
令和元年度(第７１回)長崎県高等学校総合体育大会 高総体結果 

【確定版】 

◎長崎地区 

■ソフトテニス 6/1(土)～6/4(火) 

 会場：長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 

 ＜男子団体＞ 

 1回戦 対 対馬 2－1 勝ち 

 2回戦 対 長崎北 1－2 敗退 

＜男子個人＞ 

 池村・中牟田 2回戦 対 長崎西 3－4敗退 

 犬束・富永  2回戦 対 上対馬 3－4敗退 

 田端・岩下  2回戦 対 佐高専 4－2勝ち 

        3回戦 対     4－2勝ち 

        4回戦 対 南山  0－4敗退 

 鈴木・石橋  1回戦 対 壱岐商 4－1勝ち 

        2回戦       0－4敗退 

 中町・日高  2回戦 対 日大  3－4敗退 

 池田・浦川  2回戦 対 佐南  0－4敗退 

＜女子団体＞ 

 １回戦 対 長崎女子 1－2 敗退 

＜女子個人＞ 

 古賀・谷村  1回戦 対 佐商 4－1 勝ち 

2回戦 対 玉成 2－4 敗退 

 川口・吉田  ケガで棄権 

 松本・山下  1回戦 対 純心 4－0 勝ち 

2回戦 対 壱岐 1－4 敗退 

 宇田川・平松 1回戦 対 口加 4－2 勝ち 

2回戦 対北松西 0－4 敗退 

 小川・関   1回戦 対 諫早 1－4 敗退 

 

■女子バレーボール 

 6/1(土) 

会場：純心女子高等学校体育館 

 １回戦 対 佐世保南 0－2 敗退 

  

 

■ラグビー 

 会場：長崎市営ラグビー・サッカー場 

 1回戦 対 長崎鶴洋 54-7 勝ち 

 2回戦 対 諫早農業 7－69 敗退 

 

■バドミントン 

 会場：三菱重工総合体育館 長崎南高校体育館 

 ＜男子団体＞ 

 2回戦 対 鎮西学院 3－0 勝ち 

 3回戦 対 佐世保北 0－3 敗退 

＜男子個人＞ 

 シングルス   

田中康二朗 1回戦敗退 

  平有志高  2回戦敗退 

  宮上寛大  3回戦敗退 ベスト 32 

 ダブルス    

宮上・恒任 3回戦敗退 ベスト 32 

  小倉・平  3回戦敗退 ベスト 32 

  田上・葉山 1回戦敗退 

＜女子団体＞ 

 1回戦 対 清峰 3－1 勝ち 

 2回戦 対 佐世保北 2－3 敗退 

＜女子個人＞ 

 シングルス   

下田愛子  2回戦敗退 

  土井百々花 1回戦敗退 

  北川歩佳  3回戦敗退 ベスト 32 

 ダブルス   

下田・北川 4回戦敗退 ベスト 16 

  土井・松尾 1回戦敗退 

  音成・林田 1回戦敗退 

 

 



■ボクシング 

 会場：長崎鶴洋高等学校体育館 

 ライトウェルター級  

川西響 対 佐世保西 勝ち 優勝 

     九州大会・全国大会出場 

   

■水泳 

 会場：長崎市民総合プール 

 男子 400mリレー               予選敗退 

 男子 200m自由形  佐々野雄   予選敗退 

           浦川麟太郎 予選敗退 

女子 200m背泳ぎ   井上未知   決勝進出 

            6位 九州大会出場 

男子 50m自由形    大町哲也   予選敗退 

前田健太   予選敗退 

熊将太郎   予選敗退 

男子 100m自由形   立木翔士  予選敗退 

熊将太郎  予選敗退 

佐々野雄  予選敗退 

女子 100m平泳ぎ   富永美海  予選敗退 

男子 100m平泳ぎ   宮本佳祐  予選敗退 

奥村太一  予選敗退 

近藤祐亮  予選敗退 

男子 100mバタフライ  浦川麟太郎 予選敗退 

渡部晃輝  予選敗退 

女子 100m背泳ぎ    富永美海  予選敗退 

井上未知  決勝進出 

                      5位 九州大会出場 

 

