
部活動 大　会　結　果
陸上 ○平成２９年度第１回長崎県陸上競技記録会　※（）は学年

　男子　800m　　２位　這越　力記  (3)1:59.62
　　　　5000m　 ８位　北川　将大  (3)16:02.10
　　　　110mH　 １位　後藤　颯汰  (2)15.08
　　　　　　　　５位　出口　航大  (2)16.98
　　　　400mH　 ３位　後藤　颯汰  (2)57.18
　　　　　　　　５位　出口　航大  (2)58.27
　　　　　　　　８位　檮木　直樹  (2)58.91
　　　　5000mW　３位　谷合　晃誠  (2)24:29.35
　　　　110mJH　３位　角野実夏人  (1)16.47
　　　　三段跳　７位　有吉　遥也  (2)12m59
　　　　　　　　８位　大谷　海斗  (3)12m29
　　　　円盤投　８位　今畠　凌介  (3)28m01
　女子　100m    ３位　平田　莉子  (2)12.70
　　　　100mH   ４位　山口　愛音  (2)15.74
　　　　やり投  ４位　里中　彩華  (2)35m14
　　　　400mH   １位　山口　愛音  (2)1:05.85
　　　　砲丸投　１位　里中　彩華  (2)11m77
　　　　　　　　３位　小島ほのか  (2)10m74
　　　　　　　　５位　平野　鈴葉  (1)9m77
　　　　円盤投　１位　小島ほのか  (2)31m07

○平成２９年度第５回スプリントゲーム
　男子　少年A100m　　　 ５位　後藤　颯汰  (2)11.22
　　　　少年B100m　　　 ２位　川上　俊喜  (1)11.63
　女子　一般･少年A100m　１位　平田　莉子  (2)12.76
　　　　一般･少年A400m  ５位　山口　愛音  (2)1:00.31

○第４６回ながさきリレーカーニバル
　男子　4×100mR ７位　五島B　44.43　 石橋　光輝(2)濱村　康平(3)出口　航大(2)檮木　直樹(2)
　　　　4×400mR ５位　五島A 3:26.85  川上　俊喜(1)後藤　颯汰(2)濱村　康平(3)伊藤　玲央(3)
　女子　4×100mR ６位　五島   50.60   仁田　萌花(3)平田　莉子(2)山口　愛音(2)平野　鈴葉(1)
        4×400mR ３位　五島  4:09.51　山口　愛音(2)平田　莉子(2)仁田　萌花(3)平田万紀子(3)
        砲丸投   １位　里中　彩華  (2) 11m95
                 ２位　小島ほのか  (2) 11m07
                 ３位　平野　鈴葉  (1) 10m04

○平成２９度長崎県陸上競技選手権大会(上位６位は九州選手権大会進出）
  男子　 400m    ２位　伊藤　玲央  (3) 50.24   
　　　　 800m　  ５位　這越　力記  (3) 1:58.62 
         110mH   ２位　後藤　颯汰  (2) 14.99
　　　　 400mH   ３位　出口　航大  (2) 56.57 
         5000mW  ２位　弓川　堅士  (3) 23:27.72 
                 ４位　谷合　晃誠  (2) 23:46.83
        十種競技 ５位　岡崎　陸空  (2) 4349 
         4×100m ６位　五島･A 42.98   山路　桂大(3)後藤　颯汰(2)田尾　竜介(2)高木　龍一(2) 
         4×400m ２位　五島･A 3:21.08 高木　龍一(2)伊藤　玲央(3)川上　俊喜(1)後藤　颯汰(2)
 女子    100m    ２位　平田　莉子  (2) 12.43 
         200m    ４位　平田　莉子  (2) 25.98 
         400mH   １位　山口　愛音  (2) 1:05.28 
                 ６位　北川裕佳子  (3) 1:06.66
         砲丸投  １位　里中　彩華  (2) 12m89
                 ４位　小島ほのか  (2) 10m73 
                 ６位　平野　鈴葉  (1) 10m27 
         円盤投  ３位　里中　彩華  (2) 36m65 
                 ４位　小島ほのか  (2) 32m43
         ﾊﾝﾏｰ投  ５位　富永　真白  (2) 30m88
         やり投  ５位　里中　彩華  (2) 34m95
         4×100m ７位　五島 50.24   仁田　萌花(3)平田　莉子(2)山口　愛音(2)北川裕佳子(3)
         4×400m ３位　五島 4:04.96 北川裕佳子(3)平田万紀子(3)平田　莉子(2)山口　愛音(2)

●第７２回九州陸上競技選手権大会　第１０２回日本陸上競技選手権大会予選
　男子　一般800m 　    ８位　這越  力記(3)  2'05"20

　　　　一般4x400mR    ６位　五島3'20"65  川上俊喜(1)出口航大(2)檮木直樹(2)高木龍一(2)

