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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
２００ｍ 6/13 河内　祥吾  (3) 23.2/+1.8

郡

辻　　昂生  (3) 24.5/+1.8

郡

松本　和真  (3) 24.8/+1.8

桜が原

小佐々　誠  (3) 24.9/+1.8

西大村

永田　　航  (3) 25.0/+1.8

桜が原

岩本　　巧  (2) 25.1/+1.8

萱瀬

松尾　太一  (3) 25.7/+1.8

桜が原

津田　拓人  (3) 25.9/+1.8

郡

４００ｍ 6/13 河内　祥吾  (3) 52.5

NGR郡

山口　陽平  (3) 57.3

玖島

中竹　和樹  (3) 58.2

郡

松尾　太一  (3) 59.3

桜が原

大谷　幸成  (3) 59.8

桜が原

岩佐　皇輝  (3)  1:00.5

桜が原

小川　優生  (2)  1:02.3

西大村

三芳　崚雅  (2)  1:04.9

玖島

８００ｍ 6/13 原田　陽大  (3)  2:09.4

大村

森山　太斗  (3)  2:10.8

西大村

徳丸　嬉多  (3)  2:12.0

桜が原

林田　海輝  (3)  2:18.5

西大村

小川　優生  (2)  2:19.0

西大村

大谷　幸成  (3)  2:19.5

桜が原

藤﨑　陽睦  (2)  2:21.5

玖島

矢野　雅也  (3)  2:25.9

桜が原

３０００ｍ 6/13 山下　　蓮  (3)  9:23.5

桜が原

西村　進哉  (3)  9:27.6

西大村

鴨川　将翔  (3)  9:37.7

桜が原

田中　快晴  (3)  9:41.3

西大村

佐伯洸太朗  (2)  9:48.4

桜が原

大島　望夢  (3)  9:48.9

西大村

中路　貴博  (3)  9:51.6

西大村

福田　　渉  (3)  9:55.5

桜が原

１１０ｍＨ

(0.914m)

6/13 久木山晴紀  (3) 15.1/+0.2

NGR桜が原

岩﨑　悠真  (3) 19.6/+0.2

郡

中竹　和樹  (3) 20.3/+0.2

郡

走高跳 6/13 木山　知樹  (1) 1m40

大村

吉元　　遙  (1) 1m40

大村

棒高跳 出場者なし

走幅跳 6/13 池田　昂陽  (3)   5m53/+0.3

西大村

平田　悠真  (3)   5m50/+1.1

西大村

山本　空弥  (3)   5m42/+0.5

郡

前田承太朗  (3)   5m21/+1.3

郡

大坪　音丸  (2)   4m96/+0.3

大村

池田　凌真  (1)   4m24/+0.7

大村

野田　駿吾  (1)   3m74/+0.6

桜が原

池田虎之助  (1)   3m34/+0.9

大村

三段跳 6/13 平田　悠真  (3)  11m13/+1.4

西大村

池田　昂陽  (3)  10m92/+0.8

西大村

今田　　匠  (3)   9m63/+0.4

大村

吉元　　遙  (1)   9m53/+0.5

大村

砲丸投

(5.000kg)

6/13 大浦　宏文  (2)  11m41

郡

中島　圭太  (3)  11m32

郡

古賀　　輝  (3)   9m29

大村

村部　伊吹  (3)   8m79

西大村

一瀬　辰則  (3)   8m61

西大村

森　　友樹  (3)   8m02

西大村

林田　海輝  (3)   6m85

西大村

久保　太進  (1)   6m00

郡

４×１００ｍ 6/13 桜が原Ａ 46.1

廣島　悠樹  (3)

永田　　航  (3)

松本　和真  (3)

久木山晴紀  (3)

郡Ａ 46.8

辻　　昂生  (3)

津田　拓人  (3)

前田承太朗  (3)

宮﨑　知大  (3)

西大村Ａ 48.2

平田　悠真  (3)

村部　伊吹  (3)

