
平成22年度ＫＴＮ杯長崎地区中学校陸上競技新人大会 男子
平成22年 9月12日（日） 主催：長崎市陸上競技協会・(財)ＫＴＮスポーツ振興財団 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

順位 1 2 3 4 5 6
種目 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

吉田　航基 57.52 山下　隆祐 58.07 澁谷　瑠輝 58.46 江川　亮大 1:01.71 松岡　陸央 1:02.74 横山　幸輔 1:03.06
大瀬戸(2)   大瀬戸(2)   山里(2)   桜馬場(2)   小ヶ倉(1)   横尾(2)   
濵添　大地 2:09.99 脇川　大誠 2:13.15 澁谷　瑠輝 2:16.16 中村　武拳 2:16.44 香月　翔太 2:21.11 木場　圭祥 2:23.29
長崎琴海(2)   長与(2)   山里(2)   岩屋(2)   長崎琴海(1)   長与第二(1)   
太田　健人 10:01.67 柳　　友祐 10:05.90 沖中　雅明 10:10.59 髙木　駿平 10:16.33 松元　達郎 10:18.25 山口　　優 10:24.34
橘(2)   小ヶ倉(2)   東長崎(1)   山里(2)   長与第二(2)   山里(2)   
永瀧　拓己 17.64(-0.4) 岩永　将馬 19.14(-1.0) 田口　寛己 19.73(-1.0) 福田翔大郎 19.84(-0.4) 福田　遼太 20.14(-1.0) 田中　耕介 20.34(-0.4)
長大附属(2)   長与(2)   西浦上(2)   小ヶ倉(2)   長大附属(2)   東長崎(2)   
長大附属 47.31 大瀬戸 49.12 山里 49.50 時津 49.59 長与 49.76 小江原 49.88

井手　弘大 1m72 大久保周治 1m63 樋野　駿也 1m50 森﨑　拓也 1m50 寺田　祐太 1m45 清水　克輝 1m45
長崎琴海(2) NGR  横尾(2)   時津(2)   緑が丘(2)   時津(2)   長大附属(2)   
前　　壮也 2m20 初田　湧大 2m00 村中　駿介 2m00
時津(1)   時津(1)   時津(1)         
古瀬　　圭 6m15(+1.2) 木下　大地 5m32(+0.1) 松本　侑也 5m16(+0.5) 末吉　大樹 5m14(+1.8) 西村　有史 5m05(0.0) 溝田　涼介 4m87(+2.1)
時津(2)   橘(2)   山里(2)   岩屋(2)   西彼(1)   時津(2)   
濱中　海斗 9m72 坂本　勇介 8m84 荒西　智瀬 8m16 山下　昌輝 7m65 三根　純平 7m31 井手　一仁 6m90
大瀬戸(2)   西彼(2)   長大附属(2)   緑が丘(2)   大瀬戸(2)   長崎琴海(1)   

100m 長谷川聖人 11.82 髙田　文武 12.35 谷村　健太 12.39 古瀬　　圭 12.41 松原　雄之 12.64 東　　雅博 12.66
(-1.0m) 長与第二(2)   長大附属(2)   西浦上(2)   時津(2)   長与第二(2)   長大附属(2)   

長谷川聖人 24.48(-0.3) 東　　雅博 25.50(-0.3) 谷村　健太 25.64(-1.7) 樋野　駿也 25.95(-0.9) 吉岡　　充 26.11(-1.7) 髙橋　孝一 26.40(-1.7)
長与第二(2)   長大附属(2)   西浦上(2)   時津(2)   横尾(2)   長大附属(2)   
濵添　大地 4:28.02 野田　拓夢 4:39.11 山口　　優 4:39.12 髙木　駿平 4:44.43 中村　武拳 4:46.18 山口　将暉 4:48.12
長崎琴海(2)   長大附属(2)   山里(2)   山里(2)   岩屋(2)   長与第二(2)   