        ジュニア400m   ６位  高木  龍一(2)　50"74 

        ジュニア100mH  ４位　山口  愛音(2)　14"71

  女子  一般砲丸投     ５位　里中  彩華(2)　12m18 

                       ６位　小島ほのか(2)  10m72
                       ８位　平野  鈴葉(1)  10m43

◎平成29年度　長崎県高等学校総合体育大会陸上競技
　　　　　　　(上位６位はインターハイ北九州地区予選大会進出）
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　男子　400m   　４位  伊藤　玲央  (3)  49.84
　　　　800m　　 ７位  這越　力記  (3)  1:57.38 
　　　  110mH 　 ８位  後藤　颯汰  (2)  33.69
　　　  400mH　　２位　後藤　颯汰  (2)  54.83
        5000mW　 ２位　弓川　堅士  (3)  24:24.01
                 ３位  谷合　晃誠  (2)  24:25.93

        八種競技 ６位  岡崎　陸空  (2)  4279点　　
        4×100m  ５位  五島　42.67　  山路　桂大(3)後藤　颯汰(2)高木　龍一(2)伊藤　玲央(3)
　　　　4×400m　２位  五島　3:18.03  高木　龍一(2)伊藤　玲央(3)檮木　直樹(2)後藤　颯汰(2)
  女子  100m　 　６位  平田　莉子  (2)  12.62

　　　　200m　　 ７位  平田　莉子  (2)  26.46

　　　　100mH 　 ５位　山口　愛音  (2)  15.23 　

　　　　400mH 　 １位　山口　愛音  (2)  1:04.56　

                 ６位　北川裕佳子  (3)  1:06.91　
        砲丸投   １位　里中　彩華  (2)  13m14

                 ２位  小島ほのか  (2)  11m45
                 ５位　平野　鈴葉  (1)  10m54
        円盤投　 １位  里中　彩華  (2)  35m27
                 ３位  小島ほのか  (2)  32m69
        やり投　 ３位  里中　彩華  (2)  37m42 　　
        ﾊﾝﾏｰ投 　３位　富永　真白  (2)  35m45
　　　　4×100m　７位　五島　50.12   仁田　萌花(3)平田　莉子(2)山口　愛音(2)北川裕佳子(3)
　　　　4×400m　３位　五島  4:00.32 北川裕佳子(3)平田　莉子(2)平田万紀子(3)山口　愛音(2)
        【女子総合】 ３位　五島　45点

●第７１回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北九州地区予選会
           （上位６位はインターハイ進出）
　男子　400ｍ　　７位　伊藤　玲央　(3)   49.58
        400mH　  ４位　後藤　颯汰  (2) 　53.85 
        5000mW   ７位　谷合　晃誠  (2)　 23:57.72
  女子　砲丸投　 ３位　里中　彩華  (2) 　12m71　　
        円盤投　 ６位　小島ほのか  (2)　 35m75
                 ８位　里中　彩華  (2) 　35m58
        4×400m　８位　五島　3:24.07　高木　龍一(2)伊藤　玲央(3)檮木　直樹(2)後藤　颯汰(2)　

●平成２９年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会秩父宮賜杯
　第７０回全国高等学校陸上競技対校選手権大会（山形インターハイ）
　男子　400mH　 後藤　颯汰(2)　  予選３組５着　  53.96　予選敗退
　女子　砲丸投　里中　彩華(2)　　予選２組１３位  12m42　予選敗退
　　　　円盤投　小島ほのか(2)　　予選２組２８位　33m26　予選敗退

〇平成29年度　第16回長崎県高等学校陸上競技選手権大会
　男子　400m　　２位　高木　龍一  (2) 50.44 
　　　　　　　　５位　檮木　直樹  (2) 51.55 
　　　　110mH　 ５位　小島　一斗  (1) 16.47 
　女子　100mH 　５位　山口　愛音  (2) 14.74 
　　　　ﾊﾝﾏｰ投  ４位　富永　真白  (2) 32m29 

○第７２回国民体育大会陸上競技長崎県予選会
　男子　少年Ａ400m　　　 ６位　高木　龍一 50.48
        少年Ａ400mH　　  １位　後藤　颯汰 53.87 （※愛媛国体選手選抜）
        少年Ｂ走幅跳　   ４位　小島　一斗 6m37
        少年共通800m　　 ２位　這越　力記 1:58.63
        少年共通110mJH 　１位　後藤　颯汰 14.30
                         ７位　小島　一斗 15.91
  女子  少年Ａ100m　　　 ４位　平田　莉子 12.69
        少年Ａ400m　　　 １位　山口　愛音 59.50
                         ４位　平田　莉子 1:00.42
        少年Ａ400mH      １位　山口　愛音 1:03.38
        少年Ｂ砲丸投     １位　平野　鈴葉 10m37
        少年共通円盤投   １位　小島ほのか 31m78
                         ３位　里中　彩華 31m60

