
第28回　全国小学生陸上競技交流大会　長崎県大会

平成24年 6月24日(日) 主催：長崎陸上競技協会 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 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 松尾悠一郎 14.28 池田　成諒 14.53 森山　悠斗 14.66 吉見　智貴 15.06 菅野　陽太 15.21 林田　和也 15.30 角野実夏人 15.33 池田　　塁 15.46
(-0.8m) 多比良(5) 島原MIE(5) 大村陸上ク(5) 長崎陸上ク(5) 島原MIE(5) 島原MIE(5) 福江クラブ(5) 遠竹JRC(5)
6年100m 石橋　光輝 13.19 井上　慶大 13.59 新垣　一貴 13.89 前野　　匠 13.89 濱田　　駿 14.24 濱口　　椋 14.28 尾﨑　弘法 14.31 冨永　裕憂 14.55
(-1.8m) 真崎小DK(6) 時津東(6) 時津北(6) 対馬中央ク(6) 中央陸上ク(6) 時津東(6) 長崎陸上ク(6) 時津クラブ(6)
共通80mH 白井　大稀 13.91 中尾　友祐 14.12 小川　祥真 14.14 中島　央人 15.09 松村　晃紀 15.21 永瀧　聡士 15.25 田代　晃太 15.57 下田　琢雅 16.96
(+0.9m) 時津クラブ(6) 長崎陸上ク(6) 中里クラブ(6) 高来クラブ(5) 対馬中央ク(6) 長崎陸上ク(6) 佐世保TC(6) 口之津JC(6)
共通 明峰Ｊ･Ａ 55.01 長崎陸上ク･Ａ 55.45 時津クラブ･Ａ 55.80 福江クラブ･Ａ 56.94 時津東･Ａ 57.22 東長崎JC･Ａ 58.17
4×100mR

松村　晃紀 1m28 平井　和士 1m20 井手　雅武 1m20 吉田　麻人 1m20 田中　智也 1m15 石田　俊輔 1m10
対馬中央ク(6) 東長崎JC(6) 村松クラブ(6) 鹿町陸上(6) 東長崎JC(6) 福江クラブ(5)

角野実夏人 1m10
福江クラブ(5)
淺田　朋来 1m10
時津クラブ(6)
原　　知寛 1m10
村松クラブ(5)

前野　　匠 4m73 小玉　健心 4m56 大橋　大輝 4m29 荒木　康大 4m20 門　　龍希 4m17 宮﨑　好貴 4m07 井上　　晃 3m94 永尾　拓也 3m85
対馬中央ク(6) (+0.1) 口之津JC(6) (-1.4) 時津クラブ(6) (-2.8) 福江クラブ(6) (-2.5) 鷹島クラブ(6) (-0.9) 福江クラブ(6) (-2.4) 南部AC(6) (-0.9) 東長崎JC(6) (-1.0)
小玉　健心 58m88 井上　慶大 55m30 田代　晃太 54m76 池田　　塁 54m10 松尾悠一郎 52m38 前田憲史朗 51m68 町田　俊介 51m33 荒木　　塁 49m64
口之津JC(6) 時津東(6) 佐世保TC(6) 遠竹JRC(5) 多比良(5) 鹿町陸上(6) 千々石第一(6) 佐世保TC(6)

