
平成２７年度 各部活動結果報告（高総体を除く） 

 

野球部 

◎第１３６回九州地区高等学校野球長崎県大会 ベスト８ 

◎第６３回ＮＨＫ杯長崎県高等学校野球大会 佐世保地区予選 県大会の代表権獲得 

                     県大会 ベスト８ 

◎第９７回全国高等学校野球選手権長崎大会 ２回戦敗退 

◎第１３７回九州地区高等学校野球長崎県大会 ３回戦敗退 

 

 

バレーボール部 

◎平成２７年度長崎県高等学校春季選手権大会 ベスト８ 

◎平成２７年度長崎県バレーボール協会長杯 第３位 

◎平成２７年度全国高等学校選手権大会長崎県大会 ベスト８ 

◎平成２７年度佐世保地区新人体育大会 第３位 

 

 

男子バスケットボール部 

◎平成２７年度長崎県高等学校バスケットボール春季選手権大会 

 対 創成館 ３６－９８ 

   対 瓊浦  ７９－１２１ 

◎第４６回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 長崎県予選会 

 対 総大附 ６７－４８ 

   対 口加  ５７－８３ 

◎平成２７年度佐世保地区高等学校新人体育大会バスケットボール競技大会 

 対 佐世保西 ６６－６３ 

 対 西海学園 ５２－１２３ 

◎平成２７年度松浦親善高校生バスケットボール大会 

   対 北松農業 ９７－６８ 

   対 鹿町工業 ６２－５０ 優勝 

 

 

女子バスケットボール部 

◎平成２７年度長崎県高等学校バスケットボール春季選手権大会 

 対 長女商 ４８－７９ 

◎第４６回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 長崎県予選会 

 対 長崎北 ３６－９６ 

◎平成２７年度佐世保地区高等学校新人体育大会バスケットボール競技大会 

 対 佐商  ３０－８７ 

◎平成２７年度松浦親善高校生バスケットボール大会 

   対 松浦  ７１－５２ 

   対 猶興館 ３９－１３５  

 

 

男子ソフトテニス部 

◎平成２７年度楠瀬杯県北地区高校ソフトテニス選手権大会 Ａチームトーナメント 優勝 

◎平成２７年度長崎県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技 ベスト１６ 

 

 



女子ソフトテニス部 

◎平成２７年度楠瀬杯県北地区高校ソフトテニス選手権大会 第３位 

◎平成２７年度長崎県高校選手権島原大会  中崎・吉山ペア ４回戦進出 ベスト３２ 

◎平成２７年度長崎県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技 １回戦 対 九州文化学園 １－２ 負 

 

 

卓球部 

◎平成２７年度長崎県高等学校春季卓球選手権大会 女子シングルス 古川奈々美 ベスト１６ 

◎平成２７年度第３６回佐世保学生卓球選手権大会 男子シングルス 本田匠 ベスト３２ 

女子シングルス 内野美里 古川奈々美 第３位  石本美鈴 ベスト８   

江上玲奈 中野晴香 谷川由凪 ベスト１６ 

◎第３６回佐世保総合団体卓球選手権大会 女子団体 清峰Ａ・Ｂ 第３位 

◎平成２７年度第９回ニッタク杯九十九島卓球選手権大会 一般女子 古川奈々美 準優勝 

◎平成２７年度佐世保地区高等学校卓球新人選手権大会 女子学校対抗 第３位 

 女子ダブルス 古川・谷川組 優勝  女子シングルス 古川奈々美 優勝  谷川由凪 ベスト８ 

◎平成２７年度長崎県高等学校新人体育大会卓球競技佐世保地区予選会 女子学校対抗 準優勝 

 女子ダブルス 古川・谷川組 準優勝  羽戸・堺屋組 ベスト８ 

女子シングルス 古川奈々美 優勝  谷川由凪 ベスト１６ 

◎平成２７年度長崎県高等学校新人体育大会卓球競技  女子学校対抗 第６位 

 女子ダブルス 古川・谷川組  羽戸・堺屋組 ベスト１６ 

 女子シングルス 古川奈々美  谷川由凪  ２回戦敗退 

◎第１６回会長杯争奪卓球大会 一般女子 古川奈々美 準優勝 

◎第４０回佐世保総合卓球選手権 ジュニア女子 古川奈々美 準優勝 

 

