
平成２８年度 県高総体結果 

陸上 男 100ｍ予選 又居  僚 12 秒 62    辻  直道 12 秒 04 

豊島 秀太 12 秒 12（自己ベスト） 

200ｍ予選 辻  直道 24 秒 80    近藤光太郎 23 秒 95 

秀島 周太 24 秒 86（自己ベスト） 

400ｍ予選 近藤光太郎 53 秒 82    古賀  翼 54 秒 45 

前田 恭則 53 秒 39 → 準決勝進出 53 秒 67 

800ｍ予選 前田 恭則 2 分 07 秒 36  古賀  翼 2 分 08 秒 32 

吉野 輝史 2 分 26 秒 80 

1500ｍ予選 坂本 雄大 4 分 35 秒 72  吉野 輝史 5 分 12 秒 71 

中島 純弥 4 分 47 秒 25（自己ベスト） 

5000ｍ予選 坂本 雄大 17 分 03 秒 20（自己ベスト） 

中島 純弥 17 分 24 秒 06（自己ベスト） 

5000ｍW 予選 岩佐  楓 24 分 06 秒 32 （7 位） 

4×100ｍﾘﾚｰ 

予選 

辻  直道・近藤光太郎・古賀  翼・前田 恭則 

45 秒 23 

4×400ｍﾘﾚｰ 

予選 

近藤光太郎・前田 恭則・古賀  翼・豊島 秀太 

3 分 34 秒 25 

走幅跳び 又居  僚 計測記録なし  秀島 周太 計測記録なし 

志方  亙 計測記録なし 

走高跳び 豊島 秀太 1ｍ70（11 位） 

砲丸投げ 鳥羽 颯斗 計測記録なし  阿比留大貴 計測記録なし 

朝山 憲太 計測記録なし 

やり投げ 田作  廉 計測記録なし 

円盤投げ 鳥羽 颯斗 計測記録なし  阿比留大貴 計測記録なし 

朝山 憲太 28ｍ10（24 位） 

 

 

 

 

陸上 女 100ｍ予選 山口 そよ 14 秒 20    辻 ひとみ 18 秒 05 

坂本 梨乃 13 秒 66 → 準決勝進出 13 秒 65 

200ｍ予選 山口 そよ 29 秒 62    陣野 萌愛 30 秒 51 

池田 未玖 29 秒 34（自己ベスト） 

400ｍ予選 池田 未玖 69 秒 03（自己ベスト） 

山口 歩美 65 秒 89 

吉居 美優 69 秒 62（自己ベスト） 

800ｍ予選 山口 歩美 2 分 33 秒 93  陣野 萌愛 2 分 38 秒 56 

吉居 美優 2 分 38 秒 13（自己ベスト） 

1500ｍ予選 諸藤わかな 5 分 22 秒 60  田口 玲奈 5 分 59 秒 27 

鴨川 純那 5 分 59 秒 06（自己ベスト） 

3000ｍ予選 諸藤わかな 11 分 33 秒 03 

田口 玲奈 12 分 43 秒 60（自己ベスト） 

池本 望海 12 分 31 秒 12（自己ベスト） 

4×100ｍﾘﾚｰ 

予選 

平田 莉菜・坂本 梨乃・山口 そよ・辻 ひとみ 

53 秒 04 

4×400ｍﾘﾚｰ 

予選 

坂本 梨乃・山口 歩美・池田 未玖・吉居 美優 

4 分 23 秒 41 

走幅跳び 坂本 梨乃 4ｍ82（13 位）  

辻 ひとみ 計測記録なし   小川 理子 計測記録なし  

円盤投げ 平田 莉菜 23ｍ92 

砲丸投げ 平田 莉菜 8ｍ36（21 位） 

 

 

 

 

 

 

 



ソフトテニス 男 団体 １回戦  清峰２－１北松農業 

２回戦  清峰０－３精道三川台 

個人 平道  陸・北川 大智 ２回戦 ０－４猶興館 

深堀  凌・松岡 達也 ２回戦 ４－２鹿町工 

            ３回戦 ２－４長崎明誠 

山口 輝斗・井上 道英 ２回戦 ４－１海星 

小林 佑海・田代 勇平 ２回戦 ４－１佐世保北 

            ３回戦 ２－４島原工 

宮田 大地・加来 尋斗 ２回戦 ４－０口之津海上 

            ３回戦 ０－４鹿町工 

女 団体 １回戦 清峰１－２西陵 

個人 椎山 明星・金井田恵美 １回戦 ４－１諫早東 

            ２回戦 ０－４諫早商業 

木場 愛美・石橋 歩美 ２回戦 ４－２五島 

            ３回戦 ３－４長崎北 

吉原 那奈・川原 七海 ２回戦 ２－４大村城南 

永石 舞帆・谷本 未来 ２回戦 ３－４長崎明誠 

近藤  都・後藤 敬佳 ２回戦 ４－１五島海陽 

            ３回戦 １－４大村 

中崎日菜子・鶴 妃菜乃 ２回戦 ４－０上五島 

            ３回戦 ４－０長崎西 

            ４回戦 ４－０佐世保東翔 

            ５回戦 １－４大村 

                ベスト３２ 

 

