
第32回　全国小学生陸上競技交流大会　長崎県大会

平成28年 6月26日(日) 主催：(一財)長崎陸上競技協会 競技場：長崎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 竹下　紘夢 13.43 大谷　朔乎 13.83 浦　　翔馬 13.85 山下　蘭磨 14.18 吉村　優輝 14.22 中川　穂泉 14.43 パティンゴ瑞祥 14.64 谷川　稀人 14.67

(+1.0m) 壱岐Jr(5) NGR 佐世保TC(5) 福江クラブ(5) 駿童ＡＣ(5) 歌浦クラブ(5) ｽﾏｲﾙ江迎SC(5) 大村陸上ク(5) 福江クラブ(5)

6年100m 本村　尭臣 12.76 近藤　俊輝 13.19 佐藤　祐紀 13.23 臼木　大悟 13.37 坂本　千城 13.82 松本　昂大 13.87 馬場涼乃介 14.10

(+0.1m) 口之津JAC(6) 長崎陸上ク(6) 安中JAC(6) 北諫早(6) 鷹島クラブ(6) 川棚AC(6) 大村陸上ク(6)

共通80mH 山本　貴義 12.55 小栁　　新 12.96 冨沢　飛龍 14.00 今村　　航 14.33 坂本　迅太 15.18 林田　陸志 15.28 牧野　倭大 15.98 佐藤　大地 16.66

(+1.9m) 長崎陸上ク(6) NGR NPE 小長井Jr(6) 七釜JC(6) 中里クラブ(6) 七釜JC(6) 諫早クラブ(6) 安中JAC(6) 長里MJC(5)

共通 長崎陸上ク 53.97 福江クラブ-Ａ 54.67 長与クラブ-Ａ 55.68 口之津JAC 55.86 諫早クラブ-Ａ 57.22 大村陸上ク 57.23 壱岐Jr 57.98 東長崎JC-Ａ 58.16

4×100mR

増山　心人 1m40 町田　優太 1m31 芦塚　　樹 1m25 藤山　拓歩 1m25 大村　獅穏 1m20 木下　喜楽 1m20 片山　孔貴 1m20 福田　拓未 1m15

七釜JC(6) UNZEN橘JAC(6) 高来クラブ(6) 小野クラブ(5) 加津佐ク(6) 長崎ＡＣＪ(5) 中里クラブ(6) 北諫早(6)

杉本　貫太 1m15

大瀬戸JC(6)

小栁　　新 4m74 原口　巧真 4m65 山口　奄志 4m60 坂本　千城 4m48 杉本　貫太 4m26 佐藤　祐紀 4m22 川﨑　大成 4m16 井手　昇平 4m10

小長井Jr(6) (+0.4) 加津佐ク(6) (+0.3) 時津クラブ(6) (-0.6) 鷹島クラブ(6) (+1.1) 大瀬戸JC(6) (-1.0) 安中JAC(6) (+0.7) 口之津JAC(6) (+0.3) 時津クラブ(6) (+0.6)

下村　桜羅 67m82 原口　巧真 59m57 岩野　巧明 54m08 石橋　大和 53m71 新宮健志朗 53m68 綾部　倖太 52m99 黒田　倫飛 52m77 木谷　大雅 52m63

みはる台小(6) 加津佐ク(6) 諫早クラブ(6) 時津東(6) 遠竹JRC(6) 野田クラブ(6) 大村陸上ク(6) 東長崎JC(6)

5年100m 宮﨑　叶和 14.25 渡辺　千陽 14.36 笹浦祐里香 14.63 中尾　　萌 14.93 山田　桜子 15.02 浦川　采女 15.04 野口　芙充 15.07 木下　瑠望 15.12

(+0.8m) 明峰Ｊ(5) 島原ＪＲＣ(5) 広田AC(5) 中里クラブ(5) 久田小(5) 大村陸上ク(5) 時津クラブ(5) 長崎陸上ク(5)

6年100m 加藤　奈々 13.40 後田さくら 13.97 音西　咲那 14.13 三浦　瑠奈 14.16 長岡　幸奈 14.25 小川　由愛 14.26 田中　咲蘭 14.55 松永　彩乃 14.77

(+0.9m) 島原ＪＲＣ(6) NGR 諫早クラブ(6) 大村陸上ク(6) 高田小(6) 壱岐Jr(6) ＭＪＣ(6) 壱岐Jr(6) 北串クラブ(6)

共通80mH 原口　栞希 13.43 宮﨑　叶和 13.51 廣沢　來星 15.25 大石　真央 16.02 内田　梨花 16.05 野田　咲紀 17.21

(+0.2m) 西海RC(6) 明峰Ｊ(5) ISAHAYA Jr(6) 明峰Ｊ(6) 島原ＪＲＣ(5) 諫早クラブ(6)

