
第23回　全国小学生陸上競技交流大会　長崎県大会

平成19年 6月24日(日) 主催：長崎陸上競技協会 競技場：県立総合運動公園陸上競技場
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
種目 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 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録

5年100m 永田　駿斗 13.49 脇川　大誠 14.65 大石　　寛 14.71 神宮　崇史 14.79 大渕　智也 15.11 岩永　将馬 15.19 萩山　　謙 15.29 土井　　惇 15.33
(-0.6m) SIクラブ(5) NGR 長与北(5) 世知原(5) 大野クラブ(5) 中里クラブ(5) 長与北(5) 中里クラブ(5) 遠竹ＪＲＣ(5)
6年100m 野口　昇馬 13.81 江原　周平 14.08 川西　勇希 14.17 大久保広翼 14.41 緒川　雄介 14.45 竹馬　　仁 14.63 石原　敬斗 14.81 折口　力弥 14.81
(-1.4m) 長与クラブ(6) 時津クラブ(6) 中里クラブ(6) 南串第一(6) 三城RC(6) 長与南(6) 時津クラブ(6) 青方JRC(6)
共通80mH 山本　凌雅 13.85 江原　周平 13.94 岩本幸志郎 14.01 小山　　佳 14.68 尾﨑　俊祐 15.20 設楽　　剛 15.73 船津太威智 17.44

(-1.3m) 明峰J(6) 時津クラブ(6) 七釜JC(6) 七釜JC(6) 中里クラブ(6) 上郷クラブ(6) 東長崎JC(6)
共通 明峰J 56.23 SIクラブ 56.47 長与クラブ 57.06 長崎陸上ク･Ａ 57.35 時津クラブ･Ａ 57.50 中里クラブ 58.96 福島陸上ク･Ａ 59.23 七釜JC 59.27

4×100mR

江原　周平 1m28 石原　敬斗 1m25 有田　海里 1m20 神島　　涼 1m15 石田　将大 1m15 矢動丸　周 1m10
時津クラブ(6) 時津クラブ(6) 遠竹ＪＲＣ(6) 洗切クラブ(6) 長与南(6) 長与南(6)

松尾　亮祐 1m15
洗切クラブ(6)
井手　弘大 1m15
村松クラブ(5)

川西　勇希   4m65 新宮　光彦   4m42 山口　恵新   4m18 田口　秀章   4m17 山口　允人   4m04 江原　周平   4m03 石原　敬斗   4m02 副島　仁志   4m01
中里クラブ(6) (+0.9) 遠竹ＪＲＣ(6) (+2.1) 三城RC(6) (+1.5) 村松クラブ(6) (+0.6) 遠竹ＪＲＣ(5) (+2.1) 時津クラブ(6) (+1.9) 時津クラブ(6) (+2.0) 遠竹ＪＲＣ(6) (+1.3)
本村　知也  78m76 松本　晃希  58m63 新宮　光彦  58m46 山中　祐作  51m77 野口　裕二  49m92 副島　仁志  48m32 荒木　　豪  47m82 中村　豪志  46m60
川棚(6) NPE NGR 長与クラブ(6) NGR 遠竹ＪＲＣ(6) NGR 千々石第一(6) 福江クラブ(6) 遠竹ＪＲＣ(6) 西有家(6) 明峰J(6)

5年100m 濱崎　彩合 14.66 森　真奈美 15.38 井上　知香 15.40 八戸　美朱 15.51 岩戸麻奈美 15.53 濵口　　聖 15.74 橋田　美咲 15.89 橋口　香帆 15.98
(-0.7m) SIクラブ(5) 多良見(5) 北諫早(5) 北諫早(5) 長田JC(5) 壱岐R(5) MAC(5) 村松クラブ(5)
6年100m 寺田　優香 14.12 石本　奈々 14.13 前田　杏樹 14.14 友重　　舞 14.31 山川　怜己 14.32
(-0.9m) 口之津JC(6) 時津クラブ(6) 大野木場(6) 時津東(6) 村松クラブ(6)
共通80mH 山川　怜己 13.66 戸川　祐華 13.67 松村　由香 14.92 柿本　麻衣 15.84 吉澤　聖佳 16.28 榎並　　愛 16.28 川口久美子 16.48 池田和花子 16.76
(-0.7m) 村松クラブ(6) 福江クラブ(6) MAC(6) 福江クラブ(5) 鷹島クラブ(6) 高来クラブ(5) 福江クラブ(6) 加津佐東ク(5)
共通 福江クラブ･Ａ 55.06 長与クラブ･Ａ 57.28 村松クラブ 57.69 SIクラブ･Ａ 57.94 小栗ク･Ａ 58.00 北諫早･Ａ 60.02 MAC･Ａ 60.14 時津クラブ･Ａ 60.55

