
 男子(1)2011 長崎陸協　佐世保競歩大会
記録一覧表

平成23年12月11日（日) 主催：長崎陸上競技協会 競技場：佐世保市総合グラウンド陸上競技場

日 種別 予 順 備 順 備 順 備 順 備

付 種　目 準 位 考 位 考 位 考 位 考

11 小学 1 守田  匠磨  (4) 川棚AC･長　崎  7:39.10 2 横田  瑞喜  (5) 清水小･長　崎  7:39.16 3 ･ 4 ･

1000mW 5 ･ 6 ･ 7 ･ 8 ･

11 中学 1 松井  秀幸  (3) 飯盛中･長　崎 17:52.22 2 神崎  蘭丸  (2) 世知原中･長　崎 18:00.51 3 松井  俊輔  (1) 飯盛中･長　崎 18:53.59 4 石丸  皓太  (2) 光海中･長　崎 19:17.85

3000mW 5 北川  太郎  (2) 光海中･長　崎 19:18.03 6 酒井  玲雄  (1) 世知原中･長　崎 19:49.21 7 堤    海斗  (1) 世知原中･長　崎 19:50.31 8 大澤  瑛士  (2) 世知原中･長　崎 19:52.86

9 堤    稜馬  (1) 世知原中･長　崎 19:55.33 10 吉田 裕二郎 (1) 世知原中･長　崎 19:57.08 11 増輪  拓海  (2) 光海中･長　崎 19:57.21 12 木下  晃良  (1) 光海中･長　崎 20:03.12

13 北原    凛  (1) 光海中･長　崎 20:03.44 14 白川  瑞樹  (1) 世知原中･長　崎 20:08.74 15 士野  大豆  (1) 光海中･長　崎 20:21.82 16 朝山  凌太  (2) 世知原中･長　崎 20:23.49

17 茂山  航大  (1) 世知原中･長　崎 20:24.07 18 今村  悠人  (1) 世知原中･長　崎 20:24.97 19 高比良  柾  (1) 世知原中･長　崎 22:50.41 古場　裕登　(2) 世知原中･長　崎 DSQ　*W2

深浦　皓喬　(2) 世知原中･長　崎 DSQ　*W2 小林　　平　(1) 世知原中･長　崎 DSQ　*W2 ･ ･

11 高校 予 1 1 坂口  亮太  (2) 佐世保工･長　崎 23:41.17 2 佐々木 星輝 (1) 徳島科学技術･徳 島23:46.01 3 柴田  琢也  (3) 岡山東商･岡　山 24:16.48 4 平山  拓真  (1) 鳥栖工･佐　賀 24:46.33

5000mW 5 松永  崇弘  (1) 松山工･愛　媛 25:15.34 6 井上  直樹  (1) 佐世保西･長　崎 25:17.21 7 高橋  勇人  (1) 熊本国府･熊　本 26:00.61 8 年見口 裕司 (2) 日南学園･宮　崎 26:21.07

9 高尾    匠  (1) 鳥栖工･佐　賀 26:23.67 10 荒巻    翼  (2) 竹田･大　分 26:31.98 11 平良  聡偲  (1) 日南振徳･宮　崎 26:32.66 12 谷川  誠将  (1) 人吉･熊　本 26:39.13

13 山本  将巳  (1) 南宇和･愛　媛 27:31.17 14 山口 瑶一郎 (1) 佐世保北･長　崎 27:39.32 15 平松  達哉  (1) 諫早農･長　崎 27:46.21 16 久野  洋輔  (2) 開新･熊　本 28:38.39

17 田口  真伍  (2) 純真･福　岡 29:20.70 小谷　将大　(1) 岡山南･岡山 DSQ　*W2 岩本　敦寿　(1) 西条農･広島 DSQ　*W2 20 ･

11 高校 予 2 1 原田  宣行  (3) 南宇和･愛　媛 21:02.90 NGR 2 安藤  匡平  (2) 鳥栖工･佐　賀 21:59.70 3 平田  武司  (2) 柳川･福　岡 22:02.75 4 大林    秀  (2) 自由ケ丘･福　岡 22:04.07

5000mW 5 清家  将徳  (3) 三瓶･愛　媛 22:05.77 6 加洲  陽太  (2) 南宇和･愛　媛 22:46.32 7 三輪  拓哉  (3) 徳島科学技術･徳 島22:58.14 8 種岡  隆光  (2) 佐世保実･長　崎 23:06.62

9 井上  熙人  (3) 熊本工･熊　本 23:35.36 10 廣瀬  悠大  (2) 東海大第五･福　岡 23:44.23 11 濱田  竜勢  (2) 松山工･愛　媛 23:49.24 12 梶川  孝介  (2) 西条農･広　島 23:49.59

13 目山  諒汰  (2) 長崎南･長　崎 23:55.83 14 吉村  健人  (2) 鹿児島城西･鹿児島 24:00.79 15 松尾  太朗  (2) 西海学園･長　崎 24:01.80 16 西山  貴也  (2) 松山工･愛　媛 24:09.99

17 木村  勇貴  (2) 熊本工･熊　本 25:58.79 18 笹田  祐亮  (2) 人吉･熊　本 26:07.73 三好　祥平　(2) 三瓶･愛媛 DSQ　*W3 三原　伸也　(2) 南宇和･愛媛 DSQ　*W3

