
平成 30 年度  

第 70回長崎県高等学校総合体育大会 結果 

確定版 

＜長崎地区＞ 

ハンドボール男子 

１回戦（○）２３－ ９ 佐世保高専 

２回戦（×） ９－３７ 長崎日大 

ハンドボール女子 

１回戦（×）１２－２７ 長崎日大 

 

テニス男子 

団体戦 

１回戦（×）１－２ 長崎日大 

個人戦シングルス 

濵﨑 恭介 １回戦敗退 

吉元 頼良 １回戦敗退 

安達 航大 １回戦敗退 

中馬 飛斗 １回戦敗退 

牧 海成  １回戦敗退 

個人戦ダブルス 

牧・濱﨑ペア  ２回戦敗退 

吉元・田中ペア ２回戦敗退 

松尾・西野ペア ２回戦敗退 

 

テニス女子 

団体戦 

１回戦（×）０－３ 島原 

個人戦シングルス 

下 瑞生    ２回戦敗退 

松田 怜奈  ２回戦敗退 

本田 愛実  ２回戦敗退 

金山 ななみ １回戦敗退 

淵上 桃香  １回戦敗退 

個人戦ダブルス 

松田・下ペア  ２回戦敗退 

久鍋・豊本ペア １回戦敗退 

近藤・増本ペア １回戦敗退 

 

ラグビー第３位 

２回戦 （○）５５－７ 島原 

準々決勝（○）６７－０ 大村城南 

準決勝 （×）５－５２ 北陽台 

 

ライフル射撃男子 

団体戦 ！！総合優勝！！ 

BR ２位（九州大会出場） 

AR ２位（九州大会出場） 

個人戦 

BR 

毎田 晴彦 １位（全国大会出場） 

森 舶   ２位（全国大会出場） 

AR 

城島 淳人 ３位（全国大会出場） 

田島 龍星 ４位（全国大会出場） 

BP 

坂本 裕輝 ２位（九州大会出場） 

 

ライフル射撃女子 

団体戦 ！！総合優勝！！ 

BR 優勝（全国大会出場） 

AR 優勝（全国大会出場） 

個人戦 

AR 

金田 悠里  ３位（全国大会出場） 

百田 愛結菜 ５位（全国大会出場） 

井﨑 麗   ６位（九州大会出場） 

BR 

野口 結衣  ２位（全国大会出場） 

田島 七夏  ３位（全国大会出場） 

松本 海奈  ４位（全国大会出場） 

池田 多日子 ６位（九州大会出場） 

小林 舞子  ８位（九州大会出場） 

BP 

久保 雅子  １位（九州大会出場） 

宮上 わかば ３位（九州大会出場） 

 

水泳男子総合８位 

200m自由形 

松本 航希 第７位 

堀川 慶悟 第８位 

400m自由形 

井手 柚月 第３位（九州大会出場） 

1500m自由形 

井手 柚月 第１位（九州大会出場） 

100mバタフライ 

荒木 詠志 第８位 

200mバタフライ 

荒木 詠志 第８位 

4×100mフリーリレー 

第６位（井手・堀川・荒木・松本） 

（九州大会出場） 

4×200mフリーリレー 

第５位（井手・堀川・荒木・松本） 

       （九州大会出場） 

 

水泳女子！！総合優勝！！ 

50m自由形 

山口 笑佳 第４位（九州大会出場） 

100m自由形 

藤 花実 第３位（九州大会出場） 

200m自由形 

藤 花実 第２位（九州大会出場） 

400m自由形 

杉永 智美 第４位（九州大会出場） 

800m自由形 

中村 百花 第７位 

 

100m背泳ぎ 

内田 想  第６位（九州大会出場） 

200m背泳ぎ 

内田 想  第４位（九州大会出場） 

100m平泳ぎ 

川浪 愛里 第８位 

200ｍ平泳ぎ 

川浪 愛里 第５位（九州大会出場） 

100mバタフライ 

山口 笑佳 第４位（九州大会出場） 

200mバタフライ 

堀野 円香 第６位（九州大会出場） 

200m個人メドレー 

吉原 杏実 第１位（九州大会出場） 

馬場 萌子 第７位 

400m個人メドレー 

吉原 杏実 第１位（九州大会出場） 

杉永 智美 第２位（九州大会出場） 

馬場 萌子 第４位（九州大会出場） 

4×100mフリーリレー 

第１位（吉原・藤・山口・杉永） 

（九州大会出場） 

4×200mフリーリレー 

第１位（吉原・藤・杉永・山口） 

（九州大会出場） 

4×100mメドレーリレー 

第２位（吉原・藤・山口・杉永） 

（九州大会出場） 

＜諫早大村地区＞ 

陸上男子 

100ｍ  鳥羽 真紘  準決勝敗退 

長野 竜也  ２次予選敗退 

山田 勇人  予選敗退 

200m  鳥羽 真紘  ２次予選敗退 

長野 竜也  決勝進出 

山田 勇人   棄権 



400m  秋月 大空   予選敗退 

     中村 弘志郎 予選敗退 

長野 竜也  準決勝敗退 

800ｍ  二宮 正人  棄権 

1500m  大島 大青  予選敗退 

宮田 洸   予選敗退 

4×100mリレー  

（鳥羽・長野・山田・中村）準決勝敗退 

4×400mリレー 

（鳥羽・長野・秋月・中村）準決勝敗退 

3000m障害 大島 大青 予選敗退 

       宮田 洸  予選敗退 

走幅跳  山田 勇人 予選敗退 

砲丸投  竹内 涼人 予選敗退 

やり投げ 松竹谷 翔 予選敗退 

円盤投げ 竹内 涼人 予選敗退 

 

