
1／3平成19年度　おおむら陸上競技カーニバル大会 男子

平成19年 5月 3日（水） 主催：大村市　　　　大村市陸上競技協会 競技場：大村市陸上競技場

日／順位 1 2 3 4 5 6 7 8

種別／種目 風速 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

小学4年 平井　貴大 (4) 15.2 山口　大我 (4) 16.0 竹下　　卓 (4) 16.1 伊藤　拓将 (4) 16.4 今井　颯真 (4) 16.7 與猶　寿史 (4) 16.8 嵜本　浩士 (4) 16.9

100m 三城小 (0.0) 長里小 (0.0) ＩＪＡＣ (+1.8) 旭が丘小 (+1.8) 遠竹Ｊ (0.0) 放虎原小 (+1.8) 放虎原小 (0.0)

桑戸　一成 (4) 16.8

三城小 (+1.2)

小学5年 川原　俊郎 (5) 14.0 田中　太将 (5) 14.6 沖野　将基 (5) 15.3 吉田晃之進 (5) 15.5 緒田　浩輔 (5) 15.7 木寺　陸人 (5) 15.8 坂取　健斗 (5) 15.8

100m ＩＪＡＣ (+1.8) ＩＪＡＣ (+0.8) 放虎原小 (+1.1) 福島ク (+0.8) 三城小 (+1.8) 福島ク (+1.8) ＩＪＡＣ (+1.8)

斉藤　隆史 (5) 15.5

福島ク (+1.1)

小学6年 志水　香月 (6) 14.2 納所　千恩 (6) 14.5 西尾　裕紀 (6) 14.9 山下　拓也 (6) 15.1 田嶋　大輝 (6) 15.2 志水幸二郎 (6) 15.4 矢口　修史 (6) 15.5

100m 福島ク (+1.1) ＩＪＡＣ (+1.1) 明峰Ｊ (+1.1) 福島ク (+1.1) 松原小 (+1.9) 福島ク (+1.9) 旭が丘小 (+1.1)

今井　拓夢 (6) 15.2

遠竹Ｊ (+1.1)

小学 中村　悠希 (4)  2:54.3 松田尚太郎 (4)  2:55.0 上杉　裕太 (4)  2:56.4 深江　竣介 (4)  2:57.7 今井　颯真 (4)  3:03.4 竹下　　卓 (4)  3:06.8 桑戸　一成 (4)  3:07.1 定方　　駿 (4)  3:07.3

800m 旭が丘小 富の原小 明峰Ｊ ＩＪＡＣ 遠竹Ｊ ＩＪＡＣ 三城小 富の原小

小学 田中　太将 (5)  3:12.1 西尾　裕紀 (6)  3:12.5 山口　允人 (5)  3:24.7 赤木　奎介 (6)  3:27.7 納所　千恩 (6)  3:29.1 新宮　光彦 (6)  3:30.8 坂取　健斗 (5)  3:33.8 中尾　大輝 (6)  3:35.0

1000m ＩＪＡＣ 明峰Ｊ 遠竹Ｊ 西大村小 ＩＪＡＣ 遠竹Ｊ ＩＪＡＣ 波佐見Ｊ

小学 ＩＪＡＣ 58.3 遠竹Ｊ A 59.2 福島ク 59.4 遠竹Ｊ B 63.9 三城小 65.2 西大村小 66.7 旭が丘小 66.8 長里小 A 73.8

4×100m 坂取　健斗 (5) 副島　仁志 (6) 山下　拓也 (6) 土井　　惇 (5) 川勝　太希 (5) 松田　拓人 (5) 前田　直人 (4) 山口　大我 (4)

田中　太将 (5) 山口　允人 (5) 志水　香月 (6) 江頭　壱成 (5) 河野　卓実 (5) 澤ノ井大輝 (5) 中村　悠希 (4) 横田　雅英 (5)

納所　千恩 (6) 新宮　光彦 (6) 志水幸二郎 (6) 池田　　駿 (6) 宮崎　朝日 (5) 藤田　大宣 (5) 伊藤　拓将 (4) 古賀　謙秀 (4)

川原　俊郎 (5) 今井　拓夢 (6) 吉田晃之進 (5) 有田　海里 (6) 緒田　浩輔 (5) 篤　　健人 (5) 中村　光希 (5) 小栁　　廉 (4)

小学 山口　允人 (5) 3m91(+1.2) 緒田　浩輔 (5) 3m71(+2.0) 志水　香月 (6) 3m69(+1.8) 志水幸二郎 (6) 3m66(+1.2) 沖野　将基 (5) 3m66(+1.4) 河野　卓実 (5) 3m58(+1.9) 池田　　駿 (6) 3m54(+0.3) 平野龍之介 (5) 3m39(+0.6)

