
平成17年度　第34回駒場リレーカーニバル 男子
平成17年 5月 3日(月・祝) 主催：長崎市陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

種目 風速

小4    800m 中川　洋彦  (4) 長崎陸上ク  2:57.86 松川　太一  (4) 長与南JRC  2:59.61 古賀　大嵩  (4) 村松クラブ  3:00.72 船津太威智  (4) 東長崎ｼﾞｭ  3:02.17 岩下　純一  (4) 大瀬戸ｼﾞｭ  3:05.08 朝田　泰地  (4) 長崎陸上ク  3:12.02

小5    800m 松村晋一郎  (5) ＭＡＣ  2:50.02 御厨　隆紀  (5) 大瀬戸ｼﾞｭ  2:51.95 浦口　健太  (5) 村松クラブ  2:52.35 田代　征也  (5) 長崎陸上ク  2:53.35 松崎　正紘  (5) 長崎陸上ク  2:59.51 吉用　智也  (5) 長崎陸上ク  3:03.35

小6    800m 尾上　　暢  (6) 村松クラブ ◎ 2:23.96 三根　　亨  (6) 長与南JRC  2:28.61 江頭　隆貴  (6) 大瀬戸ｼﾞｭ  2:32.41 渡辺　　顯  (6) 村松クラブ  2:32.44 鶴野　哲士  (6) 長崎陸上ク  2:47.40 白倉　弘揮  (6) 村松クラブ  2:48.66

4×100mR 山口　　凌  (6) 村松クラブ 56.37 桑原　修三  (6) 長崎陸上クＡ 57.96 山崎宗一郎  (5) 大瀬戸ジュニア 59.73 永冨　一輝  (6) 長与南ＪＲＣ 61.03 松崎　正紘  (5) 長崎陸上クＢ 62.91 小渕　拓哉  (6) 東長崎ジュニア 67.35

渡辺　　顯  (6) 谷内　健将  (6) 御厨　隆紀  (5) 井上　達朗  (6) 吉用　智也  (5) 岩坪　克哉  (6)

白倉　弘揮  (6) 鶴野　哲士  (6) 井ノ上彰悟  (6) 久富　秋人  (6) 田代　征也  (5) 船津太威智  (4)

尾上　　暢  (6) 山本　悠矢  (6) 江頭　隆貴  (6) 三根　　亨  (6) 池の谷弘太  (5) 橋口　晃宜  (6)

  1500m 今泉　　奏  (2) 高田  4:31.68 松本　拓也  (2) 長与  4:31.71 東野　周平  (2) 琴・琴海  4:33.52 迫　　輝晃  (2) 琴・琴海  4:37.81 田中　　圭  (2) 長崎  4:44.11 赤瀬　慎弥  (2) 時津  4:46.12

4×100mR 井嵜　大知  (2) 岩屋A 48.33 谷川　涼平  (2) 東長崎 48.93 笹本　健太  (2) 橘 50.59 戸村　秀志  (2) 西浦上 51.25 松村　慎也  (2) 小江原 51.72 江下　将生  (2) 梅香崎 51.97

野田　俊介  (2) 井原　将貴  (2) 柴田　悠磨  (2) 月川　大輔  (2) 高柳　圭佑  (2) 川口　彩門  (2)

光永　裕弥  (2) 當麻将之輔  (2) 岩本　翔太  (2) 江川　竜一  (2) 勝田　啓介  (2) 川崎　槙也  (2)

中鳥　晃貴  (2) 岡田　純一  (2) 福地　良介  (2) 小野原健太  (2) 嘉松　宏之  (2) 川原　康徳  (2)

   100m -0.4 松田　悠介  (3) 桜馬場 11.63 松田　　将  (2) 長崎東 11.92 柘植　洸紀  (3) 東長崎 11.92 本田　智也  (3) 橘 11.98 古川　大樹  (3) 時津 12.03 當麻竜太郎  (3) 東長崎 12.04

