
対馬市 男子団体　 女子団体
優勝　厳原中学校　県大会出場 優勝　東部中学校　県大会出場
2位　　東部中学校
男子個人 女子個人
優勝　北滉太朗(厳原中)県大会出場 優勝　平山詩菜（東部中)県大会出場
2位　  米田嗣実(東部中)県大会出場 2位　  財部華帆(東部中)県大会出場
3位　  齋藤政宗(厳原中) 3位　 小島あかり(東部中)
3位　　阿比留陸（雞知中） 3位　　以南祐希（東部中）

平戸市 男子団体　 女子団体
優勝　生月中学校　県大会出場 優勝　中部中学校　県大会出場
2位　　平戸中学校 2位　　生月中学校
男子個人 女子個人
優勝　福本悠斗(生月中)県大会出場 優勝　林穂乃花（中部中)県大会出場
2位　  増山竜斗(生月中)県大会出場 2位　  川上優衣(中部中)県大会出場
3位　  江縫太一(生月中) 3位　 前川琴美(中部中)
3位　　川上健心（平戸中） 3位　　塚本紗弥（中部中）

西海市 男子団体　 女子団体
優勝　西彼中学校　県大会出場
男子個人 女子個人
優勝　杉本　遼(西海中)県大会出場 優勝　岩永美咲（西海中)県大会出場
2位　  西川大貴(西海中)県大会出場 2位　  田川有紀(西海中)県大会出場
3位　  石橋一真(西彼中) 3位　 今村彩乃(西彼中)

島原市 男子団体　 女子団体
優勝　島原第一中学校　県大会出場 優勝　有明中学校　県大会出場
2位　　有明中学校　
男子個人 女子個人
優勝　下田慎太朗(島原第一中)県大会出場 優勝　山﨑衣理（島原第一中)県大会出場
2位　  池田光騎(島原第一中)県大会出場 2位　  前田茉那香(有明中)県大会出場
3位　  村上竜之輔(島原第一中) 3位　 太田侑愛(有明中)

南島原市 男子団体　 女子団体
優勝　有家中学校　県大会出場 優勝　有家中学校　県大会出場
2位　　北有馬中学校　
男子個人 女子個人
優勝　草野成也(布津中)県大会出場 優勝　三又佑月（有家中)県大会出場
2位　  中村光希(有家中)県大会出場 2位　  江越柚凪(有家中)県大会出場
3位　  内田元気(有家中) 3位　 中村桃子(有家中)
3位　  平川和貴(深江中) 3位　　森塚文香（布津中）

雲仙市 男子団体　 女子団体
優勝　国見中学校　県大会出場　
男子個人 女子個人
優勝　古川優斗(国見中)県大会出場 優勝　池田つばさ（吾妻中)県大会出場
2位　  増田隆希(国見中)県大会出場 2位　  帆足莉南(国見中)県大会出場
3位　  吉野脩斗(国見中) 3位　 千上明日香(吾妻中)

 東彼杵郡 男子団体　 女子団体
優勝　川棚中学校　県大会出場　 優勝　川棚中学校県大会出場
2位　　波佐見中学校 優勝　波佐見中学校
男子個人 女子個人
優勝　本城光太郎(川棚中)県大会出場 優勝　本城ありさ（川棚中)県大会出場
2位　  橋口勁士(千綿中)県大会出場 2位　  山口葉月(千綿中)県大会出場
3位　  中島宗一郎(川棚中) 3位　 川原あかり(川棚中)
3位　  川原剣心(彼杵中） 3位　 平山寛華(川棚中）

 松浦市 男子団体　 女子団体
優勝　御厨中学校　県大会出場　 優勝　御厨中学校県大会出場

男子個人 女子個人
優勝　浅田藍斗(御厨中)県大会出場 優勝　伊勢涼葉（御厨中)県大会出場
2位　  末武海聖(御厨中)県大会出場 2位　  山口友莉(御厨中)県大会出場
3位　  森山陽太(御厨中) 3位　 田郷美羽(御厨中)
3位　  山本　寛(御厨中） 3位　 山本詩織(志佐中）
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 五島市 男子団体　 女子団体
優勝　福江中学校　県大会出場 優勝　三井楽中学校県大会出場
2位　　三井楽中学校
3位　　岐宿中学校
3位　　崎山中学校

男子個人 女子個人
優勝　中村　涼(福江中)県大会出場 優勝　松﨑佳純(富江中)県大会出場
2位　  今利健人(福江中)県大会出場 2位　  栗原那桜(福江中)県大会出場
3位　  今利勇太(福江中) 3位　  田中彩瑛(三井楽中)
3位　  村岡泰成(福江中） 3位　  福元那美葵(三井楽中）

 新上五島市 男子団体　 女子団体
優勝　上五島中学校　県大会出場

男子個人 女子個人
優勝　村田旺介(上五島中)県大会出場
2位　  石田諒介(上五島中)県大会出場
3位　  前田涼晟(上五島中)
3位　  宇野凌大(上五島中）