剣道部 

◎平成２７年度佐世保地区高等学校新人戦剣道大会 女子団体 ３位 

                        女子個人 古味祐里 ３位 

◎平成２７年度佐世保地区高等学校学年別個人戦剣道大会 ２年男子 井上遼太郎 ２位 

                           １年女子 甲斐さやか ３位 

 

陸上部 

◎長崎県陸上競技選手権大会 

 4×100mR 男子：古賀・近藤・豊島・前田 46”71 
女子：山口そ・坂本・池田・辻（予選）53”75、（決勝）54”28 

4×400mR 男子：近藤・前田・豊島・古賀 3’47”96 
     女子：坂本・山口歩・池田・山口そ 4’44”46 

 100m   又居 12”57 辻直 12”39自己新 秀島 12”40自己新 
辻ひ 14”24 山口そ 14”01 坂本梨 13”81自己新 

200m   山口そ 29”71 池田 29”77自己新 
 110mH  豊島失格 

400m   前田 53”45自己新 近藤 56”50 古賀 55”91自己新 池田 1’12”16 吉居 1’13”02 
800m   前田 2’06”38自己新 古賀 2’15”02 吉野 2’30”98 吉居 2’49”29 山口歩 2’37”81 
5000m  坂本雄 18’02”04 
5000mW 岩佐 28’50”59（11 位） 
1500m  坂本雄 4’44”51 吉野 5’12”59 山口歩 5’25”29 諸藤 5’39”55 田口 6’12”07自己新 
3000m  諸藤 12”23”03 田口途中棄権 
走幅跳  又居棄権 秀島・辻直・近藤・辻ひ記録無し 坂本梨 4m72（11 位） 
走高跳 豊島 1m70（7 位）自己新 
砲丸投 鳥羽・阿比留・朝山・田作記録無し 平田 8m05 自己新 
円盤投 鳥羽 29m26（8 位）自己新  阿比留 21m24（25 位） 朝山・田作記録無し 



平田 19m60（10 位）自己新 
やり投 鳥羽・田作記録無し 

 
◎長崎県高等学校新人体育大会陸上競技大会 

4×100mR 男子：古賀・近藤・辻・前田 46”11 
女子：山口そ・坂本・池田・辻 53”99 

4×400mR 男子：近藤・前田・古賀・豊島 3’41”95ベストタイム 
     女子：坂本・山口歩・池田・吉居 4’35”45 

 100m   又居棄権 辻直 12”42 山口そ 14”29 坂本梨 13”79自己新 
200m   近藤 24”52自己新 古賀 25”23 山口そ 30”01 辻ひ 30”07 
400m   前田 54”04 近藤 56”92 池田 70”28 山口歩 66”20 
800m   古賀 2’05”76自己新 前田 2’04”29自己新 山口歩 2’36”58 吉居 2’40”89 
1500m  坂本雄 4’41”03 吉野 5’03”08 諸藤 5’35”84 田口 5’57”54自己新 
3000m  諸藤 11’54”52 
5000m  坂本雄 17’36”90 
5000mW 岩佐 27’31”30（9 位）自己新 
走幅跳  又居棄権 秀島・辻ひ・坂本梨記録無し 
走高跳 豊島 1m70（7 位） 
円盤投 鳥羽記録無し 朝山棄権 平田記録無し 
砲丸投 鳥羽・阿比留記録無し 平田 7m48 
やり投 田作記録無し 

 

弓道部 

◎長崎県高等学校弓道１年生錬成会 男子団体（牧山・浦・川口）優勝 

◎第１３回県北高等学校弓道選手権大会 女子個人 藤野沙耶佳 ３位 

◎平成２７年度第４６回県北高校弓道大会 女子団体（藤野・染川・安東・川口・坂本）７位 

                    男子団体（牧山・湯淺・浦・岡本・川口） ７位 

◎平成２７年度長崎県高等学校佐世保地区新人体育大会弓道競技  

女子団体（染川・川口・真弓・安東・坂本・藤野）３位 

 

 

サッカー部 

◎平成２７年度県北地区高校春季サッカー大会 １回戦 対 佐世保高専 ３－０ 

                      ２回戦 対 西海学園  １－５ 

◎平成２７年度全国高等学校サッカー選手権大会長崎大会県北予選 予選リーグ敗退（０勝３敗） 

◎平成２７年度長崎県高等学校新人体育大会県北地区大会 予選リーグ敗退（０勝３敗） 

 

