
  長崎東高校生徒会指導部 

長崎東高校 令和４年度高総体結果（令和４年 6 月１５日版） 

※各部からの結果報告、高体連公式 HP 等を基に作成しておりますが、お気づきの点等ありましたらご

一報ください。 

※ここに記載された内容は予告なく訂正・追記等を行うことがあります。ご了承ください。 

 

●陸上 

4×100 リレー男子 決勝７位 

4×100 リレー女子 決勝６位入賞 北九州大会 

砲丸投げ男子 西  決勝８位 

100ｍ女子  陸門 決勝８位 

100mH 女子 宮本 決勝６位入賞 北九州大会 

 

●ソフトテニス（男子） 

【団体】１回戦  〇長崎東 3―0 佐世保北× 

    ２回戦  ×長崎東 1―2 精道三川台〇 

【個人】香月・田浦 １回戦敗退 

    古賀・森田 ベスト１６ 

    河上・龍原 １回戦敗退 

    中尾・小﨑 ２回戦敗退 

    浦川・濵﨑 １回戦敗退 

 

●ソフトテニス（女子） 

【団体】 ２回戦 〇長崎東 ３―０ 大崎× 

     ３回戦 〇長崎東 ２―０ 長崎南× 

準々決勝 ×長崎東 １－２ 長崎商業〇  ベスト８ 

 

【個人】大場・吉田 4 回戦敗退 

    高村・藤本 2 回戦敗退 

    土井・村上 4 回戦敗退 

    片山・八戸 準優勝 インターハイ・九州大会 

    岩下・長田 2 回戦敗退 

    若松・八戸 2 回戦敗退 
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●バレーボール 

【団体】１回戦  ×長崎東 ０―２ 猶興館〇 

 

●バスケットボール(男子) 

【団体】２回戦    〇長崎東 108―51 北陽台× 

    ３回戦    ○長崎東 128―43 川棚× 

    準々決勝   〇長崎東  96―57 大村工業× 

    決勝リーグ 〇長崎東  84―71 長崎西× 

          ×長崎東  68－96 長崎工業〇 

          〇長崎東  74―70 瓊浦×   第 3 位 

 

●バスケットボール（女子） 

【団体】１回戦 〇長崎東 90―67 創成館× 

    ２回戦 ×長崎東 44―96 長商〇 

 

●卓球（男子） 

【団体】２回戦 〇長崎東 ３―０ 長崎日大× 

    ３回戦 〇長崎東 ３―２ 佐高専× 

    ４回戦 ×長崎東 ０―３ 鎮西学院〇  ベスト８ 

 

【個人】シングルス 

1 回戦 〇大見  ３－０ 佐世保東翔× 

2 回戦 ×大見  ２－３ 佐世保工業× 

1 回戦 〇馬場  ３－０ 佐世保工業× 

2 回戦 〇馬場  ３－１ 島原工業× 

３回戦 ×馬場  ０－３ 対 瓊浦〇 

1 回戦 〇平山  ３－２ 鹿町工業× 

2 回戦 ×平山  ０－３ 鎮西学院〇  

1 回戦 〇城   ３－１ 島原中央× 

2 回戦 ×城   ０－３ 長崎工業〇 

1 回戦 〇古賀  ３－２ 口加× 

2 回戦 ×古賀  ０－３ 長崎北陽台〇 

2 回戦 〇新宮  ３－０ 長崎商業× 

３回戦  〇新宮  ３－０ 対 波佐見× 

４回戦  ×新宮  １－３ 対 鹿町工業〇  ベスト 32 

 

ダブルス 

１回戦 〇古賀・城 ３－１ 小浜× 
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２回戦 ×古賀・城   ０－３ 鹿町工〇 

１回戦 〇新宮・大見 ３－０ 島原工× 

２回戦 〇新宮・大見 ３－２ 長崎北陽台× 

３回戦 〇新宮・大見 ３－２ 諫早商業× 

４回戦 ×新宮・大見 ２－３ 佐世保高専〇  ベスト 16 

１回戦 〇馬場・永尾 ３－１ 諫早商業× 

２回戦 ×馬場・永尾 １－３ 海星〇 

 

●卓球（女子） 

【団体】１回戦 〇長崎東 ３―０ 壱岐商業× 

    ２回戦 ×長崎東 １－３ 長商〇 

 

【個人】シングルス 

  ２回戦 〇末岡 ３－０ 北陽台× 

  3 回戦 ×末岡 １－３ 清峰〇 

  ２回戦 〇川口 ３－０ 大村× 

  3 回戦 ×川口 ０－３ 瓊浦〇 

  ２回戦 〇土井 ３－０ 大村工× 

  3 回戦 ×土井 ０－３ 鎮西〇 

  １回戦 〇西田 ３－０ 佐世保特支北松× 

  ２回戦 ×西田 ０－３ 鎮西〇 

  １回戦 〇大矢 ３－０ 諫早商× 

  ２回戦 ×大矢 ０－３ 長崎女子商〇 

 