●第72回国民体育大会　愛顔（えがお）つなぐ　えひめ国体
　男子　400mH    後藤　颯汰  予選３組４着　53.37　予選敗退
 
◎平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会（第５２回）陸上競技
　　　　（上位３位は九州新人大会出場）
　男子　400m      １位　高木　龍一  (2) 49.67 
　　　　1500m     ２位　若菜　瑠聖  (2) 4:04.82 
　　　　110mH     ２位　後藤　颯汰  (2) 14.73 大会新 
　　　　　　　　　５位　小島　一斗  (1) 15.88  
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　　　　400mH     １位　後藤　颯汰  (2) 54.25 
　　　　　　　　  ３位　出口　航大  (2) 55.73  
　　　　3000mSC   ６位　若菜　瑠聖  (2) 9:58.39 
　　　　5000m     １位　谷合　晃誠  (2) 24:15.93
　　　　4×100m   ５位　五島 43.14   石橋　光輝(2)後藤　颯汰(2)高木　龍一(2)出口　航大(2) 
　　　　4×400m   １位　五島 3:18.02 大会新  
                                     出口　航大(2)後藤　颯汰(2)檮木　直樹(2)高木　龍一(2)
　　　　走高跳    ８位　松尾　健伸  (1) 1m75 
　　　　三段跳    ３位　角野実夏人  (1) 13m64 
　　　　ﾊﾝﾏｰ投    ５位　岡﨑　海音  (2) 23m70 
        八種競技  ６位　岡崎　陸空  (2) 4258点 
        【男子総合】  優勝　五島  50点
　女子　100m      ４位　平田　莉子  (2) 12.63 
　　　　100mH     ２位　山口　愛音  (2) 14.81 
　　　　400mH     １位　山口　愛音  (2) 1:04.08 
　　　　4×400m   ５位　五島 4:03.28  久　智菜美(1)平田　莉子(2)山口　愛音(2)渡部　未来(2) 
　　　　砲丸投  　１位　里中　彩華  (2) 11m94 
　　　　　　　　　３位　平野　鈴葉  (1) 10m73 
　　　　円盤投    １位　小島ほのか  (2) 36m66 
　　　　　　　　　２位　里中　彩華  (2) 33m81
　　　　ﾊﾝﾏｰ投    ２位　富永　真白  (2) 33m81 大会新 
　　　　　　　　　６位　平野　鈴葉  (1) 22m61 
　　　　【女子総合】  ３位　五島　43点

●平成２９年度全九州高等学校体育大会　第３５回全九州高等学校新人陸上競技大会
　男子　110mH     ３位　後藤　颯汰(2) 15.17 
　　　　400mH     ４位　後藤　颯汰(2) 54.06 
　　　　5000mW    ５位　谷合　晃誠(2) 23:39.64 
　　　　4×400mR  ５位　五島 3:18.42  高木　龍一(2)後藤　颯汰(2)檮木　直樹(2)出口　航大(2)
　女子　砲丸投    １位　里中　彩華(2) 12m92 
　　　　円盤投    ８位　小島ほのか(2) 33m30 

●第33回U20日本陸上競技選手権大会 第11回U18日本陸上競技選手権大会（愛知県）
　男子　U18男子110mH　 後藤 颯汰(2)  準決勝１組８着準決勝敗退　14.56
　女子　U18女子砲丸投　里中 彩華(2)　台風のため試合中止　

○平成２９年度第４回ナイター記録会
    男子     一般･高校 5000m(タイムレース全６組)  
　　　　　　　　　　　　３組１８着　這越　力記　(3)  16:58.87
　　　　　　　　　　　　３組２０着　宮崎　好貴　(2)  16:59.93
　　　　　　　　　　　　２組１３着　大賀　啓夢　(1)　16:35.71
　　　　　　　　　　　　１組  １着　庄司　悠貴　(1)  16:25.07
　　　　　　　　　　　　１組２４着　入江　聡磨　(1)  18:33.06
                一般･高校 10000m決勝　　　　
　                         １組１６着　田橋　知明　(1)　35:42.34
    女子     一般･高校･中学 3000m（タイムレース全３組）
　　　　　　　　　　　　１組　４着　渡部　未来　(2)　11:07.69
　　　　　　　　　　　　１組１７着　山﨑　香奈　(1)　11:43.28

◎平成２９年度長崎県高等学校総合体育大会　駅伝競走大会
男子総合　１２位　五島　2時間25分45
女子総合　１７位　五島　1時間27分39

◎平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会新人駅伝競走大会
男子総合　　８位　五 島 1時間36分52
女子総合　１５位　五 島 1時間05分58

ソフトテニス ○平成２９年度長崎地区高等学校ソフトテニス競技春季選手権大会
＜男子＞ 　【個人】　横瀬　佑希・今村　　凌ペア　　　ベスト３２

　　　　　　窄　悠一朗・川口　勝海ペア　　　３回戦敗退
　　　　　　里中　康将・橋本　義行ペア　　　３回戦敗退
　　　　　　浦口　　鷹・尼崎　　諒ペア　　　２回戦敗退
　　　　　　小田　敏輝・出口　竜也ペア　　　２回戦敗退
◎平成２９年度長崎県高等学校総合体育大会
　【団体】　１回戦　〇３－０口之津海上
　　　　　　２回戦　●１－２対馬
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　【個人】　窄　悠一朗・川口　勝海ペア
　　　　　　 ２回戦　●１－４　島原
　　　　　　横瀬　佑希・今村　　凌ペア
　　　　　 　２回戦　●２－４　諫早東
　　　　　　里中　康将・橋本　義行ペア
　　　　　 　２回戦　●０－３　対馬
　　　　　　浦口　　鷹・尼崎　　諒ペア
　　　　　　 １回戦　●０－３　西陵
　　　　　　川端　梨玖・小田　敏輝ペア
　　　　　　 １回戦　●（棄権）佐世保北
○平成２９年度　長崎県高等学校ソフトテニス選手権島原大会
　【個人】　里中　康将・橋本　義行ペア　　３回戦敗退
　　　　　　浦口　　鷹・今村　　凌ペア　　２回戦敗退
　　　　　　麥田　幸大・藤原　千茂ペア　　１回戦敗退
　　　　　　川端　梨玖・松本　　光ペア　　１回戦敗退