 

ハンドボール部 

◎平成２７年度長崎県高等学校春季選手権大会 第３位 

◎平成２７年度佐世保地区新人体育大会 優勝 

◎平成２７年度長崎県高等学校新人体育大会 第３位 

 

バドミントン部 

 

◎平成２７年度佐世保地区高等学校選抜バドミントン選手権大会女子ダブルス 鴛渕・溝口ペア ベスト１６

◎平成２７年度長崎県高等学校新人大会バドミントン競技団体戦 １回戦 対 長崎女子 ０－３ 

◎平成２７年度佐世保地区学年別シングルス大会  ２年生 鴛渕加奈ベスト１６ 

      １年生 溝口聖 

 



コーラス部 

◎第 59回長崎県高等学校連合音楽会 参加 

◎第 70回九州合唱コンクール長崎県予選 金賞 九州大会出場 代表杯受賞 

◎第 70回九州合唱コンクール 銀賞 

◎第 82回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール長崎県大会 金賞 九州大会出場 

◎第 82回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール九州・沖縄ブロックコンクール 銅賞 

◎長崎県高等学校音楽コンクール 声楽部門 金賞 山口彩夏 

                     銀賞 舩原茉里、萩原未歩 

                     銅賞 久田 和 

 

茶道部 

◎ハイスクール茶会 inハウステンボス 参加 

 

美術部 

◎平成 27年度長崎県高等学校県北地区デッサン大会 参加 

◎赤い羽根図書カードデザイン募集 佳作 村田明日香 

◎第 32回長崎県高等学校デッサン大会 参加 

◎平成 27年度長崎県高等学校総合文化祭美術展 

絵画部門 優秀賞 村田明日香 未来を見つめるポスター「ＰＡＲＴＮＥＲ」 

優秀賞 大谷春菜 環境保護のためのポスター「Ｗｏｒｌｄ」 

 

写真・新聞部 

◎長崎県高等学校文化連盟 第 26回学校新聞コンクール 努力賞 

 

吹奏楽部 

◎第 59回長崎県高等学校連合音楽会 参加 

◎第 60回九州吹奏楽コンクール予選長崎県大会 銅賞 

◎第 42回長崎県アンサンブルコンテスト 銅賞 
木管六三重奏 山本萌衣、作田寧音、竹下泰代、山田菜々恵、山本彩夏、赤木美穂 

◎長崎県吹奏楽祭 参加 

 

ＪＲＣ部 

◎長崎県高校青少年赤十字ブロック夏季生徒総会 及び リーダーシップトレーニングセンター 参加 

◎献血呼びかけ 参加 

◎ＪＲＣ生徒研修会 参加 

◎佐々町社協福祉もちつき大会 参加 

◎佐々町中高生福祉教室 酸化 

◎老福荘夏祭り 参加 

◎さざ煌きの里 きらめき祭ボランティア 参加 

◎ドリームケア吉井 訪問 

◎さざなみ保育園 訪問 

◎佐々神田保育園 訪問 

◎オアシスルーム 訪問 

◎のびのび 訪問 

◎ＮＨＫ海外たすけあい街頭募金 参加 

◎赤十字フェスタ 参加 

 

 

英語部 

◎長崎県商業教育研究会主催 英語スピーチコンテスト 参加 



◎佐々町立図書館読み聞かせ 参加 

◎佐々小学校読み聞かせ 参加 

 

 

図書部 

◎長崎県高等学校総合文化祭図書部門 

第１２回ライブラリーフェスティバル県北地区大会 広報部門 優良賞 

◎佐々町立図書館読み聞かせ 参加 

◎佐々小学校読み聞かせ 参加 

 

 

その他 

囲碁 

◎第 39回全国高校囲碁選手権長崎県大会 女子個人 第１位（松田彩李） 

◎第 39回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会 女子個人 予選敗退（松田彩李） 

◎第 39回全国高等学校総合文化祭 2015滋賀びわこ総文 囲碁部門 参加（松田彩李） 

 

詩吟 

◎平成 27年度全国詩吟コンクール長崎県大会 少年の部 優勝（川口寛久） 

◎第 39回全国高等学校総合文化祭 2015滋賀びわこ総文 吟詠剣詩舞部門 参加（川口寛久） 

 


