原　　大雅・倉田　　圭・森　　優和・今里　和暉） 走幅跳 齋藤　颯太 長大附属 6ｍ37 21位
共通4×100mR 郡 43.71 1位 砲丸投 本多　恵丞 南有馬 13ｍ24 13位
（佐藤　　翔・安藤　直哉・田口　真惺・中島　旭陽）
共通走幅跳 齋藤　颯太 長大附属 6m61 1位 女子
共通砲丸投 本多　恵丞 南有馬 13m91 2位 100ｍH 吉永　優衣 西諫早 14.89 予選

三浦　　歌 長大附属 14.42 予選
男子総合 西諫早 17点 2位 4×100ｍR 長大附属 49.16 7位

長大附属 11点 7位 （戸塚　麗奈・本多　和佳・岩永　陽花・三浦　　歌）
走幅跳 本多　和佳 長大附属 5ｍ33 9位

女子 砲丸投 中村　柚葉 国見 12ｍ07 25位
1年800m 戸塚　麗奈 長大附属 2:26.15 3位
低学年80mH 吉永　優衣 西諫早 11.76 1位

※大会新記録
共通100mH 三浦　　歌 長大附属 14.50 2位
低学4×100mR 時津 52.58 2位
（田口　優羽・川口　美緒・丸尾　彩寧・吉田　夏子）
共通4×100mR 長大附属 49.47 1位
（戸塚　麗奈・本多　和佳・岩永　陽花・三浦　　歌）
共通走幅跳 本多　和佳 長大附属 5m45 1位

女子総合 長大附属 22点 1位

2.水泳競技 女子 全国大会出場なし
200m自由形 前川　結衣 日野 2:10.69 3位
800m自由形 久保　紅葉 北諫早 9:41.16 3位
100m背泳ぎ 渕上　真奈 緑が丘 1:06.00 3位
200m背泳ぎ 渕上　真奈 緑が丘 2:24.34 3位