○平成２９年度長崎地区高等学校新人体育大会ソフトテニス競技
　【個人】　川端　梨玖・松本　　光ペア　　１回戦敗退
　　　　　　麥田　幸大・藤原　千茂ペア　　１回戦敗退
　　　　　　里中　康将・橋本　義行ペア　　１回戦敗退
　　　　　　浦口　　鷹・今村  　凌ペア　　３回戦敗退

◎平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技
　【団体】　 １回戦　五島　●０－３　佐世保南
　【個人】　浦口 鷹・今村 凌ペア　　
             １回戦　●０－３　長崎工業

ソフトテニス ○平成２９年度長崎地区高等学校ソフトテニス競技春季選手権大会
＜女子＞ 　　　　　  橋口　美穂・村岡　千聖ペア 　　ベスト３２

            蓮本　詩音・山田　優花ペア　　 ベスト３２
            山下　　鈴・戸野本寧葉ペア     ２回戦敗退
            橋詰紗也夏・岩永はるなペア　 　２回戦敗退
　          宇戸　美幸・勝間　　凛ペア　　 １回戦敗退
◎平成２９年度長崎県高等学校総合体育大会
　【団体】　１回戦　　●五島０－３　　長崎北
　【個人】　橋口　美穂・村岡　千聖ペア
　　　　　　　２回戦　〇４－２　佐世保西
　　　　　　　３回戦　●２－４　佐世保東翔
　　　　　　山下　　鈴・戸野本寧葉ペア
　　　　　　　２回戦　●１－４　長崎南
　　　　　　蓮本　詩音・山田　優花ペア
　　　　　　　２回戦　●１－４　清峰
　　　　　　橋詰紗也夏・岩永はるなペア
　　　　　　　２回戦　●２－４　長崎日大
　　　　　　宇戸　美幸・勝間　　凛ペア
　　　　　　　１回戦　●２－４　清峰
〇平成２９年度長崎県高等学校ソフトテニス選手権島原大会
　　　　　　橋詰紗也夏・岩永はるなペア　　３回戦進出（ベスト６４）　
　　　　　　宇戸　美幸・勝間　　凛ペア　　２回戦進出

　 　　　　　　川口ひなた・古里　文乃ペア  　１回戦敗退　　　　　　　
　 　　　　　　蓮本　詩音・山田　優花ペア　  １回戦敗退　　　　　　　

〇平成２９年度長崎地区高等学校新人体育大会
            橋詰紗也夏・岩永はるなペア　　ベスト３２　
　　　　　　川口ひなた・古里　文乃ペア  　１回戦敗退　　　　　　　
　　　　　　蓮本　詩音・山田　優花ペア    １回戦敗退　　　　　　　
　　　　　　宇戸　美幸・勝間　　凛ペア　　１回戦敗退
◎平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会
　【団体】　１回戦　　●五島　０－３　長崎日大
　【個人】　橋詰紗也夏・岩永はるなペア　　１回戦敗退

バレーボール ○平成２９年度長崎地区高等学校バレーボール春季大会
　【予選リーグ】　　　　五島　●０－２　長崎北
　　　　　　　　　　　　五島　●１－２　海星

＜男子＞ ○平成２９年度長崎県高等学校男女バレーボール春季選手権大会
　　２回戦　五島　●　０－２　佐世保北
◎平成２９年度長崎県高等学校総合体育大会
       １回戦　　　五島　●　０　－　２　諫早　
○平成２９年度長崎地区高等学校新人体育大会バレーボール競技大会
　【予選リーグ】　
　　　　　　五島　●　０－２　総科大附属
　　　　　　五島　〇　２－０　長崎鶴洋　　　
　【決勝トーナメント】
　　　　　　五島　●　０－２　長崎工業
○第７０回全日本バレーボール高等学校選手権大会　長崎県大会
　１回戦　  五島　〇　２－０　佐世保西
　２回戦　　五島　●　０－２　長崎南山
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◎平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会バレーボール競技
　　１回戦　　五島　●　０－２　佐世保工業

バレーボール ○平成２９年度長崎地区高等学校バレーボール春季大会
＜女子＞ 　【予選リーグ】　　　　五島　●０－２　長崎商業

　　　　　　　　　　　　五島　●０－２　長崎北陽台　　※予選リーグ敗退
○平成２９年度長崎県高等学校男女バレーボール春季選手権大会
　　１回戦　五島　●　１－２　松浦
◎平成２９年度長崎県高等学校総合体育大会
　　１回戦　五島　●　０－２　佐世保南
○平成２９年度長崎地区高等学校新人体育大会バレーボール競技大会
　【予選リーグ】　
　　　　　　五島　〇　２－０　五島南
　　　　　　五島　〇　２－０　長崎明誠　　　１位通過　　　
　【決勝トーナメント】
　　　　　　五島　●　０－２　活水　（１回戦敗退）
○第７０回全日本バレーボール高等学校選手権大会　長崎県大会
　１回戦　  五島　〇　２－１　島原農業
　２回戦　　五島　●　１－２　大村城南
◎平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会バレーボール競技
  １回戦　　五島　〇　２－０　佐世保北
　２回戦　　五島　●　０－２　鎮西学院