  3000m 久保秀三郎  (3) 大瀬戸  9:23.47 小嶺　篤志  (3) 三重  9:23.51 岩倉　孟宗  (3) 大瀬戸  9:40.55 朝長　真弘  (3) 桜馬場  9:45.97 中山　翔平  (3) 時津  9:51.65 野田　智士  (3) 岩屋  9:52.49

4×100mR 林田　直也  (3) 時津 ◎46.25 谷口　淳哉  (3) 長大附属 ◎46.57 石橋　　壇  (3) 東長崎 ◎46.92 吉田　大輝  (3) 桜馬場A 47.93 光武　直之  (3) 福田 48.26 平口幸市朗  (3) 小江原 48.31

冨永　　晶  (3) 草野　弘康  (3) 本田　　満  (3) 朝長　真弘  (3) 三浦　紀之  (3) 嘉松　宏之  (2)

古川　大樹  (3) 村田　智彦  (3) 松尾　和成  (3) 前田　健治  (3) 濵地　　航  (2) 高柳　圭佑  (2)

谷川　悠樹  (3) 寺田　哲治  (3) 柘植　洸紀  (3) 松田　悠介  (3) 西　　光輝  (3) 柴崎　隆之  (3)

走幅跳 松田　悠介  (3) 桜馬場 6m25(+0.7) 古川　大樹  (3) 時津 5m79(+0.0) 中村　洋文  (2) 長崎東 5m77(-0.1) 西　　光輝  (3) 福田 5m55(+1.2) 冨永　　晶  (3) 時津 5m44(+0.7) 三浦　紀之  (3) 福田 5m30(+0.3)

砲丸投 光武　直之  (3) 福田  10m84 川崎　槙也  (2) 梅香崎  10m37 吉田　大輝  (3) 桜馬場  10m00 谷川　涼平  (2) 東長崎   9m82 田中　勇気  (3) 桜馬場   9m47 宮木　直人  (3) 丸尾   9m47

   800m 本村　健太 ﾌｧｲﾃﾝＲＣ  2:00.45 迫　　龍彦  (3) 長崎明誠高  2:01.31 志智　　敦  (3) 長崎大  2:02.34 勝田　　光  (3) 長崎西高  2:02.81 重永　清史  (3) 長崎南山高  2:04.65 岩谷　洋平  (2) 五島高  2:06.77

  5000m 山川　貴広 ﾌｧｲﾃﾝＲＣ 15:02.95 四辻　　翼  (3) 瓊浦高 15:12.28 宮上　裕史  (3) 瓊浦高 15:24.71 坂本　栄一 重工ＲＣ 15:49.35 寺側　厚喜  (3) 長崎大 16:05.29 窄野　兼史  (3) 瓊浦高 16:14.70

4×100mR 高岡　大志  (3) 長崎東高 44.81 山本征史朗  (2) 長崎南山高Ａ 45.61 池田　拓朗  (1) 長崎南山高Ｂ 47.08

本田　　遼  (2) 高尾　　昂  (3) 北岡　政明  (1)

山本　将博  (3) 泉田　智寛  (2) 榎津　将太  (1)

平松　迪朗  (3) 溝川　明宏  (2) 嘉松公志郎  (1)

4×400mR 溝川　明宏  (2) 長崎南山高  3:37.23 平松　迪朗  (3) 長崎東高  3:37.53

高尾　　昂  (3) 山本　将博  (3)

重永　清史  (3) 高岡　大志  (3)

泉田　智寛  (2) 平　　光寿  (2)

走幅跳 梅木　　翼  (1) 長崎南山高 5m72(+2.4) 桑原　和成  (2) 長崎西高 5m57(+1.5) 山川　慎一  (2) 長崎明誠高 5m30(+1.3) 山本征史朗  (2) 長崎南山高 5m24(+2.2) () ()

砲丸投 笹本　啓仁  (3) 長崎明誠高  12m35 山下　拓也  (3) 長崎明誠高   8m75 近藤　淳志  (1) 長崎南山高   8m70

◎:大会新 亀田　信樹 杉本　育美

△:大会ﾀｲ
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平成17年度　第34回駒場リレーカーニバル 女子
平成17年 5月 3日(月・祝) 主催：長崎市陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

