
 
櫻井 煌介

南本 和哉 林田 真龍

鷺池 蒼太 高田 隆誠

北原 一輝 池田 圭佑

中田 大雅 副島 琉功

川上 倖生 城 奏斗

鶴岡 倖駿 久保 大翔

今泉 道弥 敷島 敬士

喜野 諒真 髙谷 悠士郎

和田 隼 久保 快吏

三浦 和之 中村 元紀

成末 子龍 岩崎 優人

藤澤 正生 志良堂 清虎

堤 徹平 横山 幸德

岡田 侑也 馬場 遼太郎

宮嵜 陸 山本 新汰

松本 玲二 真崎 彰人

川原 翼 稲垣 連也

檮木 隼大 吉原 一希

坂本 尊琉 石川 浩行

岡 凌大 今吉 碧

吉田 旺世 宅島 壮峰

尾上 奏万 草野 祥一

古田 丈大 波多江 美斗

清水 莉惺 中道 一成生

鶴田 翔大 久保田 悠紀

大石 健慎 山内 拓斗

中島 天 山口 雄生

江原 一樹 倉田 碩也

本川 悠斗 白水 輝

髙栁 壮汰 矢野 歩

濵田 正嗣 森 大地

浦田 翔太 星出 陽太

矢野 敬大 園田 健太

木場 颯真 今村 圭汰

水本 尚生 鶴田 智希

原口 佳己 尾川 蓮磨

星野 晴紀 奥洞 智毅

久保 翔大 末永 祐太郎

櫻井 拓海 小森 翔太

小池 隼 森元 天真

原塚 琉已 永石 隼大

江頭 弘祐 森崎 皓士

森 翔汰 辻 悠希斗

尾崎 愛斗 遠山 琉伊

井上 倖輔 梅本 蓮音

眞竹 航太郎 林 大輝

立木 宏典 川本 諒太

谷内 航 山口 健太郎

黒岩 翼
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(瓊浦）

35 (瓊浦）

(長崎北） 43

1 (佐南）

(小浜） 10

67 (長崎玉成）

(長崎玉成） 71

2 (鎮西）

(大村） 11

36 (五島南）

(長崎南） 44

3 (長崎北）

(佐南） 83 85

(長崎西）

(大村工業） 45

37 (長崎北陽台）

(向陽） 12

4 (対馬）

(五島） 72

68 (青雲）

(佐西） 13

5 (小浜）

(長崎西） 46

38 (佐実）

(長崎工業） 91 92

95 (大村）

(瓊浦） 47

39 (佐工）

(長崎北陽台） 14

6 (長崎南）

(佐工） 73

69 (長崎日大）

(九州文化） 15

7 (佐世保北）

(長崎明誠） 48

40 (長崎明誠）

(西陵） 86

84 (長崎東）

(海星） 49

41 (海星）

(奈留） 16

8 (佐世保高専）

(諫早） 74

70 (北松西）

(希望が丘） 17

9 (諫早）

(長崎東） 50

42 (瓊浦）

97

(佐実）

決勝戦 三位決定戦 98



 
佐藤 空

西村 陽翔 山本 櫂里

森阪 直弘 白浜 黎穏

日髙 皇介 大西 泰誠

藤 和志 川原 珠理

梶山 由太郎 山内 温心

塩澤 慧 奥村 颯天

奥平 大智 宅島 壮真

石隈 俊佑 巻澤 滉星

澤久 晴一 福口 敢太郎

松田 翔真 大賀 康平

前川 絆 横尾 星河

安田 浩大 柿添 虎ﾉ臣

夏井 海聖 御厨 漣

窄中 玲央 田川 想

松本 治人 其田 祐一郎

山脇 大空夢 部原 愛翔

田中 悠馬 手束 陽哉

永井 佑亮 尾田 拓海

牟田 雄大 中村 聖永

小橋 陸太 井上 宗胤

赤田 颯馬 中田 晴登

髙瀬 悠真 宮崎 煌治郎

宮嵜 大地 村瀬 千陽

渡部 優雅 浦川 恭聡

山下 凌弥 藤下 尚希

濵崎 翼 山口 頼琉

山口 瑛 重信 聖翔

谷川 泰成 德田 琢士

有江 果幸哉 小椋 祥誉

岡本 大 村内 力都

古賀 空亜怜 江頭 瑞樹

深川 直斗 稲葉 旬矢

本田 兼愛 関 桂汰

矢倉 弘大 明瀬 礼音

尾道 秀太 園田 寛

山下 士道 田口 眞伎

小川 慧人 平山 慎太朗

牟田 真人 川村 聖斗

中村 涼太 前田 海洋

松嶺 涼 大村 和樹

田崎 凌輝 福田 幸亮

松岡 悠真 髙﨑 秀仁

八尋 洸太 池田 卓巳

久保田 剛流 本多 翔也

増田 隼人 本田 千河

和泉 晴大 﨑濵 陸斗

小野 隆之介 平山 爽羅

上里 奏人 奥野 天斗

縣 涼介
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(佐実）

(瓊浦） 59

51 (奈留）

(対馬） 26

18 (九州文化）

(青雲） 79

75 (小浜）

(佐南） 27

19 (佐西）

(鎮西） 60

52 (長崎東）

(向陽） 89

87 (長崎北陽台）

(奈留） 61

53 (長崎工業）

(長崎明誠） 28

20 (対馬）

(諫早） 80

76 (五島）

(佐世保高専） 29

21 (鎮西）

(長崎日大） 62