5年100m 吉田ひかる 14.67 深江　唯花 14.69 川原　愛菜 14.70 伊藤　美月 14.71 植木　希衣 14.76 中山　　綾 14.79 橋本　紗希 15.36 中富　瑛奈 15.67
(-0.7m) 南部AC(5) 長崎陸上ク(5) ﾅｲﾝﾄﾞｯﾄｽﾎﾟｰﾂ(5) 諫早クラブ(5) 口之津JC(5) 東長崎JC(5) 諫早クラブ(5) 時津東(5)
6年100m 山崎　百華 13.63 高比良百花 13.87 並川　真帆 14.11 関　美由莉 14.23 松尾　亜美 14.37 池田　幸菜 14.40 濵田　愛唯 14.54 高田みなみ 14.76
(-1.2m) 村松クラブ(6) NGR 東長崎JC(6) スマイル(6) スマイル(6) 佐世保天神(6) スマイル(6) 歌浦クラブ(6) スマイル(6)
共通80mH 徳永かほり 14.60 安達　亜妙 15.21 堀之内佑衣 15.49 原田　知佳 15.94 平山　愛花 16.62 高山　真優 17.09 田中　亜実 17.83 吉崎穂乃花 19.92
(-0.7m) 明峰Ｊ(6) 時津クラブ(6) 高来クラブ(6) 七釜JC(6) 明峰Ｊ(6) 村松クラブ(6) 時津クラブ(6) 高来クラブ(5)
共通 スマイル 55.10 村松クラブ 58.15 東長崎JC･Ａ 58.24 広田IJC 59.15 長与南･Ａ 59.17 明峰Ｊ･Ａ 59.69 福江クラブ･Ａ 59.74 小長井Jr･Ａ 1:00.21

4×100mR

藤田万里永 1m24 松尾　亜美 1m18 萩山　由衣 1m18 田邉　美帆 1m18 関戸　夏未 1m18 石下　美幸 1m18 村枝優羽香 1m15
広田IJC(6) 佐世保天神(6) 中里クラブ(6) スマイル(6) 広田IJC(6) 長田JC(6) 鳴鼓陸上ク(6)

富川友紀乃 1m15
鳴鼓陸上ク(6)

山崎　百華 4m80 高比良百花 4m20 関戸　夏未 4m01 藤田万里永 3m89 植木　希衣 3m89 橋詰紗也夏 3m85 安藤　夢華 3m80 山本　咲希 3m70
村松クラブ(6) (+1.1) 東長崎JC(6) (+0.1) 広田IJC(6) (0.0) 広田IJC(6) (-0.2) 口之津JC(5) (0.0) 福江クラブ(6) (+0.9) 時津クラブ(6) (+0.1) 時津クラブ(6) (+0.3)

NPE NGR
古川美咲妃 47m92 森　　小夏 42m64 徳永かほり 40m50 林田　花季 39m29 秋吉　聖良 37m97 森北　詩音 33m19 山谷　菜緒 32m82 近藤　　郁 32m33
多良見ジュ(6) 時津東(6) 明峰Ｊ(6) 加津佐ク(6) 長与クラブ(6) 加津佐ク(5) 明峰Ｊ(6) 歌浦クラブ(6)

NPE:県小学新 総務 松元　利弘 技術総務 中村　　誠
NGR:大会新
EGR:大会ﾀｲ ﾄﾗｯｸ審判長 澤田　　洋 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 古里　英治

風向風速 松浦　和明 記録主任 鮎川　良英
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相良　映光  (6) 関戸　夏未  (6)

飛田まなみ  (5)

永尾　陽奈  (6)石本　真歩  (5)関　美由莉  (6)
徳永かほり  (6) 山口　愛音  (6) 村岡　真悠  (6)池田　幸菜  (6) 山崎　百華  (6) 中山　　綾  (5) 吉武　夢乃  (6)

白井　大稀  (6)

村永　由樹  (6)
並川　真帆  (6) 高山　真優  (6) 高比良百花  (6) 藤田万里永  (6) 中野　愛花  (6) 平山　愛花  (6) 橋口　梨沙  (6)

白石　怜佳  (5)

永瀧　聡士  (6)

中尾　友祐  (6)
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時刻

1.5
南東

泉　　理菜  (5)

宮﨑　好貴  (6)
濱口　　椋  (6) 深浦　弘章  (6)

鶴河　理子  (6)溝江　樹香  (6)

南　　智乃  (5)
福島　有唯  (6)
大鋸　未夢  (6)山内　若菜  (5)

田原　　翔  (5) 白濱　　駿  (6) 冨永　裕憂  (6)
大橋　大輝  (6) 荒木　康大  (6)

田中　奏羽  (6)

脇野　太貴  (6)
加賀谷直樹  (6)

決 勝 記 録 一 覧 表

平井　和士  (6)井上　慶大  (6)
宮本　亮太  (5) 定方　悠登  (6)

永尾　拓也  (6)永山　汰樹  (6) 下釜　　基  (6)