4×100mR

平湯ひかり 1m33 山﨑　有紀 1m30 馬場　美幸 1m27 山下満里奈 1m27 出﨑　美菜 1m18 本山　美幸 1m18 白石万由子 1m15
村松クラブ(6) EGR 西海RC(6) 北串クラブ(6) 七釜JC(6) MAC(6) 七釜JC(6) 東長崎JC(6)

米村　麻希 1m15
南串第一(6)

吉澤　聖佳   4m21 友重　　舞   4m16 三宅　麻衣   4m06 馬場　美幸   3m99 神﨑　沙優   3m87 田村　萌香   3m83 平田　千佳   3m83 若田　香穂   3m82
鷹島クラブ(6) (+3.0) 時津東(6) (+2.6) 福江クラブ(6) (+1.4) 北串クラブ(6) (+1.7) 小栗ク(6) (+1.9) 福江クラブ(6) (+1.4) 福江クラブ(6) (+2.5) 福江クラブ(6) (+1.4)
綿谷　初歸  50m43 山﨑　有紀  41m26 市田　裕衣  40m28 松田　瑛美  39m97 本間奈津紀  39m54 森　真奈美  38m89 泉　　美里  31m34 蜂谷　　好  29m21
時津クラブ(6) 西海RC(6) 大野クラブ(6) 長与クラブ(6) さんさんJ(6) 多良見(5) 加津佐東ク(6) 長与クラブ(6)

NPE:県小学新 総務 岡崎　　寛 技術総務 藤島　義信
NGR:大会新
EGR:大会ﾀｲ ﾄﾗｯｸ審判長 山口　　勇 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 石橋　善弘

風向風速 中村　　誠 記録主任 松浦　　孝

境　　泰樹  (6)

神田　悠志  (6)

決 勝 記 録 一 覧 表

萩山　　謙  (5)江原　周平  (6)

鴨川　雄基  (6) 尾﨑　俊祐  (6)

大渕　智也  (5)西川　　智  (6) 溝田　涼介  (5)

草場　リナ  (6)

中村　豪志  (6) 松下　成輝  (5) 品川　智哉  (5)

野口　昇馬  (6) 本田　遊大  (6)

三宅　麻衣  (6)

橋田　美咲  (5)

村川　将吾  (6)

志水　香月  (6)

吉田晃之進  (5) 小山　　佳  (6)

金子　達史  (5)

志水幸二郎  (6) 岩本幸志郎  (6)

戸村　詠美  (5)

堀川　綾華  (5)

山下　拓也  (6)

山﨑なず菜  (6)

川下　洋和  (6)

石原　敬斗  (6) 川西　勇希  (6)

髙栁　愛理  (6)河村さほみ  (6)

天候
風向

風速(m/s)
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時刻

25.0
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雨
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26.0
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雨
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南
雨
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25.0
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25.0

12:00
雨

南南東
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雨

11:00

25.5
92 92

26.0

10:00
雨

南南西
4.52.2

南南東
雨
9:15

96 92
25.5気温(℃)

湿度(％)

2.0
25.0

区
分

共通ﾎﾞｰﾙ投

伊東　　桂  (6)

西尾　祐紀  (6)

山本　凌雅  (6)

共通走高跳

共通走幅跳

男
子

池田　　健  (5)

永田　駿斗  (5)

雨
南南西

松田　瑛美  (6)

寺井　翔太  (5)

8:50

松本　晃希  (6)

檜垣　佑和  (6)

田村　萌香  (6) 道口早弥香  (6) 山川　怜己  (6) 濱崎　彩合  (5) 神﨑　沙優  (6) 井上　知香  (5) 出﨑　美菜  (6)

松井　杏樹  (6)

八戸　美朱  (5) 林　　千尋  (6) 石本　奈々  (6)戸川　祐華  (6) 荒木優里弥  (6) 平湯ひかり  (6) 小山　香織  (6)

共通走高跳

共通走幅跳

女
子 岩永久瑠美  (6)

畠道あかり  (6) 松下　愛実  (6)

江越　結香  (6)

徳永　花奈  (6)小畠　望美  (6)三浦　真緒  (6)