54 (長崎北）

(大村工業）

93 94 (海星）

(長崎工業） 96 63

55 (大村工業）

(五島） 30

22 (佐世保北）

(口之津海上） 81

77 (長崎西）

(五島南） 31

23 (向陽）

(佐世保北） 64

56 (西陵）

(大村）

88 90 (長崎南）

(佐工） 32

57 (北松西）

(九州文化） 65

24 (長崎日大）

(長崎玉成） 33

78 (青雲）

(佐西） 82

25 (佐世保高専）

(西陵） 34

58 (五島南）

(瓊浦） 66

(瓊浦）



 
第74回長崎県高等学校総合体育大会バドミントン競技　男子シングルス (1/2)

櫻井 煌介 (瓊浦） 南本 和哉 (瓊浦）

41 49

坂内 滉大 (希望が丘） 福本 樹 (諫早）

1 11

巻澤 滉星 (佐西） 前川 徠珠 (佐世保北）

73 77

敷島 敬士 (鎮西） 稲垣 連也 (対馬）

2 12

山本 海吏 (鹿町工業） 宮嵜 大地 (大村工業）

42 50

山内 温心 (九州文化） 坂本 尊琉 (五島）

3 13

浦川 恭聡 (海星） 89 91 奥平 大智 (佐南）

濵崎 翼 (長崎工業） 髙栁 壮汰 (佐工）

43 51

牟田 真人 (佐工） 福田 幸亮 (長崎日大）

4 14

江頭 弘祐 (諫早） 御厨 漣 (長崎北陽台）

74 78

髙﨑 秀仁 (青雲） 吉田 旺世 (佐西）

5 15

塘 倖英 (佐世保北） 鶴岡 倖駿 (長崎玉成）

44 52

園田 寛 (西陵） 鶴田 翔大 (長崎工業）

97 98

宮崎 煌治郎 (長崎北） 101 久保田 悠紀 (大村）

45 53

深川 直斗 (五島南） 白浜 黎穏 (奈留）

6 16

樋口 雅人 (佐世保高専） 酒井  慎 (創成館）

75 79

山口 瑛 (五島） 田口 眞伎 (長崎南）

7 17

宅島 壮真 (小浜） 碇 和真 (希望が丘）

46 54

宮嵜 陸 (大村工業） 横山 幸德 (長崎西）

鶴田 智希 (長崎明誠） 90 92 横尾 星河 (長崎東）

8 18

大村 和樹 (長崎日大） 中里 航

田渕 煌我 (向陽） 川村 聖斗

(佐世保高専）

47 55

大賀 康平

(長崎西） 久保 快吏 (五島南）

9 19

(長崎東） 尾川 蓮磨 (長崎明誠）

田川 翔明 (北松西） 川上 倖生

(北松西）

76 80

村内 力都

佐藤 空 (佐実） 縣 涼介 (瓊浦）

決勝戦 三位決定戦 104103

(小浜）

48 56

10 20
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栗山 寿一 (瓊浦） 小野 隆之介 (瓊浦）

57 65

平山 和音 (鹿町工業） 白水 輝 (長崎南）

21 31

杉山 賢信 (口之津海上） 副島 琉功 (佐南）

81 85

吉原 一希 (対馬） 岡田 侑也 (大村工業）

22 32

山内 拓斗 (大村） 松本 治人 (長崎明誠）

58 66

太田 怜 (長崎北） 長田 佳樹 (希望が丘）

23 33

森 大地 (長崎日大） 93 95 岩崎 優人 (長崎北）

前川 絆 (向陽） 藤下 尚希 (海星）

59 67

矢野 歩 (長崎南） 山本 新汰 (長崎北陽台）

24 34

岡 凌大 (佐西） 奥村 颯天 (小浜）

82 86

前田 海洋 (北松西） 田崎 凌輝 (長崎玉成）

25 35

今泉 道弥 (長崎玉成） 中田 晴登 (鎮西）

60 68

山下 凌弥 (長崎工業） 谷内 航 (佐実）

99 100

波多江 美斗 (佐実） 102 山下 士道 (大村）

61 69

久保 翔大 (海星） 部原 愛翔 (対馬）

26 36

石隈 俊佑 (佐南） 池田 卓巳 (青雲）

83 87

小池 隼 (奈留） 馬場 遼太郎 (長崎西）

27 37

堀江 皓太 (佐世保高専） 北嶋 慧輔 (諫早）

62 70

柿添 虎ﾉ臣 (長崎北陽台） 太田 勇希 (佐世保北）

明瀬 礼音 (西陵） 94 96 原口 佳己 (西陵）

28 38

梶山 由太郎 (青雲） 檮木 隼大 (五島）

63 71

小川 慧人 (佐工） 古賀 空亜怜 (五島南）

29 39

末永 祐太郎 (長崎東） 浦田 翔太 (九州文化）

84 88

井上 宗胤 (鎮西） 稲葉 旬矢 (向陽）

30 40

中村 涼太 (九州文化） 大西 泰誠 (奈留）

64 72

林田 真龍 (瓊浦） 奥野 天斗 (瓊浦）
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