
日時：平成１７年６月２２日
場所：平戸市総合運動公園　

氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録

200m 田村　卓也 平戸 25”4 川下光太郎 南部 25”6 末吉　剛大 中野 26”0 川上　栄作 中部 26”3 村田　　祥 中部 26”6 白石　一馬 平戸 27”2

400m 濵上　真二 平戸 58”1 宮﨑　  剛 南部 59”8 白石洸太郎 中野 60”8 松元　俊洋 平戸 62”9 嵜本　翔太 南部 64”1 山浦裕太郎 中野 64”5

800m 宮﨑　  剛 南部 2'15”5 濵上　真二 平戸 2'15”8 松元　俊洋 平戸 2'23”7 里﨑　陽一 南部 2'24”9 本岡　佳大 度島 2'33”0 出口　　大 中部 2'34”0

3000m 川村　訓大 南部 10'06”5 徳本　拓馬 度島 10'14”8 大山　賞之 平戸 10'23”5 伊東　和弘 平戸 10'27”0 田中　浩文 南部 10'41”1 村瀨　法史 中部 11'14”3

110mH 畑原  　翔 平戸 17”2 橋口　  傑 南部 17”7 廣田　陽介 中部 18”2 古川　幸紀 度島 18”3 藤原　翔治 平戸 18”4 野本　一男 南部 20”4

川上　栄作 中部 白石　一馬 平戸 末吉　剛大 中野 楠富　敬介 野子

石田　億人 中部 大石　翔太 平戸 小田　祐樹 中野 北倉　一心 野子

横山　智之 中部 畑原  　翔 平戸 浦　  大祐 中野 松岡京太朗 野子

石田　健斗 中部 田村　卓也 平戸 真浦　拓也 中野 柴山　　翔 野子

走幅跳 石田　億人 中部 5m57 大石　翔太 平戸 5m51 横山　智之 中部 5m36 北倉　一心 野子 5m19 真浦　拓也 中野 5m06 藤原　翔治 平戸 5m03

走高跳 廣田　陽介 中部 1m56 浦　  大祐 中野 1m50 永田　健悟 中野 1m50 田中龍太郎 平戸 1m45 吉田　繁久 中部 1m40

栁田　俊樹 平戸

三段跳 岡﨑    耕 平戸 10m76 橋尾浩太朗 平戸 10m59 小林　良太 中部 10m54 小楠雄太郎 南部 10m31 本山　兼司 中部 10m25 永田　祐樹 中野 10m19

砲丸投 永田　洋基 中部 12m38 松岡京太朗 野子 10m18 永田　  剛 中野 9m85 小田　祐樹 中野 9m70 池田　裕樹 平戸 9m44 松山　利通 中部 9m26

100m 石田　健斗 中部 12”1 真浦　拓也 中野 12”4 川下光太郎 南部 12”5 川上　栄作 中部 12”6 末吉　剛大 中野 12”7 橋口　  傑 南部 13”0

1500m 俵屋  隆幸 平戸 4'39”5 岩村　翔太 中野 4'49”5 福畑　裕士 度島 4'49”7 田中　清也 平戸 4'58”7 白石洸太郎 中野 5'02”9 田中　直人 南部 5'03”6

100m 村田　　祥 中部 12”3 田村　卓也 平戸 12”4 廣田　泰介 中部 12”7 永田　健悟 中野 12”8 永田　博司 中野 13”0 白石　一馬 平戸 13”3

1500m 田中　  守 南部 4'47”3 井元　和彦 度島 4'47”8 西川　達也 南部 4'48”2 伊東　和弘 平戸 5'00”6 栁田　健太 平戸 5'07”7 米倉　一将 中野 5'08”7