11 高校 1 原田  宣行  (3) 南宇和･愛　媛 21:02.90 NGR 2 安藤  匡平  (2) 鳥栖工･佐　賀 21:59.70 3 平田  武司  (2) 柳川･福　岡 22:02.75 4 大林    秀  (2) 自由ケ丘･福　岡 22:04.07

5000mW総括 5 清家  将徳  (3) 三瓶･愛　媛 22:05.77 6 加洲  陽太  (2) 南宇和･愛　媛 22:46.32 7 三輪  拓哉  (3) 徳島科学技術･徳 島22:58.14 8 種岡  隆光  (2) 佐世保実･長　崎 23:06.62

11 一般 1 出場者なし ･ 2 ･ 3 ･ 4 ･

5000mW 5 ･ 6 ･ 7 ･ 8 ･

11 一般 0 1 森岡紘一朗 富士通･千　葉 42:38.38 NGR 2 廣瀬  瑛生 小松短大･福　岡 42:39.36 NGR 3 荒井  広宙 亀の井ﾎﾃﾙ･石 川 43:37.66 NGR 4 中谷  勇人 鹿屋体大･兵　庫 43:46.22 NGR

10000mW 5 高橋  拓也  (3) 西条農･広　島 44:51.72 NGR 6 山下  紘暉 広島経大･香 川 48:36.02 7 石原    彬 志学館大･鹿児島 48:36.89 8 津田幸之助 久留米大･福　岡 49:00.97

9 加來  成也 久留米大･福　岡 49:17.42 10 佐々木俊治 広島大･兵　庫 49:34.66 11 ･ 12 ･

11 中学 1 井上  彩花  (3) 一の宮中･熊　本 22:22.46 2 堀田  真由  (2) 光海中･長　崎 22:23.41 3 坂本  莉菜  (1) 光海中･長　崎 22:23.51 4 濱本  真衣  (2) 光海中･長　崎 22:38.74

3000mW 5 下馬場夕貴  (2) 光海中･長　崎 22:58.21 6 井上  静香  (1) 光海中･長　崎 23:06.74 7 森田  穂香  (1) 世知原中･長　崎 23:45.48 8 前川  紗耶  (1) 真城中･長　崎 23:47.99

9 北野  友望  (1) 光海中･長　崎 23:57.14 10 田嶋のぞみ  (1) 光海中･長　崎 24:11.06 11 横山  鈴奈  (1) 光海中･長　崎 24:34.79 12 淺木亜優美  (1) 光海中･長　崎 24:39.26

13 日高  理美  (1) 真城中･長　崎 25:10.95 14 堤    裕花  (1) 世知原中･長　崎 25:57.97 15 神埼里緒菜  (1) 真城中･長　崎 26:24.48 16 平田もも花  (2) 光海中･長　崎 26:42.32

古川　紗知　(1) 世知原中･長崎 DNF 18 ･ 19 ･ 20 ･

11 高校 1 阪元  文絵  (1) 日南学園･宮　崎 18:13.07 2 中里  由美  (1) 佐世保商･長　崎 18:18.58 3 立石  奈苗  (1) 佐世保商･長　崎 19:51.64 4 渕上  恵華  (1) 佐世保北･長　崎 19:53.12

3000mW 5 ･ 6 ･ 7 ･ 8 ･

11 高校 1 大中原 麻依 (3) 神村学園･鹿児島 22:59.80 NGR 2 立山  優惟  (2) 鹿児島女･鹿児島 23:06.01 NGR 3 山下  佳那  (3) 尾山台･石 川 24:23.92 NGR 4 児玉  実咲  (3) 熊本信愛･熊　本 25:05.02 NGR

5000mW 5 中島    友  (2) 宗像･福　岡 25:36.14 NGR 6 神田  晴菜  (2) 長崎南･長　崎 25:37.95 NGR 7 神田  稚菜  (2) 長崎南･長　崎 25:38.97 NGR 8 上田  朱華  (2) 熊本中央･熊　本 25:53.56

9 神宝 なるみ (2) 岡山東商･岡　山 26:02.11 10 高木  百花  (2) 日南学園･宮　崎 26:02.80 11 岡本  典子  (2) 富岡東･徳 島 26:06.46 12 小橋  秋奈  (1) 岡山東商･岡　山 26:22.79

13 高山  翔子  (2) 柳川･福　岡 26:30.70 14 和泉  麻那  (2) 三瓶･愛　媛 26:43.63 15 上田  采果  (2) 人吉･熊　本 26:47.83 16 大川内優華  (2) 佐世保商･長　崎 27:32.16

17 岡山  姫夏  (2) 日南学園･宮　崎 27:55.11 18 中尾明日香  (1) 岡山南･岡　山 28:02.68 19 坂之下睦美  (2) 佐世保商･長　崎 28:32.25 井手口　奏　(3) 小林･宮崎 DSQ　*W3

11 一般 1 金崎    葵 広島大･長　崎 23:38.06 NGR 2 高木  志穂 小松短大･石 川 23:52.58 NGR 3 竹内  万里 宇部ﾌﾛﾝﾃィｱ大･山　24:18.31 NGR 4 竹島早梨奈 小松短大･石 川 27:47.24

5000mW 5 東    千恵 長崎国大･熊　本 28:14.66 6 ･ 7 ･ 8 ･

NGR:大会新　DNF:途中棄権　DSQ:失格　*W1:ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ　*W2:ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ

所属 記録氏  名 所属 記録 氏  名記録 氏  名 所属 記録組 風速 氏  名 所属