■ライフル射撃 

 会場：小江原射撃場 

BR 男子団体 3位 

BR 女子団体 2位 九州大会出場 

AR 男子団体 4位 

AR 女子団体 3位 

 

＜AR 男子個人＞  

 田上裕貴  7位 九州大会出場 

 眞崎大地  13位 

 西原英司  14位 

 前園祥太  15位 

 岩永璃久  20位 

 岡 諒生  21位 

 

＜AR 女子個人＞ 

 梅本美里   優勝   九州大会・全国大会出場 

 田端みのり 準優勝 九州大会・全国大会出場 

 浦野あおい 4位   九州大会・全国大会出場 

 平山瑞季  14位  

   

＜BR 男子個人＞ 

細田智大  優勝 九州大会・全国大会出場 

田川克樹  8位 九州大会出場 

三浦功奨  12位 

小田原光輝 13位 

松尾心達  17位 

平祐輝   22位 

中島唯人    27位 

市村嘉健  28位 

        

＜BR 女子個人＞  

 末永紗菜   2位 九州大会・全国大会出場 

 甲村香菜子  5位 九州大会・全国大会出場 

木下瑚雪   13位 

有光彩英   15位 

三浦来心   16位 

＜BP 男子個人＞  

 古巣友豊  3位 九州大会出場 

 中口和紀  4位  

 尾上柊人  6位 

＜BP 女子個人＞ 

田中奈留  準優勝 九州大会出場 

佐々木涼葉 6位  

  

 ＜男子総合＞  第 3位 

 ＜女子総合＞  第 2位 



◎県央地区 

■陸上 

 会場：トランスコスモスタジアム長崎 

 男子 100m  吉田羽矢人  準決勝進出 

              準決勝敗退  

 玄丈太郎  準決勝進出 

              準決勝敗退 

        住田英悟  2次予選進出 

                    2次予選敗退 

 男子 200m  吉田羽矢人 2次予選進出 

                    2次予選敗退 

玄丈太郎 準決勝進出 

     準決勝敗退 

        住田英悟 予選敗退 

 男子 400m  奥貫颯太 予選敗退 

男子 800m   金子和樹 準決勝進出 

        立川義宏 予選敗退 

              磯翔 予選敗退 

 男子 1500m  金子和樹 予選敗退 

        永瀬康人 予選敗退 

 男子 5000m  板倉琢馬 予選敗退 

        河野圭亮 予選敗退 

        瓦田雄太郎 予選敗退 

 男子 110mH  小野一馬  準決勝進出 

             準決勝敗退 

 男子 400mH  小野一馬 予選敗退 

 男子 3000mSC 山根晃静 予選敗退 

        大町滉  予選敗退 

 男子走幅跳  村田渉 第 18位 

 男子三段跳  村田渉 第 14位 

男子 8種競技 林泰雅 第 16位 

 男子 4×100m 

  吉田・奥貫・小野・玄・住田 準決勝進出 

                準決勝敗退 

 

 

 

 男子 4×400m 

  金子・吉田・村田・奥貫・玄・住田 

                準決勝進出 

                準決勝敗退 

女子 100m  徳永葵 予選敗退 

       荒木志乃 予選敗退 

        飯田響 予選敗退 

女子 200m  徳永葵 予選敗退 

松岡咲 予選敗退 

望月万琴 予選敗退 

 女子 400m  藤原友絵 決勝進出 6位入賞 

北九州大会出場  

 女子 800m   藤原加奈絵 予選敗退 

 女子 1500m  福田夢 予選敗退 

         畠山陽菜子 予選敗退 

 女子 3000m  鶴本理日  予選敗退 

        畠山陽菜子 予選敗退 

        福田夢   予選敗退 

 女子 400mH  藤原友絵 決勝進出 3位入賞 

              北九州大会出場 

 女子走幅跳  井家上知花 記録なし 

        大塚舞  決勝進出 7位入賞 

 女子三段跳  大塚舞  決勝進出 2位入賞 

              北九州大会出場 

 女子砲丸投  ダルトンエスタ小春 記録なし 

 女子やり投  井家上知花 記録なし 

        ダルトンエスタ小春 記録なし 

 女子 4×100m 

  大塚・藤原友・飯田・徳永・荒木準決勝進出 

                 準決勝敗退 

 女子４×400m 

  藤原加・大塚・藤原友・飯田・徳永・荒木 

                  予選敗退 

 