陸上女子 

100ｍ 中村 紗弥   準決勝敗退 

濵崎 優衣  準決勝敗退 

末永 舞   予選敗退 

200m 戸羽 由季乃 予選敗退 

中村 紗弥  準決勝敗退 

濵崎 優衣  準決勝敗退 

400m   中村 紗弥  予選敗退 

    戸羽 由季乃 予選敗退 

堀  杏奈  予選敗退 

800m  堀 杏奈    予選敗退 

1500m 金田 日和  予選敗退 

岩永 麻央  予選敗退 

鶴田 桃花  予選敗退 

4×100mリレー 

（戸羽・中村・濵崎・末永）準決勝敗退 

4×400ｍリレー 

（濱崎・中村・戸羽・堀）予選敗退 

７種競技   山口 紗弥  10位 

5000m競歩 佐々木麻衣 ６位 

100ｍH   福田 結菜 予選敗退 

砲丸投げ   杉永 愛裕 予選敗退 

走幅跳び    杉永  愛裕 予選敗退 

 

剣道男子 

団体戦 

予選リーグ突破 ２次リーグ敗退  

個人戦 

山村 慎司 ３回戦敗退 

大町  碧 ３回戦敗退 

由良 海斗 ２回戦敗退 

岩下 紘人 １回戦敗退 

 

剣道女子第３位 

団体戦 

予選リーグ突破 準々決勝進出 

準決勝敗退   

個人戦 

木下 芽生 ベスト８（九州大会出場） 

松尾 海以 ４回戦敗退 

濱浦 真央 ２回戦敗退 

下田 陽子 ２回戦敗退 

 

バドミントン男子ベスト１６ 

団体戦  

１回戦（○）３－０ 九州文化 

2回戦 （×）０－３ 瓊浦 

個人戦ダブルス 

松田・松本ペア  ３回戦敗退 

郷田・山井ペア  １回戦敗退 

徳島・井上ペア  1回戦敗退 

個人戦シングルス 

松田 康佑   ３回戦敗退 

徳島 悠也     ２回戦敗退 

本川 楓太     ２回戦敗退 

 

バドミントン女子 

団体戦 

１回戦（×）０－３ 西陵 

個人戦ダブルス 

麻生・吉川 ペア ２回戦敗退 

植木・福田 ペア ２回戦敗退 

川端・久野 ペア １回戦敗退 

個人戦シングルス 

吉川 ゆりな   ２回戦敗退 

高縄 まなか   ２回戦敗退 

川添 若葉    ２回戦敗退 

 

バスケットボール男子 

１回戦（×）５５－７０ 諫早 

 

バスケットボール女子 

１回戦（×）５１－８２ 島商 

 

＜佐世保地区＞ 

バレーボール男子ベスト８ 

２回戦 （○）２－０ 島商 

３回戦 （○）２－０ 壱岐商 

準々決勝（×）０－２ 大村工業  

 

バレーボール女子 

１回戦 （○）２－０ 佐世保北 

２回戦 （×）０－２ 向陽 

 

弓道男子 

団体戦 

２次予選敗退 

 

弓道女子 

団体戦 

１次予選敗退 

 

ソフトテニス男子ベスト１６ 

団体戦 

１回戦（○）３－０ 西海学園 

２回戦（○）２－１ 長崎東 

３回戦（×）０－２ 南山    

個人戦  

平川・村川ペア ５回戦敗退 

（ベスト３２） 

山田・宮崎ペア ４回戦敗退 

池田・本村ペア ４回戦敗退 

納富・田中ペア ５回戦敗退 

（ベスト３２） 

時任・加藤ペア ３回戦敗退 

吉木・日田ペア ２回戦敗退 

山下・川島ペア ３回戦敗退 

 

ソフトテニス女子ベスト８ 

団体戦  

２回戦 （○）２－１ 清峰 

３回戦 （○）２－０ 対馬 

準々決勝（×）０－３ 大村  

個人戦 

浦川・宮園ペア ４回戦敗退 

中村・永田ペア ４回戦敗退 

吉田・植木ペア ４回戦敗退 

木下・松本ペア ５回戦敗退 

（ベスト３２） 

花川・池田ペア ３回戦敗退 

江下・吉原ペア ２回戦敗退 

伏下・稲形ペア ２回戦敗退 

 

サッカーベスト１６ 

２回戦（○）１－０ 鹿町工業 

３回戦（×） １－１ 長崎北陽台 

延長・PK ３－４   



 