共通 島原ＪＲＣ 57.13 加津佐ク 57.39 ＭＪＣ-Ａ 57.43 諫早クラブ-Ａ 57.56 時津東-Ａ 58.71 長崎陸上ク-Ａ 59.21 大村陸上ク 59.46 長与クラブ 1:01.59

4×100mR

奥浦　美空 1m30 打田　蒼空 1m30 山崎　絢音 1m27 松永　彩乃 1m27 船本優希奈 1m15 山本　弥侑 1m15 西　美沙季 1m10 松永　結奈 1m10

時津東(6) 七釜JC(6) 加津佐ク(6) 北串クラブ(6) 時津東(6) 小野クラブ(6) 高田小(5) 時津北(6)

長岡　幸奈 4m25 山田萌琉望 4m10 松藤ゆずき 4m06 山村　朱虹 4m01 中川　寛子 3m86 本多胡乃羽 3m84 立川このみ 3m78 渡邊　　陽 3m76

壱岐Jr(6) (-1.3) 福江クラブ(6) (-0.7) 加津佐ク(6) (-0.5) 七釜JC(6) (-1.1) 大瀬戸JC(6) (-0.9) 北串クラブ(6) (+0.5) 村松クラブ(5) (+0.6) 明峰Ｊ(6) (-0.9)

相良　琴美 43m69 樫山　愛菜 41m49 相良　七海 38m78 伊藤　音花 37m84 本多いぶき 35m92 本多胡乃羽 35m33 杉原こむぎ 34m15 重野　紗葵 32m42

加津佐ク(6) 小佐々ク(6) 加津佐ク(6) 鳴鼓陸上ク(6) 梅谷SC(6) 北串クラブ(6) 小佐々ク(6) 長与南(5)

NPE:県小学新 総務 松元　利弘 技術総務 冨永　拓司
NGR:大会新

審判長 久田　敏幸 記録主任 鮎川　良英

風向風速 松浦　和明
57 57 57湿度(％) 76 73 60 57 57

0.5

気温(℃) 25.5 27.0 28.5 28.5 28.5 28.5 28.0 28.0

北西 南南西

風速(m/s) 0.6 0.8 0.9 0.5 1.2 0.4 0.5

晴れ 晴れ 晴れ

風向 東南東 西北西 北北東 北東 北北東 南東

12:00 13:00 14:00 15:00

天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

藤丸　　結  (6) 田中　咲羽  (6)

共通走高跳

共通走幅跳

共通
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

時刻 8:50 9:20 10:00 11:00

加藤　奈々  (6) 山崎　絢音  (6) 松本　希実  (6) 田中　芹菜  (6) 奥浦　美空  (6) 山口　羽衣  (6)

永井　　萌  (6) 大内田陽菜  (6) 野上　真桜  (6) 中島　梨花  (6) 浦川　采女  (5) 佐藤　優菜  (6)

小川　由愛  (6) 後田さくら  (6) 船本優希奈  (6) 田嶋胡都里  (6) 音西　咲那  (6) 横山ひなた  (6)

浦川　　恵  (5) 後田　陽菜  (5) 沼田　　紡  (6) 内山　英美  (6) 渡海　萌花  (5) 兼松　茉央  (5)

共通走高跳

共通走幅跳

共通
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

女
子

内田　梨花  (5) 相良　七海  (6)

渡辺　千陽  (5) 松藤ゆずき  (6)

山本　梓未  (5) 相良　琴美  (6)

畑口　嵩真  (6) 竹下　斗真  (6) 夏井　翔大  (6) 馬場涼乃介  (6) 福原　成揮  (5) 木谷　大雅  (6)

本多　来斗  (6)

阿波村一佐  (6) 木場　元大  (6) 品川　稜侑  (6) 林田　拓人  (6) 楠久　史朗  (5) パティンゴ瑞祥(5) 立川　　聖  (5) 平　駿之介  (6)

前田帆久斗  (5) 岩本　瑞生  (5) 光田　朱理  (6)

内村　　僚  (6) 浦　　翔馬  (5) 宇戸俊太郎  (6) 本村　尭臣  (6) 岩野　巧明  (6) 黒田　倫飛  (6) 永田　悠馬  (6)

決 勝 記 録 一 覧 表

区
分

男
子

亀川　友哉  (6) 清川　稜太  (6) 細川　晴翔  (6) 川﨑　大成  (6) 湯川　　暖  (6)

近藤　俊輝  (6) 野口　晟椰  (6)