【個人】ダブルス 

  １回戦 〇安達・川口 ３－０ 佐世保商業× 

  ２回戦 ×安達・川口 １―３ 鎮西〇 

  ２回戦 〇末岡・大矢 ３－１ 猶興館× 

  ３回戦 ×末岡・大矢 ０―３ 鎮西〇 

  ２回戦 ×伊藤・草野 ０－３ 佐世保商業〇 

 

●弓道（男子） 

【団体】60 射 14 中 予選敗退 

【個人】決勝進出者なし 

 

●弓道（女子） 

【団体】60 射 19 中 予選敗退 

【個人】決勝進出者なし 
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●剣道（男子） 

【団体】予選リーグ 

１回戦  〇長崎東４（６）―１（１）諫早× 

２回戦  〇長崎東４（７）―０（０）長崎工業× 

３回戦  〇長崎東４（８）―０（１）佐世保工業× 

 

決勝トーナメント 

１回戦（準々決勝）×長崎東０(１)―４(５)島原〇  ベスト８ 

 

【個人】１回戦 〇河室  －  上対馬× 

    ２回戦 ×河室  ―  鎮西〇 

    ２回戦 〇金星  －  西海学園× 

    ３回戦 〇金星   ―   大村× 

    ４回戦 ×金星   ―   佐世保北〇  ベスト 16 

    １回戦 〇河原  －  鹿町工× 

    ２回戦 ×河原  ―  西海学園〇 

    １回戦 〇吉田  －  大村工× 

    ２回戦 〇吉田  －  長崎日大〇   

    ３回戦 〇吉田  ―  大村× 

    ４回戦 ×吉田  ―  西陵〇  ベスト 16 

 

●剣道（女子） 

【団体】 

予選リーグ 

１回戦  〇長崎東４（８）―０（０）青雲× 

２回戦  〇長崎東２（４）―１（２）佐世保北× 

 

決勝トーナメント 

１回戦（準々決勝）〇長崎東２(４)―０(１)向陽× 

２回戦（準決勝） ×長崎東０(１)―３(６)島原〇  第３位 

 

【個人】１回戦 〇松崎  －  長崎日大× 

    ２回戦 ×松崎  －  清峰〇 

    ２回戦 ×碇   －  西海学園〇 

    １回戦 ×岩永  －  長崎日大〇 

    ２回戦 ×大久保 －  西海学園〇 
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●柔道（男子） 

【団体】【団体】決勝トーナメント進出   ベスト８ 

 

【個人】 

1 回戦（-66 ㎏）×堀暁   －  長崎日大〇 

1 回戦（-66 ㎏）×熊川   －  佐工〇 

1 回戦（-73 ㎏）〇堀陽   －  佐西× 

2 回戦      〇堀暁    －   長崎日大× 

3 回戦     〇堀暁    －   佐世保工業× 

準決勝     ×堀暁    －  長崎南山  ベスト４ 

（-73 ㎏） 堀陽     第３位 九州大会 

1 回戦（-81 ㎏）〇松尾    －  鎮西× 

2 回戦     〇松尾     －  南山× 

3 回戦     ×松尾     －  長崎日大〇 

                ベスト８ 

1 回戦（-100 ㎏）×渡邉  －  長崎日大〇 

1 回戦（100 ㎏超）×塚浦  － 五島〇 

1 回戦（100 ㎏超）×大坪  － 長崎総科学附属〇 

 

●柔道（女子） 

【個人】（-57kg）×田村 － 創成館〇 

 

●サッカー 

【団体】１回戦 ×長崎東 １―２ 島原〇 

 

●ラグビーフットボール 

【団体】１回戦  ×長崎東 ０―94 長崎工業〇 

 

●バドミントン（男子） 

【団体】１回戦 〇長崎東 ３―１ 佐西× 

    ２回戦 ×長崎東 ０－３ 長崎北〇 

 

【個人】ダブルス 1 回戦目 

    〇眞竹・立木 ２－０  希望が丘× 

    ダブルス 2 回戦目 

    ×眞竹・立木 ０－２  佐世保実業〇 

    ×奥洞・末永 ０－２  佐世保高専〇 

    〇大賀・横尾 ２－０  佐世保西× 
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    ダブルス３回戦目 

    ×大賀・横尾 ０－２  佐世保実業〇 

 