  

  

 

 



■柔道 

 会場：諫早市小野体育館 

 ＜男子団体＞  

1回戦   対 佐世保西 5－0 勝ち 

準々決勝  対 瓊浦 3－1 勝ち 

準決勝   対 南山 0－3 敗退 

第 3位 

＜男子個人＞ 

－60kg級 

熊川兼祥 2回戦敗退 

－66kg級 

荒木良太 2回戦敗退 

原口武輝 準優勝 九州大会出場 

－73kg級 

梅野大智  3位 

林田倖弥  ベスト 8 

松添栞士郎 ベスト 16 

橋田太朗  ベスト 16 

－81kg級 

田中慶之介 ベスト 16 

池下宗克  ベスト 16 

坂本圭生  ベスト 16 

 

■弓道 

 会場：島原市霊柩公園体育館・弓道場 

 ＜男子団体＞ 決勝リーグ進出  

        第 6位 

 ＜女子団体＞ 2次予選進出  

        2次予選敗退 

 ＜男子個人＞ 寺田拓真 準優勝  

九州大会・インターハイ出場 

 

■サッカー 

 会場：県立百花台公園サッカー場 

島原市平成町人工芝グラウンドＢ 

 1回戦 対 清峰   6－3 勝ち 

 2回戦 対 島原工業 3－1 勝ち 

 3回戦 対 国見   0－6 敗退  

■卓球 

 会場：大村市体育文化センター 

 ＜男子団体＞ 

 2回戦 対 佐世保特別支援 3－0 勝ち 

 3回戦 対 鎮西学院 0－3 敗退 

 

 ＜男子個人＞ 

 シングルス 

  兒島龍之介  2回戦敗退 

  新智裕    2回戦敗退 

  岩永渉吾   3回戦敗退 

  田﨑遼成   2回戦敗退 

  尾崎颯茉   2回戦敗退  

  吉原勇    3回戦敗退 

  小段柊人   3回戦敗退 

 ダブルス  

  岩永・小段  3回戦敗退 

  吉原・兒島  2回戦敗退  

 

 ＜女子団体＞ 

 1回戦 対 佐世保東翔 3－0 勝ち 

 2回戦 対 活水    0－3 敗退 

 

 ＜女子個人＞ 

 シングルス 

  樽井果歩  2回戦敗退 

  北川和果  2回戦敗退 

  若菜志緖美 3回戦進出・3回戦敗退 

  北川春花  2回戦敗退 

  河波柚菜  3回戦進出・3回戦敗退 

  石田茉里奈 2回戦敗退 

  中村風花  3回戦進出・3回戦敗退 

 ダブルス 

  若菜・河波 3回戦 対 鎮西   敗退 

  中村・樽井 2回戦 対 鎮西   敗退 

  

 

 



◎佐世保地区 

■バスケットボール 

 会場：小佐々スポーツセンター 

佐世保市体育文化館 

 ＜男子＞ 

 2回戦 対 島原     91－62 勝ち 

 3回戦 対 佐世保実業  177－25 勝ち 

 準々決勝 対 佐世保工業 96－94 勝ち 

 決勝リーグ 

 第 1試合 対 長崎西 95－104（延長戦）1敗 

 第 2試合 対 瓊浦  81－91     1敗 

 第 3試合 対 西海  110－75    1勝 

                   第 3位 

 ＜女子＞ 

 1回戦 対 対馬 67－43 勝ち 

 2回戦 対 鎮西 35－57 敗退 

 

■剣道 

 会場：平戸文化センター 

＜男子団体＞ 

 予選リーグ 3勝 0敗 勝ち 

 準々決勝 対 島原 1－2 敗退 

 

