
大会名 スコア・順位など
第137回九州地区高等学校野球長崎県大会 １回戦　壱岐○４－３松浦

２回戦　壱岐●５－６総科大附

第64回ＮＨＫ杯高等学校野球大会佐世保地区予選 ２回戦　壱岐●０－６清峰

第98回全国高等学校野球選手権長崎大会 １回戦　壱岐●０－７島原農業（７回コールド）

第138回九州地区高等学校野球長崎県大会 １回戦　壱岐○５－４長崎北陽台
２回戦　壱岐●７－８総科大附

高総体
＜団体予選リーグ＞　２敗敗退
壱岐●－大村工業
壱岐●－長崎東

佐世保地区新人戦 ＜団体予選リーグ＞　１勝２敗敗退
壱岐　－●佐世保実業
壱岐●－鹿町工業
壱岐●－佐世保工業
＜個人戦＞
６０ｋｇ級　２位　仲野文也
８１ｋｇ級　３位　榎本崇浩
１００ｋｇ超級　優勝　小森敬太

県新人戦 ＜団体予選リーグ＞　１勝１敗敗退
壱岐　－●波佐見
壱岐●－瓊浦

県北地区春季戦 ＜個人戦＞
　小金丸友朗・末永光　ﾍﾞｽﾄ８

高総体 ＜個人戦＞
　小金丸友朗・末永光　ﾍﾞｽﾄ16

ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権島原大会 ＜個人戦＞
　村部敏基・山口幸翼　ﾍﾞｽﾄ32

県北地区新人戦 ＜個人戦＞
　村部敏基・山口幸翼　第３位

シングルス大会 ＜個人戦＞
　村部敏基　ﾍﾞｽﾄ16

佐世保地区春季戦 ＜団体戦＞　　　　　　　　　　第３位
　（団体ﾒﾝﾊﾞｰ　町田ひかり・萩田眞子
　　　　　　　　　　山下汐音・後藤理菜
　　　　　　　　　　濵崎彩伽・赤岩香）
＜個人戦＞
町田ひかり・萩田眞子　組　ベスト３２

高総体 ＜団体戦＞　　　　　　　　　　ベスト１６
１回戦　壱岐〇２－１●北松農業
２回戦　壱岐〇２－０●九州文化
３回戦　壱岐●０－２〇大村
＜個人戦＞
山下汐音・後藤理菜　組　　４回戦敗退

地区新人戦 ＜個人戦＞
深見楓・井元愛理砂　組　　 ベスト１６
濵崎彩伽・赤岩香　　組　　　ベスト３２
久田真美・山内未來　組　   ベスト３２
土谷新奈・中間日奈美　組　ベスト３２

県新人戦 ＜団体戦＞
１回戦　壱岐●１－２〇島原商業
＜個人戦＞
深見楓・井元愛理砂　組　　２回戦敗退

長崎県春季戦 ＜トーナメント＞
１回戦　壱岐●６６－１０２口加

長崎新聞社杯 ＜トーナメント＞
１回戦　壱岐●６５－９７佐世保南
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佐世保地区新人戦 ＜トーナメント＞
１回戦　壱岐●５３－６６佐世保南

県春季戦 ＜トーナメント＞
１回戦　壱岐●５８-９３鶴洋

高総体 ＜トーナメント＞
１回戦　壱岐●３５-６９諫商

長崎新聞社杯 ＜トーナメント＞
１回戦　壱岐●４０-１１７九文

選手権県予選 ＜トーナメント＞

２回戦　壱岐●４１-７６佐北

佐世保地区新人戦 ＜トーナメント＞

１回戦　壱岐○７８-４７川棚
２回戦　壱岐●４９-１２５猶興館

佐世保地区春季戦 ＜予選リーグ＞
壱岐●１－２佐世保南
壱岐○２－１対馬
＜トーナメント＞
壱岐●０－２西海学園　地区ベスト８

長崎県春季戦 壱岐●０－２長崎南山　

長崎県高総体 壱岐○２－０長崎鶴洋
壱岐●０－２佐世保実業　県ベスト１６

佐世保地区新人戦 ＜予選リーグ＞敗退
壱岐●１－２佐世保北
壱岐●０－２佐世保実業

全日本バレー高校選手権大会 壱岐●０－２長崎工業
佐世保地区春季戦 ＜予選リーグ＞　敗退

壱岐　●　０　－　２　○　佐世保南
壱岐　●　０　－　２　○　佐世保商業

長崎県春季戦 ＜トーナメント＞　１回戦敗退
壱岐　●　１　－　２　○　大村城南

佐世保地区新人戦 ＜予選リーグ＞　敗退
壱岐　●　１　－　２　○　佐世保東翔
壱岐　○　２　－　０　●　佐世保高専
壱岐　●　０　－　１　○　佐世保商業

全日本バレー高校選手権大会 ＜トーナメント＞　ベスト１６
壱岐　○　２　－　０　●　長崎玉成
壱岐　○　２　－　０　●　諫早商業
壱岐　●　０　－　２　○　長崎北陽台

県新人戦佐世保地区予選 <シングルス　三回戦敗退>
松永魁斗　●１－３○鹿町工業
＜ダブルス　三回戦敗退＞
本城・松永●１－３○佐世保工業
＜団体戦＞　地区７位
１回戦　壱岐○３－１●上五島
２回戦　壱岐●１－３○波佐見
決定戦　１回戦　壱岐●１－３
７・８位決定戦　壱岐●３－０○佐世保南