    シングルス 

    １回戦 〇大賀 ２―０ 向陽× 

    ２回戦 ×大賀 １－２ 長崎明誠〇 

    １回戦 〇横尾 ２－０ 佐高専× 

２回戦 〇横尾 ２－１ 長崎明誠× 

３回戦 ×横尾 ０－２ 瓊浦〇 

１回戦 ×末永 ０－２ 佐工〇 

 

●バドミントン（女子） 

【団体】１回戦 〇長崎東 ３―０ 猶興館× 

2 回戦 ×長崎東 ０―３ 諫早商業〇 

 

【個人】ダブルス１回戦 

    〇浦・吉田   ２－０ 佐実×  

    〇海老原・菖蒲 ２－０ 九州文化× 

    〇平山・池田  ２－０ 大村城南× 

    ダブルス 2 回戦 

    〇浦・吉田   ２－０ 清峰× 

×海老原・菖蒲 １－２ 長崎女子商〇 

×平山・池田  ０－２ 活水〇 

ダブルス 3 回戦 

〇浦・吉田   ２－１ 佐世保北× 

ダブルス 4 回戦 

×浦・吉田   ０－２ 諫早商業〇 ベスト 16 

 

    シングルス 

    １回戦 〇浦    ２－０ 鎮西× 

    ２回戦 〇浦    ２－０ 佐世保実業× 

    ３回戦 〇浦    ２―０ 佐世保北×  

４回戦 ×浦    ０－２ 長崎女子○  ベスト 16 

１回戦 〇吉田   ２－１ 佐世保東翔× 

２回戦 ×吉田   ０―２ 向陽〇 

    １回戦 ×海老原 ０－２ 諫早商〇 
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●テニス(男子) 

【団体】２回戦 〇長崎東 ３―0 佐南× 

    ３回戦 〇長崎東 ２―0 諫早× 

    準決勝 〇長崎東 ２－１ 長崎北陽台× 

    決勝  ×長崎東 １－２ 海星〇  準優勝 九州大会 

 

【個人】シングルス 

高口 ２回戦敗退 

井手 ２回戦敗退 

横山 ３回戦敗退 

笠松 ３回戦敗退 

矢田 準々決勝敗退 ベスト８ 

安田 優勝 九州大会・インターハイ 

    ダブルス 

 元松・山本ペア ２回戦敗退 

笠松・井手ペア ３回戦敗退 

矢田・安田ペア 第３位 

 

●テニス（女子） 

【団体】１回戦 〇長崎東 ３―０ 諫早× 

    準々決勝〇長崎東 ２―１ 向陽× 

    準決勝 ×長崎東 ０－２ 海星〇 第３位 

 

【個人】シングルス 

    田中  ２回戦敗退 

中村  2 回戦敗退 

    森山  第６位 

 

    野口  ４回戦敗退 ベスト１６ 

    福田  ３回戦敗退 ベスト３２ 

    ダブルス 

    中村・渡辺 １回戦敗退 

    福田・田中 ２回戦敗退 

    森山・野口 準優勝 九州大会 
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●射撃部 

【団体】AR 男子 ２位 九州大会 

    AR 女子 １位 全国・九州大会 

    BR 男子 ３位 

BR 女子 ２位 九州大会 

 

【個人 

ＡＲ男子 １位 森保 全国・九州大会 

ＡＲ男子 ２位 林  全国・九州大会 

ＡＲ女子 １位 山口 全国・九州大会 

ＡＲ女子 4 位 鎌田 全国・九州大会 

ＡＲ女子 7 位 川添 九州大会 

ＢＲ男子 ３位 永峯 全国・九州大会 

ＢＲ男子 ６位 足達 九州大会 

ＢＲ女子 ５位 古賀 九州大会 

ＢＲ女子 ６位 山下 九州大会 

ＢＲ女子 ８位 北尾 九州大会 

ＢＰ男子 ３位 平野 九州大会 

ＢＰ男子 4 位 金子 九州大会 

ＢＰ男子 7 位 中島 

ＢＰ男子 ８位 北村 

ＢＰ女子 1 位 横川 九州大会 

ＢＰ女子 4 位 西田 九州大会 

ＢＰ女子 6 位 堀 

ＢＰ女子 ７位 齊藤 

 

●水泳 

【予選】 

男子５０ｍ自由形    大久保 予選敗退 

男子５０ｍ自由形    安達 予選敗退 

男子５０ｍ自由形    杉原 予選敗退 

男子１００ｍ平泳ぎ   藤田 予選敗退 

男子１００ｍ平泳ぎ   山口 予選敗退 

男子１００ｍ自由形   安達 予選敗退 

男子１００ｍ自由形   小柳 予選敗退 

 

●空手道 

【個人】形  山下 第 3 位 九州大会 


