
決勝記録一覧表 男子
競技会名: 第45回 全日本中学校通信陸上競技大会 長崎県大会 1999年7月10日(土)～1999年7月11日(日)
主催　(財)日本陸上競技連盟・長崎陸上競技協会 後援　長崎県教育委員会・長崎県中学校体育連盟・ＮＨＫ・朝日新聞社 競技場:長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

日 種別 風 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位

付 種　目 速 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

10 １年 +0.3 松村　文雄 12.41 宮原　龍美 12.60 今畠　聖郁 12.87 山本　　亮 12.88 廣田　幸助 12.94 林田　大助 12.98 阿部　泰之 13.02 南　　智幸 13.04

100m 長与 諌早 岐宿 崎辺 長与二 北有馬 大野 玖島

10 ２年 +0.6 里　　大輔 NP2 11.33 松橋　達也 11.83 原田　直樹 11.84 林　　靖久 12.01 永川　功太 12.15 松本　隆洋 12.19 堀　　景 12.22 中川内　龍一 12.27

100m 橘 愛野 北諌早 島原三 鳴北 西諌早 日宇 萱瀬

10 ３年 -0.7 山川　　俊 11.41 菅　　大洋 11.42 森山　　圭 11.49 田中　弘禎 11.53 牧尾　潤一郎 11.54 井原　敏男 11.65 林田　大生 11.70 濵野　裕希 11.84

100m 岐宿 南有馬 南有馬 福江 橘 桜馬場 北諌早 長与

11 共通 +0.1 山川　　俊 NGR 22.94 菅　　大洋 23.04 田中　弘禎 23.12 城臺　泰孝 23.14 中島　　宙 23.43 神谷　雄太郎 23.76

200m 岐宿(3) 南有馬(3) 福江(3) 千々石(3) 諌早(3) 西浦上(3)

10 共通 中島　　宙 52.30 桑原　諒太 53.68 井上　博貴 54.44 前田　大輔 54.75 上野　雄也 54.80 松本　研志 56.29 木戸　辰夫 56.59

400m 諌早(3) 福江(3) 厳原(3) 清水(3) 桜馬場(3) 花園(3) 岐宿(3)

11 共通 末永　　篤  2:09.35 獅子島　圭祐  2:09.89 竹下　尚志  2:10.8 杉本　敬太  2:12.65 寺島　準一  2:13.42 上野　雄也  2:14.47 尾﨑　裕志  2:15.16 山﨑　　翼  2:15.84

800m 北諌早(3) 南串(3) 青雲(3) 南有馬(3) 国見(3) 桜馬場(3) 小長井(3) 加津佐(3)

11 １年 久米　幸輝  4:37.98 川口　成徳  4:42.64 永江　悟大  4:45.7 岡　那欧哉  4:47.25 斎藤　　健  4:48.40 山田　　準  4:49.29 大坪　恭平  4:50.20 森　　誠則  4:51.17

1500m 西大村 川棚 北有馬 小長井 時津 志佐 高来 喜々津

10 共通 川崎　　淳  4:10.40 山口　祐也  4:11.19 佐伯　祐治  4:11.8 森宗　信也  4:11.89 佐々木　和裕  4:16.51 栗田　浩考  4:17.04 平山　博己  4:17.56 田中　秀樹  4:18.51

1500m 萱瀬(3) 崎辺(3) 青雲(3) 郡(2) 多・琴海(3) 加津佐(3) 佐護(3) 志佐(3)

11 共通 山口　祐也  9:12.80 土橋　啓太  9:15.58 平山　博己  9:16.8 中島　裕也  9:17.77 田中　秀樹  9:19.85 井関　　司  9:21.72 栗田　浩考  9:23.64 佐々木　和裕  9:28.85

3000m 崎辺(3) 西大村(3) 佐護(3) 大瀬戸(3) 志佐(3) 高田(3) 加津佐(3) 多・琴海(3)