有川　恭平  (3)

小佐々　誠  (3)

萱瀬Ａ 48.8

岩永　凌月  (3)

岩本　　巧  (2)

林　　悠太  (1)

川﨑　優作  (2)

玖島Ａ 49.6

西村　遥介  (3)

山口　陽平  (3)

中馬　梨央  (2)

平野　裕太  (2)

大村Ａ 50.6

前田　圭吾  (3)

原田　陽大  (3)

豆田浩太朗  (3)

松浦　啓樹  (3)

男子共
通

１００ｍ 6/13 久木山晴紀  (3) 11.6/+1.0

桜が原

松本　和真  (3) 11.9/+1.0

桜が原

宮﨑　知大  (3) 12.0/+1.0

郡

辻　　昂生  (3) 12.2/+1.0

郡

廣島　悠樹  (3) 12.2/+1.0

桜が原

津田　拓人  (3) 12.2/+1.0

郡

永田　　航  (3) 12.2/+1.0

桜が原

尾形　幹太  (3) 12.3/+1.0

桜が原

１５００ｍ 6/13 田中　快晴  (3)  4:22.6

西大村

山下　　蓮  (3)  4:22.8

桜が原

鴨川　将翔  (3)  4:25.0

桜が原

西村　進哉  (3)  4:25.7

西大村

福田　　渉  (3)  4:30.9

桜が原

田中　秀弥  (3)  4:31.4

西大村

森山　太斗  (3)  4:33.5

西大村

豆田浩太朗  (3)  4:42.2

大村

男子３
年

１００ｍ 6/13 岩本　　巧  (2) 12.2/+1.1

萱瀬

板谷　康平  (2) 12.4/+1.1

郡

小川　翔希  (2) 12.6/+1.1

大村

川﨑　優作  (2) 12.6/+1.1

萱瀬

中野　康平  (2) 12.6/+1.1

大村

中馬　梨央  (2) 12.6/+1.1

玖島

倉永　蒼士  (2) 12.9/+1.1

郡

梅田 依吹城     (2) 13.0/+1.1

桜が原

１５００ｍ 6/13 佐伯洸太朗  (2)  4:29.8

桜が原

牛島　大輔  (2)  4:31.0

西大村

寺本　祐大  (2)  4:35.3

西大村

山田　蓮翔  (2)  4:36.8

萱瀬

西嶋　拓海  (2)  4:48.0

西大村

森　　大空  (2)  4:53.6

桜が原

酒井　真幌  (2)  4:54.3

桜が原

寺井　慧汰  (2)  4:54.7

桜が原

４×１００ｍ 6/13 大村Ａ 50.7

中野　康平  (2)

小川　翔希  (2)

田川　和人  (2)

大坪　音丸  (2)

玖島Ａ 50.8

菊池　悠真  (2)

平野　裕太  (2)

中馬　梨央  (2)

馬場涼乃介  (2)

郡Ａ 51.5

辻　遼太郎  (2)

板谷　康平  (2)

藤田　　華  (2)

倉永　蒼士  (2)

西大村Ａ 54.1

内野　陽晴  (2)

池田　了天  (2)

小川　優生  (2)

太田　　黎  (2)

男子２
年

１００ｍ 6/13 山田　孝駿  (1) 12.6/+1.6

西大村

田島　　拓  (1) 12.7/+1.6

桜が原

林　　悠太  (1) 12.7/+1.6

萱瀬

松添　陽翔  (1) 13.1/+1.6

大村

上木原康暉  (1) 13.1/+1.6

桜が原

小原　獅音  (1) 13.3/+1.6

桜が原

下原　佑介  (1) 13.5/+1.6

桜が原

三浦　唯斗  (1) 13.7/+1.6

西大村

１５００ｍ 6/13 山田　孝駿  (1)  4:37.8

西大村

久田　叶翔  (1)  4:39.8

郡

濱邉咲太郎  (1)  4:57.0

郡

松尾　　岳  (1)  5:02.0

郡

垣内　祥大  (1)  5:08.3

西大村

前田　陽音  (1)  5:08.8

西大村

野元　周佑  (1)  5:16.5

大村

冨田龍之介  (1)  5:16.9

萱瀬

４×１００ｍ 6/13 桜が原Ａ 51.0

NGR下原　佑介  (1)