バスケ ○平成２９年度長崎県高等学校バスケットボール春季選手権大会
＜男子＞ 　１回戦　五島　〇　　８５－７３　猶興館

　２回戦　五島　○　　８３－３９　佐世保中央
　３回戦　五島　●　　５８－８５　長崎工業
◎平成２９年度長崎県高等学校総合体育大会
　１回戦　○五島６３－６１　島原
　２回戦　●五島４５－１１２佐世保工業
○平成２９年度第４７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
　１回戦　五島　○　１０１－７７　猶興館
　２回戦　五島　●　６１－１１０　　大村
◎平成２９年度長崎地区高等学校新人体育大会バスケットボール競技大会
　１回戦　五島　○　１５３－３１　　五島南
　２回戦　五島　●　６６－１３１　　長崎工業
○平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会バスケットボール競技大会
  １回戦　五島　○　８４ － 　４７　佐世保商業
　２回戦　五島　●　４４ － 　９４　日大

バスケ ○平成２９年度長崎県高等学校バスケットボール春季選手権大会
＜女子＞ 　１回戦　五島　○　１０７ - ４２　川棚

　２回戦　五島　○　　２０ - ０　　鶴洋
　３回戦　五島　●　　４１ - ６７　佐世保商業　　ベスト１６
◎平成２９年度長崎県高等学校総合体育大会
　１回戦　五島　○　１２６－２４　壱岐商業
　２回戦　五島　●　４５－６５　　北陽台
○平成２９年度第４７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
　１回戦　五島　●　５６－５９　　佐世保商業　　　　　
○平成２９年度長崎地区高等学校新人体育大会バスケットボール競技
　１回戦　五島　〇　１２３- ３８　玉成

　 　２回戦　五島　●　４９－８０　　長崎商業
○平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会バスケットボール競技
　　兼全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会予選
　２回戦　五島　●　４５　-　７１　佐世保東翔

卓球 ◎平成２９年度長崎県高等学校総合体育大会
　【男子シングルス】大櫛良大
　　　　　　　　　　　２回戦　●０－３　壱岐
　　　　　　　　　　峰　洋則
　　　　　　　　　　　１回戦　●０－３　波佐見
　【男子ダブルス】　大櫛良大・峰　洋則　組
　　　　　　　　　　　１回戦　●０－３　清峰
　【女子シングルス】山本優花
　　　　　　　　　　　１回戦　●０－３　清峰
○平成２８年度長崎県高等学校新人体育大会卓球競技大会地区予選会
　【男子シングルス】大櫛良大　２回戦敗退

剣道 ○平成２９年度長崎県高等学校剣道選手権大会
　【男子団体】　１回戦　五島 ●　０－３　島原中央
　【女子団体】　１回戦　五島 〇　２－１　諫早
　　　　　　　　２回戦　五島 ●　０－２　西陵
◎平成２９年度長崎県高等学校総合体育大会
　【男子団体】　予選リーグ　五島　●　０－１　鹿町工業　　　
　　　　　　　　　　　　　　五島　○　３－０　西陵　　　一次リーグ敗退
　【女子団体】　予選リーグ　五島　〇　２－０　壱岐　　　二次リーグ進出
　　　　　　　　二次リーグ　五島　〇　２－１　向陽　　　
　　　　　　　　　　　　　　五島　●　１－１（本数負）　西海学園　ベスト８
　【男子個人】　都築　悠人　１回戦敗退
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　　　　　　　　白濱　　翔　１回戦敗退
　　　　　　　　栗原　昴聖　２回戦敗退
　　　　　　　　松本　善将　ベスト１６
　【女子個人】　岩﨑　　響　１回戦敗退
　　　　　　　　荒木　　萌　１回戦敗退
　　　　　　　　草野　　耀　２回戦敗退
　　　　　　　　久原　　萌　３回戦敗退
○平成２９年度　玉竜旗高校剣道大会
○第３９回大麻旗争奪剣道高校生大会
○平成２９年度長崎地区高等学校新人体育大会剣道競技
◎平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会剣道競技大会
○平成２９年度第３３回長崎地区高等学校学年別剣道大会
　【２年男子】　都々木悠人　第３位
○第３９回大麻旗争奪高校剣道大会

