
平成15年度　第32回駒場リレーカーニバル 男子
平成15年 5月 3日(土・祝) 主催：長崎市陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

種目 風速

   800m 松本　拓也　(6) 長与RCJ  2:34.15 当麻将之輔　(6) 東長崎ｼﾞｭﾆｱ  2:47.74 岡　　大貴　(6) 長与RCJ  2:48.58 中島　巨賀　(6) 東長崎ｼﾞｭﾆｱ  2:49.65 西川　知宏　(4) 東長崎ｼﾞｭﾆｱ  3:00.50 今村　　聖　(5) 長崎陸上ｸﾗﾌﾞ  3:03.16

4×100mR 今村　　聖　(5) 長崎陸上ｸﾗﾌﾞＡ 62.29 中島　巨賀　(6) 東長崎ｼﾞｭﾆｱＡ 63.42 山形　靖也　(6) 長与ＲＣＪ 64.15 西川　知宏　(4) 東長崎ｼﾞｭﾆｱＢ 69.20 熊本　　傑　(5) 長崎陸上ｸﾗﾌﾞＢ 69.33

朝田　祐伍　(5) 山形　秀平　(6) 岡　　大貴　(6) 橋口　晃宣　(4) 田川　雄也　(4)

中村　惇耶　(6) 野崎　　優　(5) 高久　恵輔　(6) 岩坪　克哉　(4) 芦北　大輔　(4)

迫　　洋介　(6) 当麻将之輔　(6) 松本　拓也　(6) 小渕　拓哉　(4) 清水　章吾　(5)

   800m 岩﨑　一誠  (1) 長与  2:32.37 水城　和也  (1) 長与  2:33.71

4×100mR 林田　直也  (1) 時津 ◎50.44 岩田　　光  (1) 長与 58.07

冨永　　晶  (1) 振角　亮太  (1)

古川　大樹  (1) 岩﨑　一誠  (1)

谷川　悠樹  (1) 五十嵐智晃  (1)

  1500m 秋月　隼人  (2) 長与二  4:35.63 中村　智和  (2) 桜馬場  4:44.10 白濱　勝太  (2) 小江原  4:44.32 山口　委仁  (2) 長与  4:45.46 錦戸　勇記  (2) 時津  4:48.36 小森　優也  (2) 桜馬場  4:57.48

4×100mR 長田　　豊  (2) 岩屋Ａ 48.43 中村　直嗣  (2) 小江原Ａ 49.36 竹中　友紀  (2) 緑が丘 49.55 渡部　翔平  (2) 桜馬場Ａ 49.60 阿澄　一成  (2) 小江原Ｂ 51.53 中山　洋樹  (2) 長崎 52.20

赤山　大地  (2) 嘉松公志郎  (2) 松尾　祐葵  (2) 松本　和樹  (2) 片山　雄貴  (2) 大仁田　俊  (2)

近藤　淳志  (2) 青木慎太郎  (2) 玉屋　翔大  (2) 濱脇　慶成  (2) 永尾　健祐  (2) 林田　貴之  (2)

北岡　政明  (2) 田中　宏幸  (2) 澤村　達也  (2) 岡本　侑也  (2) 白濱　拓也  (2) 梅木　　翼  (2)

   100m -1.3 森分　香貴  (3) 時津 11.72 小西　和也  (3) 岩屋 11.89 鈴木　勝也  (3) 東長崎 11.95 村﨑　亮太  (3) 三重 12.10 川口　達也  (3) 琴・琴海 12.11 井上　翔平  (2) 琴・琴海 12.19

  3000m 矢室　拓也  (3) 時津  9:30.92 新井　　岳  (3) 滑石  9:50.69 伊藤　道仁  (3) 小江原 10:01.98 野口　　亮  (3) 長与二 10:10.30 谷村　龍介  (3) 福田 10:19.34 髙口　　司  (3) 梅香崎 10:22.53