上木原康暉  (1)

田島　　拓  (1)

小原　獅音  (1)

大村Ａ 53.3

松本　侑大  (1)

松添　陽翔  (1)

赤尾　航平  (1)

木山　知樹  (1)

玖島Ａ 55.6

一瀬　　蓮  (1)

木下　幹太  (1)

木下　晴心  (1)

松添　航大  (1)

郡Ａ 56.9

永野　翔真  (1)

川原　颯翔  (1)

鈴田　陸斗  (1)

溝田　修斗  (1)

大村Ｂ 57.5

池田　凌真  (1)

池田虎之助  (1)

山口　俊平  (1)

野元　周佑  (1)

西大村Ａ 59.2

前川　　輝  (1)

三浦　唯斗  (1)

坂田　友幸  (1)

福島　希望  (1)

郡Ｂ 59.5

田口　翔大  (1)

松尾　　岳  (1)

久田　叶翔  (1)

濱邉咲太郎  (1)

桜が原Ｂ 59.8

森　　丈央  (1)

野田　駿吾  (1)

山口　　格  (1)

成富　理心  (1)

男子１
年

１００ｍＨ

(0.762m)

6/13 小川　翔希  (2) 16.5/+0.6

大村

４×１００ｍ 6/13 桜が原Ａ 51.2

梅田 依吹城     (2)

上木原康暉  (1)

田島　　拓  (1)

日高　大輝  (2)

大村Ａ 51.3

中野　康平  (2)

松添　陽翔  (1)

野元　周佑  (1)

小川　翔希  (2)

西大村Ａ 52.1

池田　了天  (2)

三浦　唯斗  (1)

山田　孝駿  (1)

小川　優生  (2)

郡Ａ 52.2

板谷　康平  (2)

溝田　修斗  (1)

永野　翔真  (1)

倉永　蒼士  (2)

玖島Ａ 55.4

三芳　崚雅  (2)

松添　航大  (1)

中村　友哉  (1)

荒木　透也  (2)

男子低
学年

２００ｍ 6/13 音西　咲那  (2) 27.8/+0.8

大村

本田　彩心  (3) 28.1/+0.8

桜が原

朝霧　　澪  (3) 28.5/+0.8

桜が原

松尾香奈美  (3) 28.7/+0.8

西大村

西村　樹乃  (3) 28.7/+0.8

桜が原

吉田　千紘  (3) 28.9/+0.8

桜が原

上谷　友希  (3) 28.9/+0.8

大村

山下　紗季  (3) 29.2/+0.8

郡

１５００ｍ 6/13 蔦野萌々香  (2)  4:54.1

桜が原

林田　苑子  (3)  5:01.2

桜が原

阿部　美月  (3)  5:07.5

郡

川原　ゆう  (2)  5:09.9

西大村

金﨑優莉菜  (3)  5:24.8

郡

比嘉　結菜  (2)  5:27.9

西大村

楠　　花梨  (2)  5:28.8

桜が原

柿平　乙羽  (2)  5:29.0

桜が原

１００ｍＨ

(0.762m)

6/13 松尾　娃杜  (2) 17.2/+1.2

大村

冨永　萌絵  (3) 20.2/+1.2

郡

走高跳 6/13 松内　瑠唯  (3) 1m20

桜が原

走幅跳 6/13 緒方　彩乃  (2)   5m24/+0.3

NGR玖島

多田　桃佳  (3)   4m72/+1.4

郡

西村　樹乃  (3)   4m36/+1.1

桜が原

楠本　七音  (3)   4m31/+0.7

西大村

阪元向日葵  (2)   4m19/+1.2

大村

但馬　妃依  (3)   4m08/+0.3

大村

久保　花鈴  (3)   4m07/+0.8

西大村

岡田美沙葵  (2)   4m01/-0.2

西大村

砲丸投

(2.721kg)