県新人戦 ＜団体戦＞
１回戦　壱岐●１－３○長崎工業

県北地区新人選手権大会 〈シングルス〉
城あみ、久原弓佳　ベスト３２
〈ダブルス〉
﨑畑七瀬・久原弓佳ペア　ベスト１６
〈団体・予選リーグ〉敗退
壱岐●１－３○佐世保商業
壱岐●０－３○猶興館

県新人戦地区予選 〈団体〉
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ベスト８

県新人戦 〈団体・１回戦〉
壱岐●０－３○活水

全国選抜長崎県予選 〈シングルス・１回戦〉
﨑畑七瀬●２－３○海星
城　あみ○３－２●大村城南
〈シングルス・２回戦〉
城　あみ●０－３○北松農業

春季戦 １回戦　壱岐○１４－１●佐世保商業
２回戦　壱岐●０－７○向陽

高総体 １回戦　壱岐●７－８○活水

選抜大会 １回戦　壱岐○５－２●諫早商業
２回戦　壱岐●０－１７○九州文化

長崎県春季戦 ＜女子団体＞
１回戦　壱岐●１－３○長崎南
＜男子団体＞
１回戦　壱岐●０－４○諫早

県高総体 ＜女子個人＞
豊田瑠奈　１回戦敗退
豊田玲実　２回戦進出
上川歩華　３回戦進出
藤本真希　４回戦進出　ベスト１６
＜男子個人＞
久保竜次　１回戦敗退
山川颯太　１回戦敗退
山川椋太　２回戦進出
池内優斗　２回戦進出
＜女子団体＞
予選リーグ　壱岐●０－４○長崎北
＜男子団体＞
予選リーグ　壱岐○３－１●青雲
予選リーグ　壱岐●２－３○大村

玉竜旗 ＜女子団体＞
２回戦　壱岐●０－３○佐賀女子（佐賀）
＜男子団体＞
２回戦　壱岐○３－１●上宮（大阪）
３回戦　壱岐●０－３○福翔（福岡）

佐世保地区新人戦 ＜女子個人＞
安川涼菜　１回戦敗退
藤本真希　３回戦進出
上川歩華　準々決勝進出　ベスト８
小野菜々　準々決勝進出　ベスト８
＜男子個人＞
西川幸正　１回戦敗退
重松和輝　１回戦敗退　
山川椋太　２回戦進出
池内優斗　準々決勝進出　ベスト８
＜女子団体＞
１回戦　壱岐○２－０●上対馬
準決勝　壱岐○２－０●佐世保北
決勝　　壱岐●０－３○西海学園　団体２位
＜男子団体＞
１回戦　壱岐○２－２●対馬
２回戦　壱岐○３－０●佐高専
準決勝　壱岐●１－２○佐世保北　団体３位

県新人戦 ＜女子個人＞
小野菜々　１回戦敗退
藤本真希　１回戦敗退
＜男子個人＞
池内優斗　１回戦敗退
山川椋太　１回戦敗退
＜女子団体＞
予選リーグ　壱岐○４－０●諫早
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予選リーグ　壱岐○４－０●青雲
準々決勝　壱岐●０－３○大村　ベスト８
＜男子団体＞
予選リーグ　壱岐○２－０●長崎北陽台
予選リーグ　壱岐○４－０●長崎工業
二次リーグ　壱岐●０－２○長崎北
二次リーグ　壱岐●１－４○島原　

全国選抜長崎県予選 ＜女子団体＞
二回戦　壱岐○０－０●向陽（代表戦で勝利）
準々決勝　壱岐●０－４○長崎北　ベスト８
＜男子団体＞
一回戦　壱岐○１－０●長崎南
二回戦　壱岐●１－３○長崎南山

春季佐世保地区記録会 男子800ｍ　2位　福田有航
男子1500ｍ　2位　山口祐介
女子800ｍ　2位　栗元舞香

長崎県高校総体 男子800ｍ　準決勝進出　山口祐介
福田有航　甲原海人

女子800ｍ　6位入賞　栗元舞香
北九州大会出場

長崎県新人大会 男子800ｍ　14位　甲原海人
女子800ｍ　7位　栗元舞香

佐世保地区新人大会 男子800ｍ　5位　甲原海人
男子1500ｍ　2位　甲原海人
女子800ｍ　優勝　栗元舞香
　　　　　　　　6位　山口紗英

春季佐世保地区記録会 男子400ｍ　4位　田中大成
男子4×100ｍＲ　6位　4×400ｍＲ　5位
女子4×100ｍＲ　5位　4×400ｍＲ　4位

佐世保市民選手権 男子　走幅跳　5位　長戸凌

長崎県高校総体 男子　400ｍ　準決勝進出　田中大成
男子　4×400ｍＲ　準決勝進出
　　(長戸・田中・山口・福田)　3分27秒65
女子　400ｍ　準決勝進出　栗元舞香

長崎県新人大会 男子100ｍ　準決勝進出　長岡寿英
男子400ｍ　準決勝進出　長戸凌
女子100ｍ　準決勝進出　後藤章歩

佐世保地区新人大会 男子200ｍ　5位　長岡寿英
男子400ｍ　3位　長戸凌
男子4×400ｍＲ　5位
女子100ｍ　5位　後藤章歩
女子400ｍ　3位　栗元舞香
女子4×100ｍＲ　3位　4×400ｍＲ　3位

佐世保地区春季戦 １回戦　壱岐●１－３○東翔

全国高校サッカー選手権　地区予選 〈予選リーグ〉
壱岐●１－４○佐世保実業
壱岐●０－４○佐世保高専
壱岐●１－３○佐世保南

長崎県新人戦　離島予選 壱岐○４ー０●対馬
壱岐●１－３○上五島
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