3.バスケットボール 男子 小ヶ倉 3位 女子 純心 3位 男子 小ヶ倉 予選
諫早 1回戦 祇園 ベスト8

女子 純心 決勝T1回戦

4.卓球 団体 団体
男子 崎辺 5位 女子 小浜 予選 男子 崎辺 予選

佐々 長崎東
個人

男子 瀬尾幸太郎 崎辺 1回戦
早野　勇徠 長与第二 1回戦
深川真那斗 北諫早 1回戦

女子 菊次　杏心 真城 1回戦

5.ソフトテニス 団体 団体
男子 佐々 ベスト8 女子 東長崎 1位 女子 東長崎 ベスト8

仁田 3位 国見 1回戦
個人

個人 男子 原田　歩夢・宮原　　陸 西大村 1回戦
女子 小林　　司・津田　瑠依 西大村 1位

西村　奏音・片山　伊織 東長崎 3位 女子 小林　　司・津田　瑠依 西大村 1回戦
西村　奏音・片山　伊織 東長崎 1回戦
狩野　琴音・大木　愛結 長田 1回戦

6.バレーボール 男子 長崎南山 3位 女子 諫早 1位 男子 長崎南山 決勝T1回戦
南串 決勝T1回戦

女子 諫早 決勝T2回戦

7.体操競技 団体 団体
男子 大野 3位 女子 2位 女子 聖和女子学院 5位

西浦上 7位 桜が原 8位

個人総合 個人
女子 川上　めい 1位 男子 上近　琉斗 大野 29位

徳永　　嵐 山澄 57位
個人種目別 女子 川上　めい 2位 跳馬

女子 川上　めい 1位 跳馬
川上　めい 1位 段違い平行棒
内田帆乃芳 2位 段違い平行棒
川上　めい 2位 平均台
川上　めい 1位 ゆか

8.新体操 団体 全国大会出場なし
女子 東長崎 11位

活水 12位

9.ソフトボール 男子 諫高附属 3位 女子 勝本 ベスト8 全国大会出場なし
1回戦

10.バドミントン 団体 団体
男子 日見 1位 女子 時津 ベスト8 男子 日見 3位

長与 1回戦 東長崎 ベスト8
個人 個人

男子 シングルス 草ノ瀬悠生 日見 2位 男子 シングルス 草ノ瀬悠生 日見 3回戦
シングルス 村川　翔真 日見 3位 村川　翔真 日見 2回戦
ダブルス 吉次　和義・後藤　洸太 日見 1位 ダブルス 日見 3回戦
ダブルス 増田　大輝・左村都之助 日見 3位 日見 3回戦

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

早岐・日宇

ベスト8

5位決定戦1回戦

聖和女子学院

聖和女子学院

聖和女子学院

聖和女子学院

聖和女子学院

聖和女子学院

吉次　和義・後藤　洸太

増田　大輝・左村都之助

聖和女子学院

令和４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

聖和女子学院

聖和女子学院



競技 九州大会 全国大会

12.軟式野球 勝本 3位 勝本 2回戦
波佐見 2位 波佐見 ベスト8

13.サッカー 長崎南山 3位 長崎南山 2回戦
海星 1回戦

14．剣道 団体 団体
男子 長崎南山 3位 女子 橘 予選 男子 長崎南山 3位

東長崎 予選 諫早 2位 女子 橘 1回戦

個人
男子 太田　瑛崇 有明 3回戦

押渕　　碧 長崎南山 1回戦

女子 戸田　胡桃 日宇 4回戦
久保凛々果 桜が原 2回戦

15．柔道 団体 団体
男子 長崎日大 女子 小佐々 予選 男子　 長崎日大 決勝T1回戦

岐宿 予選 橘 女子 小佐々 予選

個人
個人 男子 50㎏級 池田　勇志 中里 2回戦

男子 73kg級 松本　大勢 長崎日大 3位 55㎏級 森本　耕平 玖島 2回戦
81kg級 浦　　侑希 崎辺 2位 60㎏級 平井　豪輝 長崎日大 2位

66㎏級 岩井　大湖 佐々 2回戦
女子 40kg級 小宗　紘奈 小佐々 2位 73㎏級 松本　大勢 長崎日大 3位

52kg級 塚原　こと 橘 3位 81㎏級 浦　　侑希 崎辺 2回戦
90㎏級 池田　優大 吉井 1回戦
90㎏超級 太田悠希人 岐宿 2回戦

女子 40kg級 小宗　紘奈 小佐々 2位
44㎏級 前川　優蘭 小佐々 1回戦
48㎏級 林田　佳穂 東長崎 2回戦
52㎏級 塚原　こと 橘 2回戦
57㎏級 北川　好海 長崎日大 2回戦
63㎏級 城山　舞佳 翁頭 2回戦
70㎏級 中村　志歩 長崎東 1回戦
70㎏超級 石橋　凜彩 第一 2回戦

16．相撲 団体 中野 予選 団体 中野 予選
芦辺 予選

個人 大浦　朋晃 郡 決勝T1回戦
田渕　龍馬 生月 予選
陣ノ内大雅 桜が原 予選

17．空手道 団体
男子 形 生月 ベスト8

早岐 ベスト8
大野 ROUND1

女子 形 早岐 1位
生月 ROUND1
山里 ROUND1

男子 組手 福田 2位
早岐 3位
山里 ベスト8

女子 組手 山里 3位
西泊 2回戦
早岐 1回戦

個人
男子 組手 下村　蓮馬 福田 3位

18.テニス 団体
男子 海星 2位 女子 長大附属 2位

長大附属 1回戦 海星 1回戦

個人
男子シングルス 太田　　周 長与 2位
女子シングルス 山髙　心慎 中里 1位

19．駅伝 男子 女子 男子 女子
西諫早 9位 西諫早 9位 西諫早 22位 西諫早 33位
雞知 8位 雞知 10位

決勝T1回戦

決勝T1回戦