種目 風速

小4    800m 山川　怜己  (4) 村松クラブ ◎ 2:53.99 平湯ひかり  (4) 村松クラブ ◎ 3:05.86 井手　桃花  (4) 長崎陸上ク  3:15.16 松井　杏樹  (4) 村松クラブ  3:17.54 荒川　実季  (4) 長与南JRC  3:18.74 松村　由香  (4) ＭＡＣ  3:23.37

小5    800m 江頭　奈那  (5) 村松クラブ  2:48.71 中沼　海梨  (5) 大瀬戸ｼﾞｭ  2:49.00 浜辺　早織  (5) 村松クラブ  2:50.36 木村　理紗  (5) 長与南JRC  2:53.48 林田　彩里  (5) 大瀬戸ｼﾞｭ  2:59.23 坂本　知香  (5) 村松クラブ  3:02.48

小6    800m 川村さとみ  (6) 晴海台陸ク ◎ 2:35.49 中村こころ  (6) 長崎陸上ク  2:44.37 初村　翔子  (6) 村松クラブ  2:50.36 松川　佳未  (6) 長与南JRC  2:50.64 筒井　絢莉  (6) 長崎陸上ク  2:51.58 下小牧利紗  (6) 長崎陸上ク  2:52.40

4×100mR 筒井　絢莉  (6) 長崎陸上クＡ ◎58.28 小柳　結莉  (6) 長与南ＪＲＣ 59.96 初村　翔子  (6) 村松クラブＡ 60.00 畠下　有彩  (5) 村松クラブＢ 61.92 中沼　海梨  (5) 大瀬戸ジュニア 63.55 坂本　知香  (5) 村松クラブＣ 66.50

下小牧利紗  (6) 松川　佳未  (6) 小出めぐみ  (6) 須川あさひ  (5) 山本ちえり  (6) 浜辺　早織  (5)

中村こころ  (6) 高森　美咲  (6) 加田平英恵  (6) 江頭　奈那  (5) 坂口美智留  (5) 松井　杏樹  (4)

橋本　祐依  (6) 浦　友香梨  (6) 橋口　紗香  (6) 永本明日香  (5) 岩下　百合  (6) 黒川　貴美  (5)

  1500m 森永　夏歩  (2) 長大附属  5:04.94 本田　瑞葉  (2) 長大附属  5:07.38 平山　　栞  (2) 滑石  5:16.97 加藤絵梨花  (2) 時津  5:26.00 原田奈実樹  (2) 東長崎  5:28.75 橋本　綾乃  (2) 小野  5:29.92

4×100mR 小室　里沙  (2) 長大附属 53.91 田渕　侑子  (2) 長与二 54.36 東　　菜々  (2) 小江原 54.57 村田あずさ  (2) 橘 55.21 山田　聖子  (2) 琴・琴海 55.35 宮﨑　愛美  (2) 岩屋 56.18

小林　由佳  (2) 駕屋　七虹  (2) 山口　千秋  (2) 小原　幸恵  (2) 嶋﨑　綾香  (2) 勢上　留衣  (2)

河上　千尋  (2) 坂本　理奈  (2) 山田愛理沙  (2) 高巣　智美  (2) 坂口明日香  (2) 溝口　優貴  (2)

岳野　春菜  (2) 松下　朋美  (2) 深山莉穂子  (2) 山田　桃子  (2) 臼井　　渚  (2) 相良　茉優  (2)

   100m -0.5 山下　佳菜  (3) 岩屋 ◎12.80 羽野　里香  (3) 橘 13.20 田中めぐみ  (2) 時津 13.20 荒木　　渚  (3) 長与二 13.39 森田　真衣  (3) 岩屋 13.47 板山　瑶子  (3) 小野 13.53