4×200mR 川口　達也  (3) 琴・琴海  1:37.12 尾道　賢吾  (3) 小江原Ａ  1:38.79 野田　嘉人  (3) 岩屋  1:39.16 小川　慶晴  (3) 長大附属  1:40.94 山田　達郎  (3) 東長崎  1:41.69 桑原　和成  (3) 時津  1:41.97

小出　　司  (3) 上林　　孝  (3) 山本征史郎  (3) 小林　知修  (2) 鈴木　勝也  (3) 森　　修平  (3)

井上　翔平  (2) 野口　拓也  (3) 井下　亮一  (3) 江島　孝允  (3) 林田　勝也  (3) 江島　寛幸  (3)

永渕　　亮  (3) 林　　正典  (3) 小西　和也  (3) 坂本　大地  (3) 山﨑　佑哲  (3) 土本龍之介  (3)

走幅跳 松尾　功夫  (3) 桜馬場 5m63(-0.7) 澤村　達也  (2) 緑が丘 5m44(-2.0) 小出　　司  (3) 琴・琴海 5m33(-0.7) 川口　達也  (3) 琴・琴海 5m31(-1.2) 山口　知宏  (3) 緑が丘 5m13(-0.8) 松本　浩平  (3) 小江原 5m10(-1.8)

砲丸投 玉川　雅文  (3) 桜馬場  11m66 松本　和樹  (2) 桜馬場  10m47 山﨑　政喜  (3) 福田  10m35 白岩　祥大  (3) 長与  10m01 多良　潤也  (3) 梅香崎   9m56 鎌田　家嘉  (3) 小江原   9m42

   800m 宮﨑　勝郎　(3) 長 崎 西  2:00.77 松本　健嗣　(2) 長崎南山  2:01.37 山田　真生　(1) 海　星  2:03.25 佐藤　公彦　(3) 長 崎 西  2:04.37 西元　貴志　(3) 長 崎 西  2:07.45 尾﨑　翔大　(3) 長崎明誠  2:07.45

  5000m 小栁　秀文　(2) 長崎南山 15:37.29 興梠　裕和　(2) 海　星 16:15.10 明用　耕一　(2) 長 崎 西 16:19.35 宮崎　宏樹　(1) 五　島 16:44.90 田村　卓也　(3) 海　星 16:55.03 浦　　博詞　(3) 五　島 17:04.21

4×100mR 佐藤　祥孝　(1) 海　星Ａ 43.05 永川　功太　(3) 長崎南山 44.41 寺脇　海人　(1) 五　島Ａ 44.80 佐藤　紘孝　(1) 海　星Ｂ 45.05 原田　広大　(3) 長 崎 西Ａ 45.65 野口　直人　(3) 長 崎 東Ａ 45.80

川崎　巨嗣　(2) 永田　俊晴　(3) 尾崎　睦稔　(3) 高木　良平　(1) 山口　亮太　(2) 光野　健太　(3)

田中祐太朗　(3) 吉川　久太　(3) 柿本　浩克　(3) 田浦　　圭　(2) 脇浜　佳祐　(3) 浦田　俊介　(3)

川上雄一朗　(1) 林田健次郎　(2) 宮本　康行　(3) 中山　　進　(1) 川崎　勇太　(2) 筒井　直之　(3)

4×400mR 林田健次郎　(2) 長崎南山  3:26.76 三浦　隆一　(3) 海　星Ａ  3:27.31 田浦　　圭　(2) 海　星Ｂ  3:29.97 井手　奨悟　(3) 長 崎 西Ａ  3:30.84 宮本　康行　(3) 五　島Ａ  3:34.19 谷川　幸則　(3) 五　島Ｂ  3:45.21

永田　俊晴　(3) 永野　修平　(3) 山田　真生　(1) 古川　祐貴　(3) 柿本　浩克　(3) 平野　俊也　(3)

吉川　久太　(3) 辻　　清貴　(2) 川上雄一朗　(1) 西元　貴志　(3) 寺脇　海人　(1) 石原勇次郎　(1)

松尾　高志　(3) 田中祐太朗　(3) 高木　良平　(1) 加藤　慎也　(2) 尾崎　睦稔　(3) 木村　隆志　(3)

