
２０２０年度 伝達表彰式一覧 

 

◎陸上部 

 ○令和２年度第１９回長崎県高等学校陸上競技選手権大会（令和２年７月１２日） 

   *高総体代替試合 

男子走幅跳     第２位  ３－１武田晃太郎 

男子三段跳     第２位  ３－１武田晃太郎 

女子走高跳     第２位  ３－２稲田沙紀 

男子１００ｍ     第６位  ３－２浦 歩望  （賞状無） 

男子２００ｍ     第４位  ３－２浦 歩望  （賞状無） 

女子１００ｍ     第５位  ３－２稲田沙紀 （賞状無） 

女子４×１００ｍＲ 第４位  ２－３三ヶ島如菜、２－２森愛里、北村和望、 

２－３久保川悠（賞状無） 

 

○２０２０年度長崎県陸上競技選手権大会兼国体予選（令和２年７月１９日） 

女子４００ｍH      第２位  ２－２ 森愛里、 

女子走高跳       第２位  ３－２稲田沙紀、 第３位 ２－６岩崎萌 

女子三段跳       第２位  ２－３廣重めかり 

女子４×４００ｍR    第３位  ２－３三ヶ島如菜、２－２森愛里、北村和望、２－６岩崎萌 

 

 ○令和２年度佐世保地区高等学校新人陸上競技大会（令和２年８月２日） 

     女子総合 第１位 

女子２００ｍ    第２位  ２－２北村和望 

女子４００ｍ    第１位  ２－２森 愛里 

女子８００ｍ    第３位  ２－３久保川悠 

女子１００ｍＨ   第１位  ２－６岩﨑萌 

女子４００ｍＨ   第１位  ２－２森 愛里 

女子走高跳     第１位  ２－６岩﨑萌、 第３位 １－２小林彩絵 

女子走幅跳     第２位  ２－３廣重めかり 

女子三段跳     第１位  ２－３廣重めかり、 第２位 １－４中竹七海 

女子砲丸投     第２位  ２－３金武由、 第３位 ２－３坂井悠空 

女子円盤投     第３位  ２－３金武由 

女子やり投     第１位  ２－１瀧下紗幸 

女子４×１００ｍＲ 第１位 1－２竹内海加、２－２森愛里、北村和望、 

２－６岩﨑萌 

女子４×４００ｍＲ 第１位 ２－３三ヶ島如菜、２－２森愛里、北村和望、 

２－６岩﨑萌 

男子総合 第２位 

男子１００ｍ    第１位  １－２岩村勇希、 第２位 ２－３大串翔大 

男子２００ｍ    第１位  １－２岩村勇希、 第２位 ２－３大串翔大 

男子１１０ｍＨ   第１位 ２－３田代立輝、  第２位 １－３加留部凪、 

第３位 ２－５手島日向 

男子４００ｍＨ   第２位 ２－３田代立輝、 第３位 １－３青井颯汰  

男子走高跳     第１位 ２－１金丸慶太朗 

男子三段跳    第１位 ２－１金丸慶太朗、第２位 深堀真太郎 

男子４×１００ｍＲ 第４位 １－２岩村勇希、２－３大串翔大、１－３森豪太、 

２－５手島日向 

 

 

 



○令和２年度長崎県高等学校新人体育大会陸上競技大会（令和２年９月２０日） 

女子七種競技    第１位  ２－６岩﨑萌 

女子走高跳     第１位  ２－６岩﨑萌 

女子４００ｍH   第１位  ２－２森愛里、 

女子４００ｍ    第３位  ２－２森愛里、 

女子４×４００ｍR 第１位  ２－３三ヶ島如菜、２－２森愛里、北村和望、 

2－６岩崎萌 

男子走高跳     第３位  ２－２別当楓夏  

男子４×１００ｍR  第３位 ２－５手島日向、２－３大串翔大、１－３森豪太、 

１－６岩村勇希 

   ＊全て九州大会出場 

 ○令和２年度全九州高等学校体育大会第 38 回九州高等学校新人陸上競技大会 

（令和２年 10 月 18 日） 

女子走高跳     第 2 位  ２－６岩﨑萌 

女子４００ｍH   第 4 位  ２－２森愛里、 

女子七種競技    第 5 位  ２－６岩﨑萌 

 

 

◎ソフトテニス部 

 〇令和２年度長崎県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技佐世保地区予選 

                           （令和２年９月 20 日） 

団体 男子の部  第３位 

  個人 男子    柄本・林ペア  準優勝 （代表 2-3 林 智也） 

     女子    丸田・芥川ペア 第３位 

 

◎男子バスケットボール部 

 〇令和２年度第５２回県北地区高等学校長崎新聞社杯バスケットボール大会 

（令和２年９月２１日） 

   第３位 

 

◎弓道部 

 〇令和２年度佐世保地区新人体育大会弓道競技（令和２年８月３０日） 

  団体競技 女子 第３位 代表  

（2-4 中野愛梨、2-3 竹邉美優、2-6 中島栞、藤永りりか、2-4 中野有加里） 

 