10 共通 +1.2 藤井　政典 15.33 神谷　雄太郎 15.62 宮崎　東太 15.79 宮田　昇吾 15.86 堀山　功恵 15.91 鳥巣　貴広 16.01 末吉　宏臣 16.17 大村　亮二 16.18

110mH 青雲(3) 西浦上(3) 島原一(3) 北有馬(3) 大瀬戸(3) 奈留(3) 西有家(3) 加津佐(3)

11 共通 北諌早  1:33.97 加津佐  1:35.62 桜馬場  1:35.67 橘  1:35.80 福江  1:36.35 諌早  1:36.47 花園  1:37.36 南有馬                       1:38.08

4×200m 木村　好博  (3)，林田　大生  (3) 神林　靖利  (3)，氏原　将悟  (3) 上野　雄也  (3)，野中　英史  (3) 菊池　慶祐  (3)，砂川　伸也  (3) 福浦　　創  (3)，田中　弘禎  (3) 池田　雅英  (3)，松野　浩太  (3) 工藤　哲也  (3)，市瀬　優一  (3) 森山　　圭  (3)，菅　　大洋  (3)

末永　　篤  (3)，原田　直樹  (2) 大村　亮二  (3)，甲斐田　勝  (3) 福田　将秀  (3)，井原　敏男  (3) 辻田　慎吾  (3)，牧尾　潤一郎(3) 田村　卓也  (2)，桑原　諒太  (3) 小村　俊哉  (3)，中島　　宙  (3) 林　　亮介  (3)，松本　研志  (3) 白倉　弘邦  (3)，本多　良広  (3)

10 共通 津田　好明 1m68 長谷　真悟 1m68 小山　瞬一 1m65 北川　竜馬 1m60 永友　裕一郎 1m60 林田　正栄 1m60 関　　俊一 1m60 奥野　寛之 1m55

走高跳 福江(2) 小佐々(3) 加津佐(3) 奈留(3) 北有馬(2) 有明(3) 真城(3) 岐宿(3)

10 共通 荒木　宏行 NGR 4m00 長濵　優次 3m50 畔林　　豪 3m40 神尾　大樹 3m30 小柳　達治 3m20 入山　　亮 3m10 大渡　雄三 3m00 福田　勇次 2m90

棒高跳 桜馬場(3) 長田(2) 長田(3) 長田(3) 北有馬(3) 崎戸(3) 西浦上(3) 西浦上(3)

11 共通 小森　大輔   6m64 本多　良広   6m45 花屋　辰徳   6m25 岩本　勇貴   6m12 喜浦　陽一   6m05 井原　敏男   6m03 松永　忠彦   5m78 土田　充康   5m78

走幅跳 山澄(3) (+1.4) 南有馬(3) (+0.8) 今里(3) (+0.7) 大瀬戸(3) (+0.7) 崎戸(3) (+0.6) 桜馬場(3) (+0.2) 中部(3) (+2.2) 日宇(3) (+0.4)

10 共通 本多　文雄  13m00 宮﨑　秀樹  12m83 内川　貴弘  12m56 真子　大輔  12m08 松永　寿蔵  11m69 梶塚　一成  11m68 安永　孝徳  11m47 松永　健太朗  10m78

砲丸投 南有馬(3) 加津佐(3) 早岐(3) 相浦(3) 東長崎(3) 北串(3) 加津佐(2) 大村(2)

11 共通 原田　圭太 2454 有森　道長 2442 松永　晃生 2437 田﨑　拓馬 2326 柴内　博文 2298 永友　裕一郎 2249 長谷　真悟 2114 奥野　寛之 2113
三種競技 豊玉(3) 三重(3) 武生水(3) 早岐(3) 西有家(2) 北有馬(2) 小佐々(3) 岐宿(3)

Ａ 12.91(+1.6)-11m14-1m61 12.09(0.0)-9m03-1m58 11.87(+1.6)-10m19-1m45 12.26(0.0)-9m72-1m45 12.69(0.0)-9m13-1m55 12.90(-1.9)-8m16-1m61 13.55(0.0)-7m87-1m61 13.10(+1.1)-7m65-1m55