柔道 ◎平成２９年度長崎県高等学校総合体育大会
　【男子団体】予選リーグ　 
　　　　　　　　　　    五島　○　５－０　 壱岐
　　　　　　　　　　　  五島　○　４－１　 諫早
　　　　    決勝トーナメント　
            準々決勝戦　五島　○　０－３　 長崎南山　（ベスト８）
　【男子個人】　-６０ｋｇ級　梶尾　博次　　ベスト８
　　　　　　　　-６０ｋｇ級　山下　克久　　３回戦敗退
　　　　　　　　-６０ｋｇ級　針崎　一斎　　３回戦敗退
　　　　　　　　-６０ｋｇ級　長濵憲三郎　　３回戦敗退
　　　　　　　　-６６ｋｇ級　木場　涼多　　２回戦敗退
　　　　　　　　-６６ｋｇ級　馬﨑　碧思　　第３位
　　　　　　　　-６６ｋｇ級　阿比留洋孝　　ベスト８
　　　　　　　　-６６ｋｇ級　長濵恭次郎　　２回戦敗退
　　　　　　　　-７３ｋｇ級　山本肇二朗　　第３位
　　　　　　　　-７３ｋｇ級　濱﨑　大樹　　ベスト８
　　　　　　　　-７３ｋｇ級　錦織礼志郎　　１回戦敗退
　　　　　　　　-７３ｋｇ級　石原　史也　　１回戦敗退
　　　　　　　　-８１ｋｇ級　木場　聖樹　　第３位
　　　　　　　　-８１ｋｇ級　横枕　拓八　　ベスト８
　　　　　　　　-８１ｋｇ級　荒木　和久　　２回戦敗退
　　　　　　　　-８１ｋｇ級　松浦　　輝　　１回戦敗退
　　　　　　　　-９０ｋｇ級　熊川拳志郎　　ベスト８
　　　　　　　　-９０ｋｇ級　メリットノア　１回戦棄権
　　　　　　　-１００ｋｇ級　津田　太陽　　２回戦敗退
　【女子団体】　
　　予選リーグ　２回戦　五島　○　３－０　 諫早農業　
　　　　　　　　１回戦　五島　〇　３－０　 西陵
　　決勝トーナメント
　　　　　　　　準決勝　五島　〇　２－１　 長崎日大
　　　　　　　　決　勝　五島　●　０－３　 長崎明誠　（準優勝）（九州大会出場）
　【女子個人】　-４８ｋｇ級　清川　真伎　　第３位
　　　　　　　　　　　　　　 出口　美緒　　第３位
　　　　　　　　-５２ｋｇ級　眞弓　唯伊　　第２位（九州大会出場）
　　　　　　　　　　　　 　　馬﨑　更紗　　２回戦敗退
　　　　　　　　-６３ｋｇ級　岡村　美瑛　　１回戦敗退
　　　　　　　　-７０ｋｇ級　深松　美月　　１回戦敗退
               ７８ｋｇ超級　中島　淳希　　１回戦敗退
◎平成２９年度全九州高等学校総合体育大会
　【女子団体】　　予選リーグ敗退
　【女子個人】　-５２ｋｇ級　眞弓　唯伊　　ベスト８

○平成２９年度第４９回九州ジュニア柔道体重別選手権大会　長崎県大会
　【男子個人】    -６６kg級  阿比留洋孝  　第２位
 　　　　　　　 -８１ｋｇ級　木場　聖樹  　第２位（九州大会出場）
        　　　　-６０ｋｇ級　梶尾　博次　　第３位
　　　　　　　　-６６ｋｇ級　馬﨑　碧思  　第３位
                -７３ｋｇ級　濱﨑　大樹　  第３位
　　　　　　　　-７３ｋｇ級　山本肇二朗 　 第３位
　【女子個人】  -５７ｋｇ級　馬﨑　更紗　　第２位
　　　　　　　　-６３ｋｇ級  岡村　美瑛　  第２位（九州大会出場）
　　　　　　　　-７０ｋｇ級　深松　美月　  第２位（九州大会出場）
　　　　　　　　-４８ｋｇ級　清川　真伎　　第３位
                -５２ｋｇ級　出口　美緒　　第３位
                -７８ｋｇ級　中島　淳希　　第３位
〇平成２９年度　第４９回九州ジュニア柔道体重別選手権大会
　【男子個人】　-８１ｋｇ級　木場　聖樹　　１回戦敗退
　【女子個人】　-６３ｋｇ級　岡村　美瑛　　１回戦敗退
　　　　　　　　-７０ｋｇ級　深松　美月　　１回戦敗退

○平成２９年度金鷲旗高校柔道大会

  【男子団体】　３回戦敗退　 五島　●　５人残し　東海大相模(神奈川)  　



部活動 大　会　結　果

大会等結果一覧

　【女子団体】　１回戦敗退 　五島　●　３人残し　宇和島東(和歌山) 
〇平成２９年度山鹿灯籠旗大会
　【男子団体】　３回戦敗退 　五島　●　０勝５敗　津幡（石川）
　【女子団体】　２回戦敗退 　五島　●　０勝３敗　八千代 