◎柔道部 

 〇令和２年度佐世保地区新人体育大会柔道競技（令和２年 10 月 17 日） 

  個人の部 

   男子 81kg 1-3 竹内寛之  優勝 

   女子 52kg 2-3 佐々木綾  優勝 

 

 

◎ハンドボール部 

 〇令和２年度佐世保地区高等学校新人体育大会ハンドボール競技 

（令和２年 10 月 18 日） 

   男子  優勝 

女子  第３位 

 

◎放送部   

 ○令和２年度長崎県高校放送コンテスト（令和２年７月１９日） 

   アナウンス部門  優良賞  3-4 松山未来 

   ラジオドキュメント部門  優秀賞 『今だから・・・』 



                        代表 2-6 宮崎なつ 

   創作ラジオドラマ部門   優良賞 『スーパー・ブラック・ワーカーズ』 

                        代表 1-4 山口真奈 

 〇令和２年度長崎県高等学校総合文化祭第 42 回九州高校放送コンテスト県北大会 

（令和２年 10 月 18 日） 

  アナウンス部門 優秀賞 2-6 西村友里 

             1-3 野澤元、1-4 山口真奈 

  朗読部門    優秀賞 2-2 西山理々奈、2-6 宮崎なつ、1-5 吉富ゆり子 

〇令和２年度長崎県高等学校総合文化祭第４２回九州高校放送コンテスト長崎県大会 

                             （令和２年１１月１４日） 

  テレビ番組部門 優秀賞  代表 2-6 西村
にしむら

友里
ゆ う り

 九州大会・全国総文祭出場決定 

          優秀賞  代表 1-4 山口真奈
や ま ぐ ち ま な

 

◎図書文芸 

 〇令和２年度長崎県高等学校総合文化祭文芸コンクール（令和 2 年 11 月 13 日） 

 部誌部門 佳作  代表 2-1 池口知嘉子 

  短歌部門 佳作  3-3 富澤 優 

  俳句部門 佳作  2-1 池口知嘉子 

   

 

◎書道部 

 〇全国書画展覧会運営委員会主催第４１回ふれあい書道展（令和２年８月２９日） 

   特選 3-2 平野友梨、3-3 佐多友香、3-6 山田歩生、3-4 北村亜依香 

      3-7 小瀬莉寧、山口喜美佳、3-6 野村萌花、3-1 春田里桜、2-4 里村歩、 

      2-1 市岡宙、2-4 坂井優香、2-1 杉原胡音、2-2 増山夕月 

      2-５増田陽、2-1 池田爽汰、2-4 眞辺結月、2-2 豊村未夢 

2-1 浦川七海、2-2 川原悠生、2-4 青木美優 

      1-2 下村梨央、1-2 西澤礼華、1-3 宮城心々美、1-4 桑原理緒、西崎愛菜 

      1-4 萩原佑太、山野陽菜、1-5 松本梨乃、森田有里子、1-6 八並遥 

 

〇令和２年度長崎県高等学校文化連盟書道部門主催第１９回揮毫大会 

（令和２年９月５日） 

   優秀賞 2-1 浦川七海 （九州大会出場決定）⇒中止 

       2-4 里村 歩、2-2 豊村未夢、1-2 西澤礼華、1-3 宮城心々美 

 

◎写真部   

 ○令和２年度長崎県高等学校総合文化祭第１６回写真展（令和２年 10 月 4 日） 

   優秀賞 2-5 増田ふぶき（九州大会出場決定）⇒中止 

   優良賞 2-4 大曲陽菜 

 

◎西高太鼓 

 〇令和２年度長崎県高等学校総合文化祭郷土芸能部門（和太鼓） 

金賞                       （令和 2 年 11 月 14 日） 

 

◎その他 

 ○第７５回国民体育大会強化選手指定書（令和 2 年４月１日） 

   ハンドボール競技  少年男子の部  甲斐大翔、松元亮真 

             少年少女の部  田中美羽、田中 遥 

 

○令和２年度（第７2 回）長崎県高等学校総合体育大会 大会スローガン・ポスター図案 

（令和２年年 6 月 5 日） 



   大会スローガンの部  優秀賞   3-3  佐和田 美波（女子バスケ部） 

 

 ○第 70 回社会を明るくする運動中学・高校生弁論大会（令和 2 年７月２４日） 

  長崎新聞社賞  2-3 江口 恭平 

 

 ○赤い羽根クオカードデザイン募集（令和２年８月６日） 

   優秀賞 1-6 原田玲香 

   佳作  1-6 茅原 舞 

 〇第９回松浦・マッカイビル・モロイ杯 English スピーチコンテスト 

（令和 2 年９月２７日） 

   オリジナル・スピーチ部門 第３位  2-3 田中日菜 

 〇長崎県高等学校コンクールピアノ A 部門（令和２年１０月１０日） 

   銅賞   2-3 田端施那
た ば た せ な

 

 

 

 