100m 一瀬　　傑 12.23 今道　豪介 12.29 竹馬　　舜 12.71 西村　有史 12.71 山口　　輝 12.90 宮﨑　啓介 13.07
(+0.1m) 時津(1)   長与第二(1)   長与第二(1)   西彼(1)   桜馬場(1)   岩屋(1)   

木場　圭祥 25.54(-0.5) 一瀬　　傑 25.61(-1.4) 今道　豪介 25.81(-0.5) 竹馬　　舜 26.53(-1.4) 宮下　雄暉 26.87(-0.5) 山口　　輝 26.92(-1.4)
長与第二(1)   時津(1)   長与第二(1)   長与第二(1)   山里(1)   桜馬場(1)   
香月　翔太 4:46.73 山脇　裕之 4:48.11 蜂谷　　主 4:48.83 橋口　裕作 4:50.77 北村　武史 4:54.97 谷川　　周 4:55.70
長崎琴海(1)   大瀬戸(1)   長与第二(1)   長与第二(1)   西彼(1)   長大附属(1)   
坂本　陸久 15.96(-1.4) 荒木　　光 17.95(-0.0) 岡山　省吾 18.37(-0.0) 井上　恭羽 19.02(-0.0) 森　　大成 19.30(-1.4) 中尾幸志郎 19.77(-0.0)
山里(1) NGR  緑が丘(1)   時津(1)   小ヶ倉(1)   岩屋(1)   長大附属(1)   
長大附属 53.75 小江原 54.58 橘 54.61 時津 54.88 小ヶ倉 58.33 長与 58.66

NGR:大会新 寺井　等 有田　浩雄
EGR:大会ﾀｲ

藤島　義信 西川　誠

田端　安範　、藤島　義信

荒木　京介  (1)

松尾　雄志  (1)
上原　昂大  (1)
石場　健太  (1)
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平成22年度ＫＴＮ杯長崎地区中学校陸上競技新人大会 女子
平成22年 9月12日（日） 主催：長崎市陸上競技協会・(財)ＫＴＮスポーツ振興財団 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

順位 1 2 3 4 5 6
種目 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

江口　沙羅 5:07.79 安達　佳歩 5:14.12 花田　美乃 5:22.32 松江　紗花 5:22.37 中尾　愛恵 5:22.88 道脇　結菜 5:26.59
西彼(2)   時津(2)   時津(1)   鳴北(1)   西浦上(2)   大瀬戸(1)   
山﨑　千晴 17.55(-2.3) 尾上　菜々 17.93(-2.3) 野副　真由 18.02(-1.2) 秋山　美樹 18.95(-2.4) 橋口　香帆 19.02(-1.2) 戸村　詠美 19.03(-1.2)
桜馬場(2)   西浦上(2)   西浦上(2)   山里(2)   長崎琴海(2)   時津(2)   
東長崎 53.91 時津 55.63 淵 55.89 岩屋 56.69 桜馬場 56.80 三和 57.81

佐藤　初音 1m35 杉本　絵理 1m30 橋本　瑞希 1m30 岡田　藍里 1m25 小川　千早 1m25
岩屋(2)   淵(2)     時津(1)   小江原(2)   長大附属(2)   

平井　瑠花 1m30
東長崎(1)

平井　香帆 4m87(+2.2) 茂　　沙織 4m70(+3.1) 山田佳菜子 4m58(+0.8) 福地　果歩 4m51(+2.7) 浦口友里香 4m51(+1.3) 橋口　香帆 4m43(+1.2)
時津(1)   長大附属(1)   桜馬場(2)   東長崎(2)   時津(2)   長崎琴海(2)   
大久保　蒼 10m54 荒木　美久 7m82 島田　香奈 7m49 鳥巣　裕子 6m16 伊藤　愛実 5m83 片山　怜美 4m90
時津(2)   長与(1)   東長崎(2)   長大附属(1)   小島(2)   小島(2)   