10 共通 甲斐田　勝 2994 花屋　辰徳 2906 城臺　泰孝 2830 田浦　悠治 2702 木村　好博 2590 小玉　大介 2579 豊増　艦太 2571 桑野　洋輔 2556
三種競技 加津佐(3) 今里(3) 千々石(3) 長与(3) 北諌早(3) 彼杵(3) 武生水(3) 西大村(2)

Ｂ 13m40-5m68(+0.5)-53.05 12m18-6m18(-0.7)-55.93 10m08-6m02(0.0)-53.61 9m92-5m48(-0.6)-53.81 9m45-5m49(-0.2)-55.87 10m42-5m40(+0.5)-57.33 10m03-5m16(0.0)-55.30 8m89-5m54(+0.3)-55.99

備考　NGR:大会新　ENR:大会ﾀｲ  NP2:県中学２年新



決勝記録一覧表 女子
競技会名: 第45回 全日本中学校通信陸上競技大会 長崎県大会 1999年7月10日(土)～1999年7月11日(日)
主催　(財)日本陸上競技連盟・長崎陸上競技協会 後援　長崎県教育委員会・長崎県中学校体育連盟・ＮＨＫ・朝日新聞社 競技場:長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

日 種別 風 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位

付 種　目 速 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

10 １年 -0.3 阿比留　由佳 13.27 甲斐　あや 13.37 浦　奈津希 13.92 岩戸　美揚子 14.09 野中　愛子 14.10 久住呂　真衣 14.23 里野　空見子 14.23 遠藤　彩花 14.24

100m 真城 北串 上五島 長田 橘 大野 岩屋 早岐

10 ２年 -0.7 柴田　佳菜子 12.77 山本　明奈 12.87 持永　梨沙 12.96 崎村　委代 13.54 馬渡　麻実 13.66 内野　七恵 13.72 喜々津　彩 13.76 内山　彩子 13.90

100m 西諌早 西大村 福田 諌早 北諌早 相浦 長大附 相浦

10 ３年  0.0 末吉　優子 12.97 長島　夏子 13.08 古川　友子 13.11 佐野　悦子 13.24 梁瀬　夏澄 13.38 平原　茉実 13.72 近藤　寛子 13.78 森田　遥香 13.83

100m 平戸 渡良 福田 世知原 福江 相浦 世知原 長与二

11 共通 +1.8 山本　明奈 26.56 佐野　悦子 26.89 末吉　優子 26.93 梁瀬　夏澄 27.01 長島　夏子 27.02 緒方　涼子 27.06 中尾　　瞳 27.83 桜井　瑛里 28.21

200m 西大村(2) 世知原(3) 平戸(3) 福江(3) 渡良(3) 長与二(3) 口之津(3) 郡(3)

10 共通 加來　美咲  2:16.63 松元　美香  2:16.93 田中　美穂  2:18.2 山口　佳代子  2:21.37 田中　愛香  2:22.21 水谷　絵理  2:22.88 永留　沙夜  2:22.97 吉岡　由里絵  2:23.96

800m 大瀬戸(3) 崎辺(3) 小佐々(2) 西大村(2) 口之津(3) 琴・琴海(2) 久田(3) 西大村(3)

11 共通 松元　美香  4:43.05 加來　美咲  4:44.00 �玉　光代  4:45.4 牧島　さおり  4:52.74 田中　愛香  4:55.60 田中　美穂  4:58.13 藤本　優雅  5:01.36 水谷　絵理  5:04.66

1500m 崎辺(3) 大瀬戸(3) 福田(3) 西大村(2) 口之津(3) 小佐々(2) 北串(3) 琴・琴海(2)

10 共通 +1.0 福田　可奈子 15.54 鉄留　聖子 15.57 藤田　絵美 16.11 八代　陽子 16.12 松井　亜紀子 16.25 古川　しのぶ 16.61 林　　陽子 16.89

100mH 郡(3) 清水(3) 東長崎(3) 奈留(3) 相浦(2) 相浦(2) 西大村(3)