走幅跳 遠竹Ｊ 三城小 福島ク 福島ク 放虎原小 三城小 遠竹Ｊ 富の原小

小学 新宮　光彦 (6)  52m96 矢口　修史 (6)  50m23 副島　仁志 (6)  47m84 今井　拓夢 (6)  46m01 西尾　裕紀 (6)  42m44 緒田　浩輔 (5)  42m36 松島　泰史 (5)  42m05 蕗谷　雄作 (6)  39m48

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 遠竹Ｊ 旭が丘小 遠竹Ｊ 遠竹Ｊ 明峰Ｊ 三城小 三城小 明峰Ｊ

決 勝 記 録 一 覧 表

記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録
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中学1年 森　　翔平 (1) 12.6 太田　裕喜 (1) 14.1 山口　拓馬 (1) 14.6 池田　航平 (1) 14.8 前田　隆晶 (1) 15.1 納富　千里 (1) 16.1 波多野航大 (1) 16.2

100m 福島ク (+2.0) 桜が原中 (+2.0) 波佐見中 (+1.7) 大村中 (+1.7) 長田中 (+2.0) 大村中 (+2.0) 大村中 (+2.0)

篠崎　晟也 (1) 16.2

大村中 (+1.7)

中学2年 安屋敷謙一 (2) 12.7 西尾　和也 (2) 12.8 山城　和幸 (2) 13.0 川上　真央 (2) 13.2 金子颯一郎 (2) 13.4 前道　瑞貴 (2) 13.5

100m 西大村中 (+2.0) 明峰中 (+1.7) 桜が原中 (+2.0) 波佐見中 (+1.7) 西大村中 -1 諫早中 (+0.2)

由利　雅貴 (2) 12.7 林　祐太朗 (2) 12.8

西大村中 (+1.7) 小長井中 (+0.2)

中学3年 江越　範行 (3) 12.1 小林　　翔 (3) 12.2 中島　拓海 (3) 12.3 諸石真那人 (3) 12.4 中村　和貴 (3) 12.4 田中　会響 (3) 12.5 古賀　春樹 (3) 12.6

100m 諫早中 (+1.8) 大村中 (+1.2) 西大村中 (+1.8) 大村中 (+1.8) 西大村中 (+1.8) 萱瀬中 (+1.8) 萱瀬中 (+1.9)

前田　隆太 (3) 12.3 橋爪　　貴 (3) 12.6

大村中 (+1.9) 西大村中 (+1.2)

中学 中島　拓海 (3) 24.4 江越　範行 (3) 24.9 平本　賢人 (3) 25.4 諸石真那人 (3) 25.5 小林　　翔 (3) 25.6 林　祐太朗 (2) 25.9 菊井　裕司 (3) 26.2

200m 西大村中 (+3.2) 諫早中 (+1.5) 西大村中 (+0.7) 大村中 (+3.2) 大村中 (+0.7) 小長井中 (+1.2) 高来中 (+1.5)

森　　翔平 (1) 25.6

福島ク (+1.5)

中学 田中　会響 (3)  2:16.8 赤瀬　正樹 (3)  2:21.4 荒木　靖大 (3)  2:25.3 平安山和也 (3)  2:25.5 古賀　春樹 (3)  2:25.9 八田　大典 (3)  2:27.4 藤本　将吾 (2)  2:29.5 達木龍太郎 (3)  2:30.0

800m 萱瀬中 大村中 高来中 波佐見中 萱瀬中 諫早中 高来中 諫早中

中学 月川　裕貴 (3)  4:27.8 宮田　将大 (3)  4:30.2 松本　　猛 (3)  4:37.8 小西雄太朗 (2)  4:40.6 富田　賢也 (2)  4:41.2 岩崎　幹司 (3)  4:43.8 村川　恵太 (3)  4:45.3 長岡　祐次 (2)  4:48.4

1500m 桜が原中 川棚中 大村中 西大村中 川棚中 桜が原中 波佐見中 波佐見中

中学 月川　裕貴 (3)  9:35.7 村川　恵太 (3)  9:49.7 松本　　猛 (3)  9:55.8 小西雄太朗 (2) 10:07.1 小金井聡一郎(3) 10:07.5 土井　啓輔 (3) 10:13.6 岩崎　幹司 (3) 10:15.4 山添　一央 (3) 10:22.7

3000m 桜が原中 波佐見中 大村中 西大村中 郡中 小長井中 桜が原中 波佐見中

中学 鉄村　晋也 (2) 17.3 山城　和幸 (2) 18.0

100mH +2.0 桜が原中 桜が原中

中学 東山　朋憲 (3) 16.8 前田　隆太 (3) 18.2 中村　和貴 (3) 19.2 成田　裕樹 (3) 20.7 久家幸太郎 (3) 23.9

110mH +2.0 高来中 大村中 西大村中 西大村中 西大村中

中学 西大村中 A 48.1 大村中 A 49.3 小長井中 50.5 西大村中 C 51.2 高来中 51.2 諫早中 52.5 大村中 B 54.8 明峰中 59.5