○平成２９年度長崎地区高等学校新人体育大会柔道競技

　【男子団体】　優　勝

　【女子団体】　準優勝

　【男子個人】　　３ｋｇ級　優　勝　阿比留洋孝

　　　　　　　　８１ｋｇ級　優　勝　山本肇二朗

　　　　　　　１００ｋｇ級　優　勝　熊川拳志郎

　　　　　　　　８１ｋｇ級　第２位　荒木　和久

　　　　　　　　９０ｋｇ級　第２位　木場　聖樹

　　　　　　　　６０ｋｇ級　第３位　山下　克久

　　　　　　　　６６ｋｇ級　第３位　馬﨑　碧思・錦織礼志郎

　【女子個人】　４８ｋｇ級　優　勝　清川　真伎
　　　　　　　　６３ｋｇ級　優　勝　岡村　美瑛
　　　　　　　　７０ｋｇ級　優　勝　深松　美月
　　　　　　　　５２ｋｇ級　第２位　馬﨑　更紗
　　　　　　　　５７ｋｇ級　第２位　眞弓　唯伊
◎平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会柔道競技
　【男子団体】　第２位（九州大会出場）
　【女子団体】　第３位（九州大会出場）
　【男子個人】　８１ｋｇ級　優　勝　山本肇二朗（九州大会出場）
　　　　　　　　７３ｋｇ級　第２位　濱﨑　大樹（九州大会出場）
　　　　　　　１００ｋｇ級　第２位　熊川拳志郎（九州大会出場）
　　　　　　　　９０ｋｇ級　第３位　木場　聖樹
　【女子個人】　４８ｋｇ級　第２位　清川　真伎（九州大会出場）
　　　　　　　　５７ｋｇ級　第２位　眞弓　唯伊（九州大会出場）
　　　　　　　　６３ｋｇ級　第２位　岡村　美瑛（九州大会出場）
　　　　　　　　７０ｋｇ級　第２位　深松　美月（九州大会出場）
　　　　　　　　５２ｋｇ級　第３位　馬﨑　更紗
〇第２１回九州高等学校新人柔道大会
　【男子団体】　ベスト８
　【男子個人】　７３ｋｇ級　濱﨑　大樹　ベスト８
　　　　　　　　８１ｋｇ級　山本肇二朗　ベスト８
　【女子団体】　１回戦敗退
　【女子個人】　６３ｋｇ級 第３位　岡村　美瑛
◎平成２９年度長崎県高等学校柔道選手権大会
　【男子団体】　第２位
　【女子団体】　第２位
　【男子個人】　８１ｋｇ級　優　勝　山本肇二朗（全国大会出場）
　　　　　　　　７３ｋｇ級  第２位　濱﨑　大樹　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　第３位　馬﨑　碧思
　【女子個人】　４８ｋｇ級　第３位　清川　真伎
　　　　　　　　５２ｋｇ級　第２位　馬﨑　更紗
　　　　　　　　６３ｋｇ級　第２位　岡村　美瑛

サッカー ◎平成２９年度県北高校サッカー春季選手権大会
　　１回戦　五島　●　０－０　佐世保商業　※ＰＫ戦
◎平成２９年度長崎県高等学校総合体育大会
　　１回戦　五島　○　３－１　上五島
　　２回戦　五島　●　０－９　長崎日大
○平成２９年度第９６回全国高校サッカー選手権大会五島地区大会
　　　　　　五島　●　０－３　五島海陽
　　　　　　五島　●　０－２　上五島
　　　　　　五島　●　０－１　中五島　　　※予選敗退
○平成２９年度長崎県高等学校新人体育大会サッカー競技　五島地区大会
    　　　　五島　○　７－０　中五島
　　　　　　五島　●　０－８　五島海陽　　　　※予選敗退

野球 ○第６５回ＮＨＫ杯長崎県高等学校野球大会長崎地区予選
　　１回戦　五島　●　　０－６　長崎工業
◎第９９回全国高等学校野球選手権長崎大会
　　１回戦　五島　○　　３－２　佐世保商業
　　　　　　　　　　（延長１２回）
　　２回戦　五島　○　２０－０　大村工業
　　　　　　　　　　（５回コールド）
○平成２９年度　長崎地区高等学校野球　新人戦大会
　　　　　　五島　○　１１－４　瓊浦
　　　　　　　　　　（７回コールド）
　　　　　　五島　●　　０－３　長崎総合科学大学附属
　　　　　　五島　●　　２－９　長崎南



部活動 大　会　結　果

大会等結果一覧

　　　　　　五島　○　２１－８　西彼杵
◎平成１４１回九州地区高等学校野球大会　長崎大会
　　１回戦　五島　○　　４－０　猶興館
　　２回戦　五島　●　　３－９　長崎北
○第２３回五島地区高等学校野球選手権大会
　　　　　　五島　○　１０－２　上五島
　　　　　　五島　○　　５－４　北松西
　　　　　　五島　○　１２－５　五島海陽
　　　　　　　　　　（７回コールド）
　　　　　　優勝　五島高等学校

新聞 ○平成２９年度長崎県高等学校総合文化祭［新聞部門］　努力賞
○第２９回長崎県学校新聞コンクール　奨励賞

茶道 ○第３３回　学校連合茶会
写真 〇平成２９年度 写真専門部 第１３回高校写真展　

　優秀賞　堀本結花「育む」
　入選　　中村信太郎「芽生え」　増山裕未加「秋桜、凛」　山田尚久「ふるさと。」
　　　　　田口梨沙「和」　神村明莉「はる。」
　　　　　清川美早紀「背負う蒼」「"斬り"かえ」　片山璃乃愛「挑戦」「夏のかげ」