6/13 長岡寿々花  (3)  11m29

西大村

桑原　　望  (3)   8m26

西大村

樋口　　福  (2)   6m36

桜が原

髙比良萌々花(2)   6m33

玖島

女子共
通

凡例（NGR:大会新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
４×１００ｍ 6/13 桜が原Ａ 53.3

朝霧　　澪  (3)

西村　樹乃  (3)

吉田　千紘  (3)

本田　彩心  (3)

西大村Ａ 54.4

桑原　　望  (3)

松尾香奈美  (3)

田中　結羽  (3)

金子　実南  (3)

郡Ａ 55.7

森永　凜奈  (3)

多田　桃佳  (3)

冨永　萌絵  (3)

山下　紗季  (3)

大村Ａ 55.9

横田　新奈  (3)

上谷　友希  (3)

但馬　妃依  (3)

城　　風華  (3)

桜が原Ｂ 56.4

釡石　陽奈  (3)

松内　瑠唯  (3)

福田　愛心  (3)

原口寿々香  (3)

西大村Ｂ 58.8

久保　花鈴  (3)

冨岡　真那  (3)

金原　由依  (3)

菅野谷紅那  (3)

女子共
通

１００ｍ 6/13 松尾香奈美  (3) 13.4/+0.6

西大村

朝霧　　澪  (3) 13.5/+0.6

桜が原

本田　彩心  (3) 13.6/+0.6

桜が原

吉田　千紘  (3) 13.7/+0.6

桜が原

山下　紗季  (3) 13.7/+0.6

郡

山口なずな  (3) 13.8/+0.6

桜が原

田中　結羽  (3) 14.0/+0.6

西大村

多田　桃佳  (3) 14.1/+0.6

郡

８００ｍ 6/13 林田　苑子  (3)  2:25.4

桜が原

上谷　友希  (3)  2:29.2

大村

玉利　朋子  (3)  2:34.5

西大村

阿部　美月  (3)  2:36.5

郡

平古場　凜  (3)  2:38.4

玖島

金﨑優莉菜  (3)  2:41.7

郡

土橋　芽依  (3)  2:46.6

西大村

久保田量子  (3)  2:48.0

桜が原

女子３
年

１００ｍ 6/13 音西　咲那  (2) 13.3/+1.3

大村

緒方　彩乃  (2) 13.4/+1.3

玖島

隅　　紅葉  (2) 13.7/+1.3

玖島

田中　綾華  (2) 13.9/+1.3

桜が原

中島　凜乃  (2) 13.9/+1.3

桜が原

山口　芽生  (2) 14.0/+1.3

桜が原

小林　美月  (2) 14.0/+1.3

玖島

福田　楓華  (2) 14.2/+1.3

郡

８００ｍ 6/13 蔦野萌々香  (2)  2:24.4

桜が原

野　　遥  (2)  2:33.4

西大村

前田　琴海  (2)  2:34.3

玖島

田中　実来  (2)  2:37.0

桜が原

川原　ゆう  (2)  2:39.3

西大村

川原　みい  (2)  2:39.4

西大村

比嘉　結菜  (2)  2:40.2

西大村

柿平　乙羽  (2)  2:40.8

桜が原

４×１００ｍ 6/13 玖島Ａ 54.1

隅　　紅葉  (2)

小林　美月  (2)

船木　　花  (2)

緒方　彩乃  (2)

桜が原Ａ 54.2

酒井　花望  (2)

田中　綾華  (2)

中島　凜乃  (2)

山口　芽生  (2)

大村Ａ 55.0

阪元向日葵  (2)

音西　咲那  (2)

小中尾紀音  (2)

松尾　娃杜  (2)

郡Ａ 57.4

田浦　咲羽  (2)