 

 

 

 

卓球 男 個人ｼﾝｸﾞﾙｽ 日向 智仁 １回戦 ０－３長崎西 

伊瀬知旺佑 １回戦 ３－１西彼農業 

      ２回戦 ０－３鎮西 

個人ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 伊瀬知旺佑・日向 智仁 １回戦 ２－３長崎西 

女 団体 １回戦 清峰３－１諫早 

２回戦 清峰３－１長崎東 

３回戦 清峰０－３瓊浦    ベスト８ 

個人ｼﾝｸﾞﾙｽ 古川奈々美 １回戦 ３－０海星 

      ２回戦 ３－１活水 

      ３回戦 ２－３長崎女子商業 

谷川 由凪 １回戦 ３－０長崎東 

      ２回戦 ３－０口加 

      ３回戦 １－３長崎女子商業 

堺屋マリア １回戦 ３－１長崎北陽台 

      ２回戦 ３－１佐世保南 

      ３回戦 ０－３鎮西 

羽戸和香菜 １回戦 ３－１五島海陽 

      ２回戦 ３－０壱岐商業 

      ３回戦 １－３長崎女子商業 

宮田 杏奈 １回戦 ３－０長崎鶴洋 

      ２回戦 ０－３口加 

木寺 雪葉 １回戦 １－３大村城南 

個人ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 古川奈々美・谷川 由凪 

２回戦 ３－０長崎東 

 ３回戦 ３－０諫早 

 ４回戦 ０－３鎮西  ベスト 16 

羽戸和香菜・堺屋マリア 

２回戦 ３－１長崎鶴洋 

 ３回戦 ０－３活水  ベスト 32 



 

弓道 男 団体 １次予選 60 射中 26 中（27 校中 13 位） 

２次予選 40 射中 22 中（17 校中 7 位） 

女 団体 １次予選 60 射中 23 中（29 校中 14 位） 

２次予選 40 射中 15 中（18 校中 15 位） 

剣道 男 個人 川村 一成 ２回戦 対 海星   敗退 

井上遼太郎 ２回戦 対 長崎日大 敗退 

宮崎 大河 ２回戦 対 島原   敗退 

橋本 世哉 ２回戦 対 青雲   勝利 

      ３回戦 対 大村   敗退 

団体 １次リーグ 清峰１－３長崎北 

清峰０－４諫早 

女 個人 中村 佳な １回戦 対 鎮西   勝利 

      ２回戦 対 長崎東  敗退 

野中 夏絵 １回戦 対 西陵   敗退 

古味 祐里 １回戦 対 向陽   勝利 

      ２回戦 対 諫早   敗退 

甲斐さやか １回戦 対 長崎日大 勝利 

      ２回戦 対 長崎商業 敗退 

団体 １次リーグ 清峰３－０長崎商業 

２次リーグ 清峰３－１向陽 

      清峰０－５西陵    ベスト８ 

柔道 男 個人 七種  航 １回戦 対 長崎鶴洋  敗退 

女 個人 辻原 亜美 １回戦 対 長崎明誠  敗退 

サッカー 男 １回戦  清峰４－０精道三川台 

２回戦  清峰０－５島原商業 

バレー 

ボール 

女 ２回戦  清峰２－０大村城南 

３回戦  清峰２－０佐世保実業 

準々決勝 清峰０－２鎮西      ベスト８ 

 

バドミントン 女 団体 ２回戦 清峰０－３長崎西 

個人 

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 

近藤 美優・清水口采音 １回戦 ０－２海星 

西村 優希・久保田真弥 ２回戦 ０－２大村城南 

鴛渕 加奈・福田 双葉 ２回戦 ２－１五島 

            ３回戦 ０－２長崎北 

個人 

ｼﾝｸﾞﾙｽ 

溝口 聖華 ２回戦 ０－２長崎女子商業 

小野田 咲 １回戦 ０－２小浜 

藤本 愛菜 ２回戦 １－２純心女子 

バスケット 

ボール 

男 １回戦 清峰６１－ ４６長崎北 

２回戦 清峰７６－ ６２佐世保西 

３回戦 清峰４１－１４４長崎西   ベスト１６ 

女 １回戦 清峰６０－９０長崎東 

ハンドボール 女 ２回戦 清峰３２－１１長崎北 

準決勝 清峰２１－１７佐世保商業 

決 勝 清峰２８－２７瓊浦      優勝 

 

平成２８年度 ＮＨＫ杯高校野球県大会 

野球 １回戦  清峰５－０諫早農業 

準々決勝 清峰６－０波佐見 

準決勝  清峰９－５創成館 

決勝   清峰３－４長崎商業    準優勝 

 