走幅跳 辻　　清貴　(2) 海　星 6m68(-0.1) 石川　弘晃　(3) 海　星 6m35(+0.8) 野原　豪記　(1) 海　星 6m21(+0.1) 桑野　勇一　(3) 海　星 6m14(+0.3) 井手　奨悟　(3) 長 崎 西 6m06(+0.0) 今村　浩俊　(1) 五　島 5m91(+0.0)

砲丸投 松永健太朗　(3) 海　星  12m23 桑野　勇一　(3) 海　星  11m85 山口　　翼　(3) 海　星  11m57 濵田　光治　(2) 海　星  11m04 峯　　英之　(3) 長 崎 西  10m97 �田孔太郎　(3) 長 崎 西  10m77

◎:大会新 亀田　信樹 杉本　育美

△:大会ﾀｲ

小川広太郎 鮎川　良英
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平成15年度　第32回駒場リレーカーニバル 女子
平成15年 5月 3日(土・祝) 主催：長崎市陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

種目 風速

   800m 金崎　　葵　(5) 長与RCJ ◎ 2:41.44 岩永　実里　(5) 長与RCJ ◎ 2:42.81 高尾　　覧　(6) 東長崎ｼﾞｭﾆｱ  2:44.01 岩永　知里　(5) 長与RCJ  2:45.33 本田　瑞葉　(6) 長与RCJ  2:47.07 長岡　有紀　(6) 長崎陸上ｸﾗﾌﾞ  2:50.97

4×100mR 鈴木　未来　(6) 長与ＲＣＪＡ 60.57 小林　由佳　(6) 長崎陸上ｸﾗﾌﾞＡ 61.58 岩永　知里　(5) 長与ＲＣＪＢ 63.27 辻　　恵美　(6) 東長崎ｼﾞｭﾆｱＡ 65.50 西川　愛理　(4) 長崎陸上ｸﾗﾌﾞＢ 69.78

村川　　舞　(6) 古田　千尋　(6) 本田　瑞葉　(6) 川添　美郷　(6) 野口　陽加　(4)

井手沙弥香　(6) 久松　優希　(6) 岩永　実里　(5) 西川　優歩　(6) 四谷　優季　(4)

桑野つぐみ　(6) 田代　理佳　(6) 金崎　　葵　(5) 岩坪　祐美　(6) 長岡　里香　(5)

   800m 岩崎沙耶加  (1) 時津  2:46.79 金﨑　　茜  (1) 長与  2:55.81

4×100mR 岩野　朋美  (1) 長与 57.33

境　　優希  (1)

山口　友佳  (1)

橋﨑　南月  (1)

  1500m 山口　詩織  (2) 時津  4:59.92 岡　　愛理  (2) 長与  5:12.62 赤平　静香  (2) 福田  5:22.18 村田　絵理  (2) 桜馬場  5:24.84 大矢　望咲  (2) 琴・琴海  5:25.82 村瀬　　史  (2) 長与  5:27.49

4×100mR 井上　　薫  (2) 桜馬場 54.24 石川可南子  (2) 長大附属 55.31 前原のぞみ  (2) 長与二 55.51 小川恵理香  (2) 福田 56.39 長野　千里  (2) 岩屋 56.56 財間　香菜  (2) 東長崎 57.32

滝川　真紀  (2) 榊原　彩乃  (2) 田平なつみ  (2) 駒澤　雅彌  (2) 髙橋優里衣  (2) 中村　瑞希  (2)

矢尾　加奈  (2) 辻　　愛里  (2) 斉藤　綾夏  (2) 川口　成美  (2) 森　　友海  (2) 井上　理子  (2)

太田　静香  (2) 菅﨑紗也香  (2) 松下　成美  (2) 赤平　静香  (2) 伊藤　陽子  (2) 森岡　沙季  (2)