100m 近藤　碧紀 14.11 尾上　菜々 14.20 井手　琴巳 14.24 山田佳菜子 14.25 杉本　絵理 14.25 飯盛　優香 14.27
(+0.1m) 東長崎(2)   西浦上(2)   岩屋(2)   桜馬場(2)   淵(2)   長与(2)   

戸羽ひより 28.70(-0.1) 福地　果歩 28.85(-0.1) 飯盛　優香 29.19(-0.4) 小川　千早 29.86(-0.1) 平野真優子 30.07(-0.1) 草野　真子 30.21(-0.4)
小江原(2)   東長崎(2)   長与(2)   長大附属(2)   緑が丘(2)   戸町(2)   
宮田　彩希 2:20.32 緒方　千里 2:34.62 中尾　愛恵 2:35.64 貞方　知夏 2:36.04 若杉梨々花 2:37.30 松尾　優花 2:38.25
東長崎(2) NGR  長与(2)   西浦上(2)   東長崎(2)   小島(2)   時津(2)   

100m 佐藤里莉子 13.78 茂　　沙織 14.19 井田結衣子 14.29 伊東　実穂 14.32 平井　香帆 14.43 山道　　栞 14.52
(-1.1m) 長与第二(1)   長大附属(1)   長大附属(1)   長崎琴海(1)   時津(1)   桜馬場(1)   

石橋　　希 29.94(-0.8) 伊東　実穂 30.37(-0.8) 山道　　栞 30.97(-1.8) 浜辺　彩七 31.05(-1.8) 堤　　千紘 31.12(-0.8) 道口楓奈子 31.51(-0.8)
長与第二(1)   長崎琴海(1)   桜馬場(1)   岩屋(1)   桜馬場(1)   長与(1)   
浦岡　友緒 2:32.38 松江　紗花 2:32.94 道脇　結菜 2:37.95 西　萌々子 2:38.47 古賀　真咲 2:42.45 森　　彩花 2:44.54
三和(1)   鳴北(1)   大瀬戸(1)   福田(1)   西浦上(1)   時津(1)   
鯉渕　ゆき 14.70(+1.1) 道口楓奈子 14.92(-1.3) 中元奈美樹 15.16(-1.3) 村川　笑菜 15.21(+1.1) 杉野　愛理 16.39(-1.3) 板持　　栞 16.59(+1.1)
西浦上(1)   長与(1)   長崎琴海(1)   長崎(1)   時津(1)   三和(1)   
長大附属 54.83 時津 56.89 長与 57.39 桜馬場 57.91 長崎琴海 58.02 長与第二 58.35

NGR:大会新 寺井　等 有田　浩雄
EGR:大会ﾀｲ

藤島　義信 西川　誠

田端　安範　、藤島　義信

優秀選手賞 坂本　陸久（山里）、井手　弘大（長崎琴海）、宮田　彩希（東長崎）、平井　香帆（時津）

伊東　実穂  (1)
中元奈美樹  (1)
山道　桃香  (1)
山﨑　千里  (1)

三浦　瑠里  (1)
石橋　　希  (1)
井手　りさ  (1)
近藤　碧衣  (1)

林　　衿花  (1)
道口楓奈子  (1)
四辻　紗菜  (1)
富永　愛香  (1)

鈴木　恵理  (1)
堤　　千紘  (1)
山道　　栞  (1)
木谷　　葵  (1)
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田中　　楓  (2)
福地　果歩  (2)

東根　冴希  (1)
平井　香帆  (1)

池田　彩乃  (2)
浦口友里香  (2)

藤原　明子  (2)
杉本　絵理  (2)

三浦　愛理  (2)
戸村　詠美  (2)

杉野　愛理  (1)
橋本　瑞希  (1)

野田ありさ  (1)
井田結衣子  (1)
茂　　沙織  (1)
藤田　愛美  (1)
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