福田　楓華  (2)

山田　優希  (2)

田中　芹菜  (2)

西大村Ａ  1:01.1

雄鹿　心晴  (2)

岡田美沙葵  (2)

浦山　芽衣  (2)

宮本　梨帆  (2)

女子２
年

１００ｍ 6/13 浦川　采女  (1) 13.6/+1.4

=GR桜が原

渡海　萌花  (1) 13.9/+1.4

大村

田中　結織  (1) 14.2/+1.4

西大村

一ノ瀬彩葉  (1) 14.3/+1.4

桜が原

田中　もか  (1) 14.4/+1.4

玖島

黒板　咲良  (1) 14.5/+1.4

郡

上妻　奈央  (1) 14.6/+1.4

桜が原

山下　真奈  (1) 14.7/+1.4

桜が原

８００ｍ 6/13 田中　結織  (1)  2:40.6

西大村

深浦　ゆず  (1)  2:42.8

桜が原

飯星　風香  (1)  2:44.1

大村

田川　心菜  (1)  2:46.4

郡

安永　竹織  (1)  2:48.2

桜が原

藤　桃音  (1)  2:51.0

西大村

髙取　南美  (1)  2:53.0

萱瀬

芦塚　美音  (1)  2:54.7

郡

４×１００ｍ 6/13 桜が原Ａ 55.3

上妻　奈央  (1)

浦川　采女  (1)

一ノ瀬彩葉  (1)

一ノ瀬音色  (1)

玖島Ａ 57.8

本村　寛子  (1)

橋本　美桜  (1)

武田　彩花  (1)

田中　もか  (1)

西大村Ａ 58.0

永尾　悠花  (1)

田中　結織  (1)

永尾　京香  (1)

田中ひかり  (1)

郡Ａ 58.7

上谷歩幸叶  (1)

黒板　咲良  (1)

村山いつき  (1)

川原　夢結  (1)

大村Ａ 58.7

海江田美咲子(1)

渡海　萌花  (1)

太田　春名  (1)

鹿山　瑠唯  (1)

桜が原Ｂ 59.7

本村　　鳴  (1)

山下　真奈  (1)

嶋田　寧々  (1)

堺　　菜央  (1)

郡Ｂ  1:01.4

入江　優和  (1)

南　　樺恋  (1)

橋本　知咲  (1)

古川　未聖  (1)

女子１
年

８０ｍＨ

(0.762m)

6/13 隅　　紅葉  (2) 13.9/-0.2

玖島

横溝　咲良  (2) 15.1/-0.2

大村

岡田美沙葵  (2) 15.6/-0.2

西大村

木原妃真凜  (1) 18.1/-0.2

郡

４×１００ｍ 6/13 桜が原Ａ 54.3

NGR田中　綾華  (2)

浦川　采女  (1)

一ノ瀬彩葉  (1)

中島　凜乃  (2)

大村Ａ 55.5

松尾　娃杜  (2)

渡海　萌花  (1)

太田　春名  (1)

音西　咲那  (2)

玖島Ａ 56.4

園田　ひよ  (2)

橋本　美桜  (1)

田中　もか  (1)

小林　美月  (2)

郡Ａ 57.2

福田　楓華  (2)

黒板　咲良  (1)

川原　夢結  (1)

田中　芹菜  (2)

大村Ｂ 57.9

阪元向日葵  (2)

海江田美咲子(1)

鹿山　瑠唯  (1)

小中尾紀音  (2)

西大村Ａ 58.3

上本　綺音  (2)

田中ひかり  (1)

田中　結織  (1)

岡田美沙葵  (2)

桜が原Ｂ 58.7

副島　彩愛  (2)

一ノ瀬音色  (1)

河野　莉奈  (1)

市瀨　結稀  (2)

郡Ｂ 62.0

川内　美侑  (2)

村山いつき  (1)

前田　　藍  (1)

桑波田結希  (2)

女子低
学年

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録）