11 共通 西諌早 51.39 福田 51.73 西大村 52.66 相浦 52.81 大村 52.95 福江 53.13 東長崎 53.31 郡 53.46

4×100m 川内　春香  (3)，柴田　佳菜子(2) 下村　希美  (3)，持永　梨沙  (2) 平田　美帆  (2)，山本　明奈  (2) 内野　七恵  (2)，内山　彩子  (2) 永石　実和子(2)，永野　ゆり  (2) 吉田　裕里子(2)，梁瀬　夏澄  (3) 河田　笑佳  (3)，本田　知子  (3) 渡辺　佳世  (2)，桜井　瑛里  (3)

玉里　久美子(3)，片岡　千草  (3) 田嶋　真紀子(3)，古川　友子  (3) 高月　麻由  (3)，安田　優香  (3) 平原　茉実  (3)，古川　しのぶ(2) 松谷　　望  (2)，米田　亜季穂(3) 三浦　みゆき(3)，永田　千佳  (3) 藤田　絵美  (3)，池田　愛恵  (3) 矢萩　恵理  (3)，福田　可奈子(3)

10 共通 山口　未紗 1m54 坂田　智香 1m49 横田　有紀 1m46 川添　美穂 1m40 西村　恵美 1m40 (5位) (5位) (5位)

走高跳 西諌早(2) 岩屋(3) 高来(3) 郡(2) 小野(3)

11 共通 古賀　紗代子   4m68 内山　彩子   4m66 三浦　みゆき   4m66 金子　真緒   4m64 豊福　詩穂   4m64 高尾　夢子   4m59 矢萩　恵理   4m52 高月　　愛   4m48

走幅跳 桜馬場(3) (+1.8) 相浦(2) (+1.4) 福江(3) (+0.4) 有明(2) (+1.3) 大野(3) (+2.4) 真城(3) (+1.8) 郡(3) (+1.3) 琴・琴海(2) (+2.0)

11 共通 林田　真那美  12m54 阿比留　麻由  10m61 原口　麻奈美   9m69 橋本　李枝   9m36 石田　敦子   9m30 中山　由香利   9m23 高橋　摩耶   9m10 濵本　えりか   8m82

砲丸投 加津佐(2) 仁田(3) 国見(3) 愛宕(3) 千々石(3) 長与(3) 桜馬場(2) 深江(3)

11 共通 溝上　　彩 2380 藤川　美緒 2238 平片　千代 2226 村川　洋子 2207 川添　美穂 2169 原　　千鶴 2115 野田　美穂 2100 中山　由香利 2072

三種競技 横尾(3) 西大村(2) 加津佐(2) 西大村(3) 郡(2) 郡(2) 小野(3) 長与(3)

Ａ 1m35-14.00(+2.7)-8m02 1m25-14.18(+1.7)-8m21 1m30-14.24(+3.7)-7m41 1m25-14.44(+3.7)-8m30 1m44-15.29(+2.3)-7m02 1m25-14.65(+2.7)-7m67 1m35-15.57(+2.7)-7m65 1m15-14.44(+1.7)-8m47

10 共通 岩本　あさみ 2570 福田　可奈子 2532 徳永　亜希 2444 鉄留　聖子 2332 古川　しのぶ 2296 松井　亜紀子 2274 林　　陽子 2149 吉原　小夏 2119

三種競技 浅海(3) 郡(3) 小野(3) 清水(3) 相浦(2) 相浦(2) 西大村(3) 北串(2)

Ｂ 4m36(0.0)-8m68-15.73(+0.5) 4m63(0.0)-7m72-15.93(+0.5) 4m57(0.0)-7m90-16.52(-1.2) 4m14(0.0)-7m11-15.88(-0.8) 4m40(+0.6)-7m36-16.84(-0.8) 4m53(-0.2)-6m62-16.72(-1.0) 4m26(0.0)-7m87-18.56(+0.3) 4m28(-0.6)-7m75-18.86(+0.5)

備考　NGR:大会新　ENR:大会ﾀｲ