4×100m 橋爪　　貴 (3) 前田　隆太 (3) 馬場　圭佑 (2) 田中　淑樹 (2) 東山　朋憲 (3) 前道　瑞貴 (2) 松村　直樹 (2) 池田　竜太 (2)

平本　賢人 (3) 諸石真那人 (3) 梅林　裕希 (3) 安屋敷謙一 (2) 菊井　裕司 (3) 八田　大典 (3) 赤瀬　正樹 (3) 西尾　和也 (2)

中村　和貴 (3) 廣重　明男 (2) 吉次　　廉 (3) 金子颯一郎 (2) 藤本　将吾 (2) 達木龍太郎 (3) 茅原　良太 (2) 小野　隼人 (2)

中島　拓海 (3) 小林　　翔 (3) 林　祐太朗 (2) 由利　雅貴 (2) 江頭　耕春 (2) 江越　範行 (3) 松本　　猛 (3) 林　　大貴 (2)

中学 梅林　裕希 (3) 6m03(+2.0) 小林　　翔 (3) 5m51(0.0) 安屋敷謙一 (2) 4m89(+0.3) 野口　靖陽 (3) 4m88(+0.6) 馬場　圭佑 (2) 4m85(+1.8) 松尾　佳祐 (2) 4m61(+0.7) 鶴田　達也 (2) 4m09(+1.0) 岩本　祥平 (3) 4m07(+2.0)

走幅跳 小長井中 大村中 西大村中 波佐見中 小長井中 玖島中 小長井中 萱瀬中

中学 東山　朋憲 (3) 11m37(+0.5)

三段跳 高来中

中学 寺坂　翔太 (3)  13m39 松村　直樹 (2)   6m76 松尾　浩司 (2)   6m75 久保　翔治 (2)   6m14 納富　千里 (1)   5m73

砲丸投 大村中 NPJ 大村中 玖島中 小長井中 大村中
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高校・一般 阿比留雄三 (2) 11.8 原野　正敏 (2) 11.9 寺中貴夕希 (3) 12.0 黒崎　凌介 (2) 12.2 小森　　洋 12.2 板井　広行 (2) 12.3 山下　優希 (2) 12.5

100m 上対馬 (+1.7) 上対馬 (+1.7) 県立ろう (+1.7) 大村工業 (+1.0) 長崎ＡＣ (+1.7) 上対馬 (+1.0) 上対馬 (+1.7)

村下　大悟 (3) 12.2

大村工業 (+1.7)

高校・一般 岩頭　友之 (2) 24.00 原野　正敏 (2) 24.50 寺中貴夕希 (3) 24.60 大石　一馬 (2) 25.10 板井　広行 (2) 25.20 藤下　英人 (3) 25.30 寺田　元貴 (3) 25.60 大浦　文弘 (2) 26.33

200m 大村工業 (+1.8) 上対馬 (+1.1) 県立ろう (+1.1) 上対馬 (+1.8) 上対馬 (+1.2) 大村工業 (+1.1) 県立ろう (+1.2) 上対馬 (+1.1)

高校・一般 尾﨑　　敦 (3)  2:14.4 香月　　亮 (2)  2:17.4 増田　勇太 (3)  2:17.6

800m 大村城南 大村城南 大村工業

高校・一般 執行　善文 (1)  4:18.5 末岡　　瞭 (2)  4:18.7 松本　朋之 (2)  4:19.1 定方　俊樹 (1)  4:20.3 富田　拓也 (1)  4:32.3 田川　裕矢 (1)  4:32.5 出口　　優 (3)  4:33.8 山田　勝利 (1)  4:37.1

1500m 県立大 川棚 川棚 川棚 川棚 川棚 大村工業 川棚

高校・一般 末岡　　瞭 (2) 15:50.9 執行　善文 (1) 15:51.6 定方　俊樹 (1) 15:56.8 松本　朋之 (2) 16:50.9 田川　裕矢 (1) 17:06.9 松尾　健太 (3) 17:33.5 富田　拓也 (1) 17:38.5 山田　勝利 (1) 17:41.9

5000m 川棚 県立大 川棚 川棚 川棚 県立ろう 川棚 川棚

高校・一般 上対馬 46.9 大村工業 47.4 県立ろう A 49.9

4×100m 阿比留雄三 (2) 村下　大悟 (3) 寺田　元貴 (3)

山下　優希 (2) 藤下　英人 (3) 寺中貴夕希 (3)

原　　慎弥 (2) 黒崎　凌介 (2) 前田　晃裕 (2)

原野　正敏 (2) 岩頭　友之 (2) 植田　大貴 (1)

高校・一般 村下　大悟 (3) 4m41(+0.5)

走幅跳 大村工業

高校・一般 大石　一馬 (2) 12m59(+1.4) 板井　広行 (2) 12m03(+0.6) 大浦　文弘 (2) 11m29(+0.3)

三段跳 上対馬 上対馬 上対馬

NPJ:県中学新記録


