
第 69回 県民体育大会 南島原市結果 （平成 30年度） 

 

陸 上 

カテゴリー 種 目 順 位 氏 名 

30歳未満男子 
走り高跳び 優勝 南原 圭吾 

やり投げ 2位 西田 隆蔵 

30～39歳男子 砲丸投げ 3位 安永 孝憲 

40～44歳男子 
砲丸投げ 2位 古田 雅英 

やり投げ 3位 古田 雅英 

45～49歳男子 100M 3位 横田 耕詞 

50～59歳男子 砲丸投げ 優勝 隈部 清久 

60歳以上 100M 3位 福島 和弘 

男子 総合 3位 南島原市 

30歳未満女子 

走り高跳び 2位 本多 美有 

砲丸投げ 3位 本多 涼菜 

やり投げ 2位 西田 美里 

30～39歳女子 

100M 2位 林田 里沙 

走り幅跳び 優勝 高見 千春 

砲丸投げ 2位 宮崎 理香 

やり投げ 3位 井関 美晴 

40～49歳女子 砲丸投げ 2位 高見 千春 

 走り幅跳び 2位 高見 千春 

50歳以上 砲丸投げ 優勝 内田 智恵子 

共通 400Mリレー 3位 門畑 本多 本多 荒木 

女子 総合 2位 南島原市 

男女 総合 2位 南島原市 

※個人成績については 3位以上入賞者のみ掲載 

 

サッカー 

カテゴリー 最 終 結 果 

一般 vs 雲仙 4-5  1回戦敗退 

30代 vs 西彼 0-3  2回戦敗退 

40代 vs 大村 0-1  2回戦敗退 

50代 vs 長崎 0-3  1回戦敗退 

 



 

バレーボール 

カテゴリー 最 終 結 果 

一般男子 vs 西海 0-2  2回戦敗退 

一般女子 vs 大村 0-2  2回戦敗退 

壮年 vs 大村 0-2  準決勝敗退 3位 

 

 

バスケットボール 

カテゴリー 最 終 結 果 

一般女子 Vs 長崎 53-138  準決勝敗退 3位 

一般男子 Vs 西彼 75-89  1回戦敗退 

30歳以上男子 Vs 佐世保 67-104  1回戦敗退 

40歳以上男子 Vs 壱岐 54-60  1回戦敗退 

 

 

ソフトテニス 

カテゴリー 最 終 結 果 

成年男子 予選パート 2位  予選敗退 

成年女子 予選パート 4位  予選敗退 

成年Ⅱ部 予選パート 4位  予選敗退 

 

 

ソフトボール 

カテゴリー 最 終 結 果 

成年男子 FP 優勝（決勝 vs 長崎 1-0） 

成年男子壮年 SP 1回戦敗退（vs 対馬 2-10） 

成年男子実年 SP 2回戦敗退（vs 諫早 8-15） 

成年女子 SP 優勝（決勝 vs 長崎 2-1） 

 

 

 

 

 

 



卓 球 

カテゴリー 最 終 結 果 

男子一般 Vs 大村 0-3 準々決勝敗退 

男子壮年 予選敗退 

男子ベテラン 予選敗退 

女子一般 予選敗退 

女子壮年 予選敗退 

 予選敗退 

 

 

ゲートボール 

3位決定戦 vs 平戸 15-11 3位 

 

 

弓 道 

カテゴリー 最 終 結 果 

個人遠的 萩原 隆康  2位 

男子団体 3位 

 

 

レスリング 

カテゴリー 最 終 結 果 

個人 60㌔級 西田 光宏  3位 

個人 66㌔級 古賀 修一  優勝 

個人 74㌔級 本村 鷹也  3位 

個人 84㌔級 松坂 鴻誠  優勝 

個人 84㌔超級 森野 直  2位 

団体 優勝 

 

 

テニス 

カテゴリー 最 終 結 果 

成年男子 Vs 西彼 1-4 1回戦敗退 

成年女子 Vs 長崎 0-3 準々決勝敗退 

 



空 手 

カテゴリー 最 終 結 果 

組手個人 軽量級 溝田 秀顕  3位 

組手個人 中量級 城谷 大貴  3位 

組手個人 重量級 

宮川 源太  優勝 

中村 要平  2位 

近藤 勝衛  3位 

組手団体 3位 

総合 2位 

 

 

軟式野球 

カテゴリー 最 終 結 果 

 Vs 長崎 2-3 準々決勝敗退 

 

 

剣道 

カテゴリー 最 終 結 果 

成年男子 Vs 雲仙  2回戦敗退 

青年男子 Vs 諫早  3位決定戦敗退 

 

 

銃剣道 

カテゴリー 最 終 結 果 

個人戦 竹田 宜史  3位 

団体戦 3位 

 

 

ラグビーフットボール 

カテゴリー 最 終 結 果 

 Vs 長崎  1回戦敗退 

 

その他の出場競技  バドミントン（17 日～18 日 開催）・山岳（記録なし）グラウンド

ゴルフ（確認中）  情報が分かり次第更新いたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 69回 

長崎県民体育大会 

南島原市競技結果 