 壱岐市 男子団体　 女子団体
優勝　石田中学校　県大会出場 優勝　石田中学校　県大会出場
2位　  芦辺中学校

男子個人 女子個人
優勝　豊田琉斗(石田中)県大会出場 優勝　山川陽茉里(石田中)県大会出場
2位　  浜口一颯(石田中)県大会出場 2位　  呼子芽穂(郷ノ浦中)県大会出場
3位　  久田悠真(長田中) 3位　  長岡里穂(芦辺中)
3位　  下条　寛(石田中） 3位　  山口七美(石田中)

諫早市  日時：平成28年11月5日(土)長田文武館
男子団体　 女子団体
優勝　長田中学校県大会出場 優勝　長田中学校県大会出場
2位　  諫高附属中学校 2位　  森山中学校
3位　  諌早中学校
3位　  森山中学校　
男子個人 女子個人
優勝　木下渉斗(長田中)県大会出場 優勝　長濵桃郁(長田中)県大会出場
2位　  長濵優史(長田中)県大会出場 2位　  松竹素代(長田中)県大会出場
3位　  金原優人(長田中) 3位　  山下柚季菜(森山中)
3位　  野口遼大(諫高附属中） 3位　  立川梨奈(長崎日大中)

【男子個人オープン】
優勝　小島主希(長田中)
2位　  中江駿介(長田中)
3位　  堤　陽大(長田中)
3位　  中野朝陽(長田中)

大村市  日時：　平成２８年１１月１２日（土）場所：大村市武道館
男子団体　 女子団体
優勝　桜が原中学校　県大会出場 優勝　桜が原中学校　県大会出場
2位　　玖島中学校　　 2位　　郡中学校　　　　
３位　　郡中学校　　　
４位　　大村中学校　　
男子個人 女子個人
優勝　林田涼太郎（桜が原中）　県大会出場 優勝　久保 楓果（桜が原中）県大会出場
2位　福田 揮大（玖島中）　　　　県大会出場 2位　　南 　胡志（桜が原中）県大会出場
３位　伊藤　優　　（大村中） 3位　　大野 美月（大村中）
３位　中尾 崇人　（桜が原中） 3位　　山崎 いろは（玖島中）

【男子個人オープン】

優勝　秋寄　　恒（桜が原中）
2位　　川崎　 航平（桜が原中）
３位　　平 和輝　　（郡中）
３位　　山崎凛太郎（桜が原中）
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西彼杵郡  平成28年11月6日　青雲中学校　速見記念館 参加者65名
男子団体　 女子団体
優勝　 長与中学校　県大会出場 優勝　時津中学校 県大会出場
２位　　鳴北中学校　 ２位　 長与第ニ中学校

男子個人 女子個人
優勝　曽我　拓哉（長与中）県大会出場 優勝　山脇　愛海（鳴北中）県大会出場
２位 　深田　良平（鳴北中）県大会出場 ２位　 臼井　聖奈（時津中）県大会出場
３位　正木　宏朋（青雲中） ３位　 田崎　杏（時津中）
３位　中村　孔明（長与中） ３位　 小谷　咲弥（時津中）

 長崎市 平成28年11月5日　長崎市三和体育館　 
男子団体  女子団体

優勝…長崎南山中学校　　（県大会出場） 優勝…桜馬場中学校（県大会出場）
２位…橘中学校　　　　　（県大会出場） ２位…東長崎中学校（県大会出場）
３位…土井首中学校　　　（県大会出場） ３位…西浦上中学校
３位…山里中学校 ３位…三和中学校

【男子個人】県大会4名出場 【女子個人】県大会4名出場

優勝…林田 泰樹（長崎南山中）県大会出場 優勝…田平 沙弥花（三和中）県大会出場
２位…藤永 琉稔（海星中）　　県大会出場 ２位…峰 凜花（三和中）　　　県大会出場
３位…立花 洸士郎（琴海中）　県大会出場 ３位…荒木 香純（茂木中）　　県大会出場
３位…溝口 蒼惟（野母崎中）　県大会出場 ３位…有地 紗莉佳（桜馬場中）県大会出場

佐世保市  男子団体  女子団体
優勝 世知原中学校 県大会出場 優勝 中里中学校県大会出場
第２位 清水中学校 県大会出場
第３位 佐世保北中学校
第４位 崎辺中学校
 決勝
○世知原中　３－２　清水中　×
準決勝
○世知原中　３－１　佐世保北中×
○清水中　　３－２　崎辺中×
決勝トーナメント
1回戦
○清水中　５－０　三川内中×
○世知原中　３－２　日宇中×
 男子個人　4名　県大会出場  女子個人　
優勝 井　　大輔 清水 中 県大会出場  優勝 平川　光智中里 中  県大会出場
第２位 原田竜之介 佐世保北 中  県大会出場 第２位 清水祐花 早岐 中  県大会出場
第３位 小船柊一郎　 早岐 中  県大会出場 第３位 藤原朱花 日宇 中
第３位 大園凌剣 世知原 中  県大会出場 第３位 千々岩世夏相浦 中
 男子個人オープン戦
優勝 山下雅史 広田 中
第２位 志戸恋太 崎辺 中
第３位 川村真人 佐々 中
第３位 寺田　響 崎辺 中
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