   100m -0.8 佐々木浩乃  (3) 琴・琴海 13.11 水口　　彩  (3) 福田 13.29 楠本　恵理  (1) 時津 13.33 前尾香緒理  (3) 琴・琴海 13.37 里　　春香  (3) 橘 13.39 松本　華穂  (3) 滑石 13.47

  3000m 金﨑　藍子  (3) 長与 11:06.19 上村　知世  (3) 横尾 11:31.16 尾上　　綾  (3) 琴・琴海 11:47.74 羽里　真帆  (3) 琴・琴海 11:50.20 近藤　未来  (3) 琴・琴海 11:55.16 山口　愛貴  (3) 長与 12:06.46

4×100mR 田口　愛理  (3) 琴・琴海 52.31 北島　成望  (3) 岩屋 53.46 山口　智子  (3) 滑石Ａ 53.98 伊藤　里沙  (3) 桜馬場 54.19 長野かずみ  (3) 橘 54.31 吉田さやか  (3) 緑が丘 55.51

前尾香緒理  (3) 宮本　　梓  (3) 松本　華穂  (3) 伊藤　宏美  (3) 小森貴代美  (3) 小笠原仁美  (3)

田崎　涼子  (2) 村井　　涼  (3) 橋口　詩織  (3) 馬場　雅子  (3) 村田あずみ  (3) 清水　祐子  (2)

佐々木浩乃  (3) 開　　美菜  (3) 岡田里衣子  (3) 渡邉　美樹  (3) 里　　春香  (3) 山田紗登美  (3)

走幅跳 楠本　恵理  (1) 時津 ◎5m12(-1.4) 田平なつみ  (2) 長与二 ◎4m99(+1.5) 太田　静香  (2) 桜馬場 4m62(+0.5) 内山　美耶  (2) 時津 4m61(+0.9) 吉田さやか  (3) 緑が丘 4m60(-0.9) 林　　優希  (3) 梅香崎 4m48(-2.0)

砲丸投 丸尾　梨華  (3) 岩屋  11m03 滝川　真紀  (2) 桜馬場  10m86 吉田さやか  (3) 緑が丘  10m55 井上　　薫  (2) 桜馬場   9m25 濵口　咲希  (3) 福田   8m99 山田紗登美  (3) 緑が丘   8m93

  3000m 栗山由貴子　(3) 五　島 10:54.04 大櫛朱如美　(3) 長崎明誠 11:13.09 宮崎真由美　(2) 長崎商業 11:17.19 境　　希美　(2) 五　島 11:29.72 佐々野美帆　(2) 五　島 11:39.73 山本　美香　(1) 長崎明誠 11:48.48

4×100mR 平山　梨沙　(2) 長崎商業Ａ 53.44 森分　綾乃　(2) 長崎商業Ｂ 54.79 楢林　美和　(3) 五　島 55.31 前田麻莉絵　(2) 長崎女商Ｃ 57.01 小川　奏子　(2) 長 崎 西 59.81

山口　由美　(3) 南　　暁子　(2) 永田奈々美　(2) 坂田亜由美　(2) 岩坪　由梨　(3)

嶋崎　麻美　(2) 渡部美奈子　(3) 出口奈津美　(1) 楠本　麗子　(3) 樽美　　愛　(3)

山南奈津子　(2) 中尾　涼子　(2) 今村　千佳　(1) 中村　美紀　(2) 喜々津　彩　(3)

走幅跳 岩坪　由梨　(3) 長 崎 西 5m23(+0.1) 喜々津　彩　(3) 長 崎 西 4m62(+1.1) 設楽ゆかり　(3) 長崎女商 4m44(+0.5) 松尾　真美　(2) 長崎女商 3m78(+0.5)

砲丸投 長谷崎結子　(3) 長崎女商   7m39 松下　麻美　(2) 長崎女商   7m19 山内　智恵　(3) 長崎女商   6m96

◎:大会新 亀田　信樹 杉本　育美

△:大会ﾀｲ

小川広太郎 鮎川　良英

ﾄﾗｯｸ：向　　潮 ﾌｨｰﾙﾄﾞ：藤島　義信
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