  3000m 森永　夏歩  (2) 長大附属 10:55.68 有江　美柚  (3) 土井首 10:58.48 井手　智子  (2) 長与二 10:59.93 安永　美穂  (2) 長与二 11:09.65 高尾　　覧  (2) 東長崎 11:21.03 小笠原蓉子  (3) 長与二 11:26.20

4×100mR 岩本　有未  (3) 時津 52.19 永田　優子  (3) 岩屋 52.52 荒木みなみ  (2) 長与二A 53.32 塚本さとみ  (3) 東長崎 53.39 大串　真衣  (3) 琴・琴海A 53.51 中道あずさ  (3) 小野 53.75

田中めぐみ  (2) 森田　真衣  (3) 五島　　郁  (3) 鶴山あかね  (3) 嶋﨑　綾香  (2) 板山　瑶子  (3)

入江　彩絢  (3) 平野しおり  (3) 舘村　真美  (3) 永田　佳子  (3) 山田　聖子  (2) 池田　典子  (3)

中村　　恵  (3) 山下　佳菜  (3) 荒木　　渚  (3) 関野　桃子  (3) 野中美智子  (3) 永尾　美鈴  (2)

走幅跳 板山　瑶子  (3) 小野 4m95(+1.2) 川口　　望  (3) 琴・琴海 4m60(+0.0) 松尾　幸紅  (3) 緑が丘 4m60(+0.0) 岳野　春菜  (2) 長大附属 4m58(+0.9) 小林　由佳  (2) 長大附属 4m51(+0.9) 勢上　留衣  (2) 岩屋 4m46(+1.3)

砲丸投 米満　奈々  (3) 桜馬場   9m92 辻　　葵    (3) 丸尾   9m90 小栁　柊栞  (2) 桜馬場   9m22 濱﨑　美香  (3) 滑石   9m20 高巣　智美  (2) 橘   8m62 藤原　有規  (2) 西浦上   8m24

  3000m 　出場者なし

4×100mR 光武　美鈴  (2) 長崎明誠高 52.94 時津　綾香  (3) 長崎商高 53.62 近藤　志穂  (2) 長崎女商高 53.96

前尾香緒里  (2) 田崎　涼子  (1) 北川梨絵奈  (3)

山田　祥子  (2) 内山　美耶  (1) 長浦　麻美  (3)

開　　美菜  (2) 与賀田　藍  (3) 吉田さやか  (2)

4×400mR 松本　華穂  (2) 長崎西高 ◎ 4:15.70 山本　美香  (3) 長崎明誠高 ◎ 4:25.39

菅崎紗也香  (1) 光武　美鈴  (2)

永田　静香  (3) 前尾香緒里  (2)

岩崎　　曜  (2) 山田　祥子  (2)

走幅跳 馬越　祐里  (3) 長崎東高 4m22(+1.1) 川内　千鶴  (3) 長崎東高 3m88(+1.9) () () () ()

砲丸投 中山　晃子  (3) 長崎女商高   6m88

◎:大会新 亀田　信樹 杉本　育美

△:大会ﾀｲ

小川広太郎 鮎川　良英

ﾄﾗｯｸ：向　　潮 ﾌｨｰﾙﾄﾞ：藤島　義信

決 勝 記 録 一 覧 表

所属 記録 氏　名　(学年)氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年)

３位 ４位

記録 記録所属 記録 氏　名　(学年) 所属

風向

風速(m/s)

所属氏　名　(学年)

区
分

順位

中
学
共
通

中
学
２
年

小
学
共
通

気温(℃)

湿度(％)

 5/ 3  5/ 3  5/ 3  5/ 3

1.7 0.7 審 判 長

一
般
・
高
校

天候

１位 ２位

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

５位 ６位

月/日

時刻

 5/ 3  5/ 3

記録 氏　名　(学年) 所属

総 務 風向風速

技術総務 記録主任晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

東 南 南 西 南 南西

1.0 0.8 1.4 0.5

26.0 23.0 24.0 25.0 24.5 24.0

55 59 43 41 39 39