美術 第４１回全国高等学校総合文化祭２０１７総文
　　　　　　　　　美術・工芸部門　文化連盟賞　　下村　悠太
平成２９年度長崎県高等学校総合文化祭【美術部門】（第４８回長崎県高等学校美術展）
　　絵画部門　　　優秀賞　　石田聖紫（全国大会へ）
　　　　　　　　　優秀賞　　谷川愛果
　　　　　　　　　優秀賞　　佐々野優香
　　　　　　　　　優秀賞　　戸野本早喜
　　　　　　　　　優良賞　　神村明莉
　　デザイン部門　優秀賞　　堀本結花
　　　　　　　　　優良賞　　畑野博昭
　　　　　　　　　優良賞　　林　海音
　　　　　　　　　入　選　　谷川愛果
　　　　　　　　　入　選　　谷合未朱
　　　　　　　　　入　選　　奥野美咲
　　　　　　　　　入　選　　平田明日香

放送 ◎第６４回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト長崎県大会
　　朗読部門　入口・橋口・川端　　予選敗退
　　アナウンス部門　中坂　　　　予選敗退

吹奏楽 ○第３５回こども自然公園大会
○第６１回長崎県高等学校連合音楽会
◎第６２回長崎県吹奏楽コンクール　　銀賞
〇夜市イベント
〇平成２９年度　五島福寿園納涼祭
○第３１回五島列島夕やけマラソン大会
○大型客船出港演奏
〇東京芸術大学　音楽セミナー
○第４４回長崎県アンサンブルコンテスト　銀賞
〇第５８回長崎県吹奏楽祭

インターアクト 〇市道及び公園整備事業に伴うワークショップ
　事前に参加者が調べた五島の歴史や植樹の知識をもとに、積極的に参加できた。
○インターアクト年次大会
　各分科会で「伝える」ことをテーマに、話し合いや活動に積極的に参加することが
　できた。また、社会貢献部門で銅賞を受賞した。
○「クリーン五島」清掃活動
　除草作業及びゴミ拾いに積極的に活動に参加し、他の参加者とも交流を深めた。
○平成２９年度しまの魅力に出会う日本の宝「しま」交流支援事業
　参加した小中学校の手伝いや、ボランティアの大学生との意見交流を積極的に行った。
○平成２９年度長崎県海ごみ交流事業海ごみ交流ワークショップ
　海ごみの現状を知ることができた。また、中国・韓国の高校生との議論によって考えを深めるととも
に、英語の必要性を痛感することで英語を学ぶ意欲が高まった。
　年次大会での気づきや学びを、事前にまとめていたレポートをもとに発表した。
○サポートセンターきらり大掃除
　施設周辺の除草作業の手伝いが積極的にできた。「どたばた運動会」の競技練習の手伝いにも参加し
た。
〇福江武家屋敷通り地区景観作りワークショップ
  松下邸跡地の清掃、除草作業を行い、ワークショップでは意見交換をして班としての考えを深めた。

百人一首かるた ◎平成２９年度第１４回長崎県高等学校百人一首かるた競技選手権大会
 【個人戦】Ａパート１組　準優勝　松本莉菜　３位　青山愛
　　　　　 Ａパート２組　　４位　安田綾奈
　　　　　（第３９回全国大会代表校に決定）
○第４１回宗像大社小倉百人一首かるた大会
　　　　　　Ｃ級　優勝　　松本莉奈
　　　　　　　　　第３位　青山　愛
○第３９回　全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会
　【団体戦】　１回戦　五島　●　０－５　白鷗（東京都）
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　【個人戦】入賞者のみ　　Ｃ級　優勝　長谷川洋香
　　　　　　　　　　　　　Ｄ級第４位　山里舞　　　　　　　　　
●第４１回全国高等学校総合文化祭みやぎ総文祭２０１７　小倉百人一首かるた部門
　【予選リーグ】 　 　長崎　〇　５－０　鳥取
　　　　　　　　　　  長崎　●　２－３　徳島
　　　　　　　　　　  長崎　●　０－５　群馬　　予選リーグ敗退
○平成２９年度第１６回長崎県高等学校百人一首かるた競技長崎県大会
　      　　　　　　　五島　●　１－４　海星高校　　　
                      五島　●　２－３　長崎北高校　　　　第３位
〇第４８回　全国競技かるた太宰府大会　
　　　　　　Ｄ級　第３位　村井さくら

情報科学 平成２９年度　長崎県高等学校総合文化祭第２３回科学研究発表大会　化学分野　優良賞
　播磨竜矢・西澤毅洋・谷川和帆・古里駿一・川上重紀・小西尋也・宮崎幸汰・山田敬哉
　・山田尚久・西極ほのか

生徒会 〇平成２９年度長崎県高等学校総合文化祭(しおかぜ祭）
〇平成２９年度　長崎県高等学校県南地区生徒会交流会及び生徒会サミット

吟詠剣詩舞 第４１回全国高等学校総合文化祭　吟詠剣詩舞部門　文化連盟賞　津田　太陽