＜男子個人＞ 

 川添舜一郎 1回戦 対 諫早農業 勝ち 

       2回戦 対 長崎西 勝ち 

       3回戦 対 西海学園 勝ち 

4回戦 対 島原 敗退  

ベスト 16  

 大久保一弥 1回戦 対 猶興館 勝ち 

       2回戦 対 島原中央 敗退 

 三浦昌真  1回戦 対 大村工業 敗退 

 眞邉維新  1回戦 対 西海学園 勝ち 

       2回戦 対 西陵 敗退 

＜女子個人＞ 

 財部華帆 1回戦 対 猶興館 勝ち 

      2回戦 対 島原 敗退 

■テニス 

 会場：佐世保市総合グラウンドテニスコート 

 ＜男子団体＞ 

 2回戦  対 青雲  2－1 勝ち 

 準々決勝 対 北陽台 1－2 敗退 

 ＜男子個人＞ 

 シングルス 

  森山竜純  2回戦 対 長崎日大 6－0勝ち 

        3回戦 対 青雲  6－4勝ち 

        4回戦 対 海星  2－6敗退 

  坂田愛都  1回戦 対 島原農 6－7敗退 

  江濵亮介  1回戦 対 佐高専 6－0勝ち 

        2回戦 対 長崎南 6－3勝ち 

        3回戦 対 海星  1－6敗退 

  黒田幹次郎 1回戦 対 佐世保南 6－1勝ち 

        2回戦 対 長崎北 6－0勝ち 

        3回戦 対 海星  1－6敗退 

  梅澤悠成  1回戦 対 大村工 6－0勝ち 

        2回戦 対 青雲 6－0 勝ち 

        3回戦 対 佐東翔 3－6敗退 

ダブルス 

  山口・金出 2回戦 対 青雲  2－6敗退 

  森山・梅澤 2回戦 対 長崎西 6－1勝ち 

        3回戦 対 長崎日大 6－0勝ち 

        4回戦 対 北陽台 6－3勝ち 

        準々決勝 対 海星 6－4勝ち 

        準決勝  対 海星 1－8敗退 

ベスト 4・第 3位 

  黒田・浦川 2回戦 対 諫早  6－1勝ち 

        3回戦 対 諫商  6－2勝ち 

        4回戦 対 大村  0－6敗退 

 

 

 

 

 

 

 



＜女子団体＞ 

 2回戦  対 西陵  3－0 勝ち 

 準々決勝 対 北陽台 1－2 敗退・ベスト 8 

 

＜女子個人＞ 

 シングルス 

  平川彩乃 2回戦 対 佐世保北 6－3勝ち 

       3回戦 対 大村  1－6敗退 

  道津茜  2回戦 対 長崎西 6－1勝ち 

       3回戦 対 北陽台 6－4勝ち 

       4回戦 対 大村  2－6敗退 

                 ベスト 16 

  高田純奈 1回戦 対 島原  6－0勝ち 

       2回戦 対 西陵  4－6敗退 

  中田夏鈴 2回戦 対 島原  7－5勝ち 

       3回戦 対 海星  1－6敗退 

  永田杏実 2回戦 対 長崎北 6－1 勝ち 

       3回戦 対 佐世保北 6－4 勝ち 

       4回戦 対 海星  1－6 敗退 

                 ベスト 16 

 

ダブルス 

  浦田・森田 1回戦 対 女子商 2－6敗退 

  岩崎・荒木 1回戦 対 青雲 6－0 勝ち 

        2回戦 対 向陽 6－2 勝ち 

        3回戦 対 女子商 6－7敗退 

                  ベスト 16 

  永田・平川 2回戦 対 諫早商業 6－3勝ち 

        3回戦 対 北陽台 6－3勝ち 

        準々決勝対 九文 6－1 勝ち 

        準決勝 対 九文 0－8 敗退 

              ベスト 4・第 3位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 総 体 組 み 合 わ せ HP  

https://nagasaki-koutairen.jp/03_ko

usoutai/kumi.html 



 