髙田　真生 平戸 村田　　祥 中部 山野　陽介 中野 柴山　正宗 野子 柴山　  翔 南部

田村　卓也 平戸 廣田　泰介 中部 松本　拓也 中野 白鞘健太郎 野子 出口　裕太 南部

加藤　利樹 平戸 出口　幸俊 中部 永田　健悟 中野 柴山　奨栄 野子 山本　椋真 南部

白石　一馬 平戸 田口　光輔 中部 永田　博司 中野 宮川　開基 野子 井上　良春 南部

100m 辻　慎一郎 南部 12”9 加藤　拓海 平戸 13”5 山下　拓郎 平戸 13”7 赤木　貴政 中部 13”9 永田　雅人 南部 14”1 磯田　竜太 中野 14”5

1500m 宮本　優吾 南部 5'07”7 北倉　勇臣 南部 5'13”0 下川　佑介 中野 5'14”5 近藤　賢志 平戸 5'27”3 濵田　翔太 中部 5'32”9 松本脩太郎 中野 5'34”8

岩崎　吉朗 南部 磯田　竜太 中野 山口　健太 平戸 楠富　達仁 野子

宮本　優吾 南部 真浦　祐貴 中野 石伏　  剛 平戸 玉川　幸平 野子

永田　雅人 南部 内山　祐樹 中野 大石　武虎 平戸 吉田　和浩 野子

辻　慎一郎 南部 品川　直毅 中野 岡田　圭祐 平戸 小楠　龍八 野子

100mH 廣田　泰介 中部 15”8 嵜本　  剛 南部 16”3 田中　将平 南部 17”6 古川　康典 中部 17”9 谷村　孝亮 平戸 21”2 岩永　健太 平戸 21”3

廣田　泰介 中部 岡部　久範 中野 白鞘健太郎 野子

作江　大樹 中部 白石　俊騎 中野 楠富　達仁 野子

美野田　貢 中部 小田　  忍 中野 小楠　龍八 野子

市山　宏志 中部 末永　雄大 中野 宮川　開基 野子

平成１７年度平戸市中総体陸上競技成績一覧表（男子）

競技種目
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

50”9 52”1

３年

共通 4×100mR 48”5 50”3

２年

4×100mR 50”8 51”6 53”2 55”4 55”7

１年

4×100mR 55”2 56”2 61”2 61”5

低学
4×100mR 52”9 55”6 56”9



日時：平成１７年６月２２日

場所：平戸市総合運動公園　

氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録

200m 池田佳那美 平戸 28”1 山浦　美咲 中部 28”6 石田　千尋 中部 29”3 宮本　美里 南部 29”5 大石　知香 中野 29”7 永田　恵利 中野 30”6

1500m 藤村　美佳 中部 5'38”3 友倉由香里 平戸 5'40”5 大石　千尋 南部 5'43”2 江口あかね 南部 5'50”0 橋口明日香 平戸 6'01”6 宮田　羽衣 中部 6'25”8

100mH 幾世はるか 中部 17”1 田石奈緒子 南部 18”9 村田　  彩 南部 19”3 柴田　逸美 中部 19”5 濵田あゆみ 度島 19”8 大石　佳奈 平戸 20”4

永石　寛子 平戸 高増　美里 南部 松本　幸恵 中野 西宮　智子 野子

池田佳那美 平戸 口石　咲紀 南部 岡村　侑美 中野 宮川　愛美 野子

濵田　  光 平戸 宮本　美里 南部 永田　恵利 中野 増永美穂子 野子

川前　志織 平戸 國竹　早紀 南部 川本　沙織 中野 柴山　美伸 野子

走幅跳 栗山なるみ 南部 4m25 井元　美伽 度島 4m02 田石奈緒子 南部 4m00 大石　知香 中野 3m99 蔦屋　美幸 平戸 3m88 田中　友理 中部 3m83

走高跳 松本　幸恵 中野 1m25

砲丸投 浜本　実咲 南部 9m72 浦本　彩加 平戸 9m40 西村　美香 平戸 9m26 川村　美絵 度島 9m17 柴山未奈美 野子 8m54 大山　千鶴 南部 8m50

