
１００M ２００M

４００M ８００M

１５００M 110MH ４００MH

５０００M ３０００SC 走り高

走り幅 やり投げ ハンマー投 三段跳

円盤投

７位 小島 平木 近藤 角野 ４位 川上 平木 有吉 近藤

１００M ２００M

４００M ８００M ４００MH

５０００MW 100MH ３０００M

走り幅 走り高 やり投げ

ハンマー投 円盤投 ４００MH

砲丸投 三段跳

５位 浦 高木 福元 奥野 ４位 奥野 高木 井関 久

出口・船津 1回戦 対対馬 0-4 松本・弓川 １回戦 対西陵 1-4 小林・石田 ２回戦 対大村工 1-4

麥田・藤原 ２回戦 対長崎商 1-4 川端・松本 ２回戦 対明誠 4-2 ３回戦 対長崎工 1-4

神田・古里 １回戦 対川棚 2-4 岩崎・戸田 １回戦 対純心 0-4 黒川・宮崎 １回戦 対壱岐 2-4

入口・江川 １回戦 対長崎南 4-1 ２回戦 対長商 1-4 白濱・高橋 １回戦 対長崎北 3-4

ダブルス 大櫛・古井 １回戦 対大村工 3-1 ２回戦 対鹿工 0-3 袴谷・松本 １回戦 対壱岐 1-3

大櫛 ２回戦 対北松西 3-0 ３回戦 対海星 0-3 古井 １回戦 対口加 3-0 ２回戦 対鹿工 1-3

平田 １回戦 対長崎工 0-3 八代 １回戦 対上五島 0-3 袴谷 １回戦 対波佐見 0-3

ダブルス 奥野・泉 ２回戦 対佐東翔 0-3

シングルス 泉 １回戦 対諫早 3-1 ２回戦 対瓊浦 2-3 奥野 １回戦 対清峰 0-3

剣道部男子 今利 湯汲 中村 １回戦 佐舗 １回戦

剣道部女子 角川 栗原 １回戦 平山 １回戦 福元 １回戦

-60㎏級

-66㎏級 -73kg級

-81kg級 -90ｋｇ級

-100㎏級 100ｋｇ超級

-48㎏級 -52㎏級 -57㎏級 -63㎏級

-70㎏級 -78㎏級

シングルス 中浦 １回戦 対西陵 0-2 梁脇 １回戦 対佐世保西 0-2 橋口 １回戦 対佐世保工 0-2

橋口・中村 １回戦 対佐世保北 0-2 梁脇・吉田 １回戦 対聖母の騎士 2-0 ２回戦 対北陽台 0-2

柳野・中浦 １回戦 対佐世保工 0-2

山下 ２回戦 対佐世保南 2-0 ３回戦 対諫早 2-0 ４回戦 対長崎女子 0-2

樋口 ２回戦 対佐世保高専 0-2 入江 １回戦 対北松西 0-2

山下・岸川 １回戦 対九州文化 2-0 ２回戦 対佐東翔 2-0 ３回戦 対長崎女子 0-2

入江・樋口 １回戦 対向陽 0-2 梁瀬・濱里 対聖和女子 0-2

令和元年度　長崎県高等学校総合体育大会　五島高校　競技結果（個人戦の部）

陸上部男子

男子4*100m 男子4*400m

陸上部女子

女子4*100m

苑田（2次予選） 吉田（予選） 芳野（予選） 平木（予選）

城山（２回戦まで） 荒木（３回戦まで）

２回戦まで

ソフトテニス部男子

ソフトテニス部女子

※　網掛けの選手は北九州大会出場

２回戦まで

柔道部男子

山下（３回戦まで） 牧山（３位）

バドミントン部女子

シングルス

ダブルス

バドミントン部男子
ダブルス

亀山（１回戦）

津田（１回戦）

木場（1回戦） メリット（1回戦）

濱田（予選）

久保（予選）

中野

川上（準決勝） 有吉（準決勝） 平木（予選） 舛本（準決勝） 中道（予選）

赤瀬（４位）

稲田（予選）

高木（４位） 福元（準決勝） 大橋（予選） 高木（３位） 奥野（予選）

櫻井（予選） 濱里（予選） 庄司（予選） 小島（2位）

久（準決勝） 奥野（準決勝） 井関（予選） 山中（予選） 丸田（予選）

藤屋（準決勝）

赤瀬

峰原（８位） 平木 峰原（優勝） 平木

女子4*400m

草野 宮本

丸田（予選）

浦（１７位）

平野（優勝） 峰原（3位）

奈良崎（１回戦）

藤木（２回戦まで） 松村（１回戦） 錦織（3位）

山崎（1回戦） 川野（３回戦まで） 荒木（３位）

村岡（４回戦まで）

谷口（１回戦）

卓球部男子
シングルス

平木

柔道部女子
出口（３位） 馬崎（２回戦まで）山口（2回戦まで） 岡村（２回戦まで） 熊川（１回戦）

中島（１回戦）

真鳥（８位）

造酒（2回戦まで） 谷川（１回戦）

赤瀬

川元（予選） 池本（予選） 山崎（予選）

２回戦まで

出井 真鳥（５位）

大賀（９位）田橋（予選） 松尾（９位）櫻井（予選）

中野（４位）松本

卓球部女子

角野（３位）小島（４位）

野口（６位）

渡辺（予選）

丸田（６位）