100m 池田佳那美 平戸 13”2 栗山なるみ 南部 13”8 岡村　侑美 中野 13”9 山浦　美咲 中部 14”0 國竹　早紀 南部 14”5 永石　寛子 平戸 14”6

800m 山田あずさ 南部 2'38”6 森　智恵子 南部 2'40”6 鴨川　真衣 中部 2'45”9 藤村　美佳 中部 2'48”3 永澤　彩花 度島 2'50”2 橋口明日香 平戸 2'56”3

100m 山下　由佳 平戸 14”2 松本今日花 中野 14”5 石田　千尋 中部 14”6 高増　美里 南部 14”8 西宮　智子 野子 14”8 濵田　  光 平戸 15”5

800m 豊住紗友利 平戸 2'44”3 日高真由美 南部 2'47”3 浦　志穂美 中野 2'47”7 五嶋　秋子 南部 2'52”8 増永美穂子 野子 2'54”4 松田奈菜美 中部 2'56”8

石田　千尋 中部 西村志穂理 平戸 松本今日花 中野 安村　愛美 南部 林　志央梨 野子

種浦　友美 中部 山下　由佳 平戸 白石　早紀 中野 吉住　紀子 南部 柴山　美伸 野子

福田めぐみ 中部 真辺　育美 平戸 大石　知香 中野 小川　  和 南部 西宮　智子 野子

川渕　千尋 中部 井手　夏希 平戸 柴戸　美咲 中野 高増　美里 南部 増永美穂子 野子

100m 古川八重乃 度島 14”4 林　  綾乃 平戸 14”6 宮﨑　美穂 南部 15”0 井元　美咲 度島 15”2 納屋　  彩 平戸 15”3 松永みなみ 南部 15”7

800m 崎辺志緒莉 南部 2'40”3 原尾　裕子 南部 2'42”3 萩原美保子 中部 2'49”1 山崎　千波 中部 2'54”3 森　沙也加 平戸 3'04”3 竹藤千耶子 中野 3'07”8

林　  綾乃 平戸 松永みなみ 南部 森　美沙希 中部 井元　美咲 度島 小楠　愛羅 野子 安部　貴恵 中野

西村　弓佳 平戸 原尾　裕子 南部 萩原美保子 中部 福田あすか 度島 柴山　光生 野子 竹藤千耶子 中野

林　  千絢 平戸 崎辺志緒莉 南部 久保川成美 中部 井元　美伽 度島 柴山　清香 野子 岡部　綾乃 中野

山川　萌美 平戸 宮﨑　美穂 南部 前田　莉奈 中部 古川八重乃 度島 柴山　愛香 野子 末吉　美咲 中野

80mH 種浦　友美 中部 13”7 村田　奈緒 南部 15”2 山下　沙織 南部 16”3 羽織屋千加 平戸 17”0 前原　智穂 平戸 18”4

綾香　志保 中部

小川　  和 南部 森山　舞子 中部 大石　知香 中野 納屋　瑞紀 平戸 柴山　　育 野子

宮﨑　美穂 南部 萩原美保子 中部 竹藤千耶子 中野 納屋　  彩 平戸 小楠　愛羅 野子

松永みなみ 南部 辻　奈々美 中部 末吉　美咲 中野 山川　萌美 平戸 柴山　愛香 野子

吉住　紀子 南部 種浦　友美 中部 柴戸　美咲 中野 西村志穂理 平戸 関山　梢恵 野子

平成１７年度平戸市中総体陸上競技成績一覧表（女子）

競技種目
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

58”8 61”0

３年

共通 4×100mR 57”1 58”5

２年

4×100mR 57”9 58”6 58”9 59”1 60”4

１年

4×100mR 60”6 60”7 61”0 62”0 68”0 68”6

低学

4×100mR 60”3 61”2 62”1 62”3 65”5


