
平成15年度　西彼杵郡南部地区中学校総合体育大会　陸上競技 男子
平成15年 6月 23日(月) 主催：西彼杵郡中学校体育連盟　　後援：西彼杵郡町村会，西彼杵郡PTA連合会，長崎新聞社，西彼杵郡陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

種目 日 風速

   100m 23 +0.9 谷川　悠樹  (1) 時津 12.49 冨永　　晶  (1) 時津 13.07 浅田　翔太  (1) 香焼 13.47 木下　広一  (1) 多・琴海 13.64 大藤　　翔  (1) 三和 13.64 清水　達哉  (1) 野母崎 13.68

  1500m 23 与賀田　駿  (1) 喜々津  4:42.97 宮本　悠爾  (1) 三和  4:56.81 﨑谷　将崇  (1) 琴・琴海  4:58.87 牟田口　薫  (1) 高田  5:06.39 水城　和也  (1) 長与  5:10.78 境　真之介  (1) 青雲  5:13.20

4×100mR 23 林田　直也  (1) 時津 51.03 与賀田　駿  (1) 喜々津 54.73 大村　拓也  (1) 野母崎 56.03 浜崎　　走  (1) 琴・琴海 56.35 徳山　陽介  (1) 青雲 56.44 佐々野雄太  (1) 長与 57.45

冨永　　晶  (1) 森　　健剛  (1) 小林　省吾  (1) 坂口　　亮  (1) 山内　一将  (1) 振角　亮太  (1)

古川　大樹  (1) 横田　純久  (1) 岡部慎太郎  (1) 﨑谷　将崇  (1) 岩永　光巨  (1) 岩﨑　一誠  (1)

谷川　悠樹  (1) 満田　聡嗣  (1) 清水　達哉  (1) 谷川　文人  (1) 小池陽一郎  (1) 渡邉爽一朗  (1)

   100m 23 -1.6 井上　翔平  (2) 琴・琴海 12.41 小嶌　晃拡  (2) 鳴北 12.47 田中　　健  (2) 琴・琴海 12.58 清水　京治  (2) 多・琴海 12.66 毎熊修太郎  (2) 時津 12.78 針尾　健介  (2) 長与 12.84

  1500m 23 秋月　隼人  (2) 長与第二  4:47.24 持永　涼佑  (2) 鳴北  4:50.05 錦戸　勇記  (2) 時津  4:52.05 宮地　大輔  (2) 三和  4:52.14 石丸　哲也  (2) 喜々津  4:53.98 岡崎　弘明  (2) 長与  4:55.71

4×100mR 23 出口　　諒  (2) 鳴北 49.54 山野　友央  (2) 多・琴海 50.13 福島　秀平  (2) 時津 50.13 仲宗根　徹  (2) 長与 50.14 長谷川友光  (2) 三和 51.00 山下　貴寛  (2) 喜々津 51.37

橋本　匠平  (2) 清水　京治  (2) 一瀬　賢資  (2) 山下　剛史  (2) 橋口　　功  (2) 松尾　航太  (2)

田中健太郎  (2) 林田　　惇  (2) 岸　　諒輔  (2) 村本　拓也  (2) 安藤健多郎  (2) 深堀　将紀  (2)

小嶌　晃拡  (2) 田中　洋輔  (2) 毎熊修太郎  (2) 針尾　健介  (2) 杉山　拓己  (2) 田﨑　　翔  (2)

   100m 23 -1.4 森分　香貴  (3) 時津 12.24 川口　達也  (3) 琴・琴海 12.35 永渕　　亮  (3) 琴・琴海 12.52 佐々木裕人  (3) 青雲 12.53 桑原　和成  (3) 時津 12.72 幕　　隆史  (3) 野母崎 12.74

  1500m 23 矢室　拓也  (3) 時津  4:27.60 神辺駿一郎  (3) 長与  4:37.23 江口　貴紀  (3) 三和  4:37.84 冨野　広通  (3) 青雲  4:39.39 神尊　皓基  (3) 青雲  4:41.60 野口　　亮  (3) 長与第二  4:44.80

   200m 23 +0.3 森分　香貴  (3) 時津 25.19 吉田　悠哉  (3) 青雲 25.32 小出　　司  (3) 琴・琴海 25.32 阿萬　　翼  (3) 青雲 25.57 清水　京治  (2) 多・琴海 25.82 藤田　京康  (3) 長与 26.35

   400m 23 奥間　昭史  (3) 青雲 55.39 藤田　京康  (3) 長与 56.46 岩永　武士  (3) 長与 57.08 田河　太樹  (3) 野母崎 57.27 柴田　一昂  (3) 時津 58.60 西村　　剛  (3) 琴・琴海 59.88

   800m 23 江口　貴紀  (3) 三和  2:13.21 畑　　龍一  (3) 鳴北  2:13.54 伊藤　貴章  (3) 喜々津  2:13.57 大場祐太郎  (3) 琴・琴海  2:13.73 宮原満次郎  (3) 喜々津  2:14.78 山口新太郎  (3) 長与  2:18.13

  3000m 23 矢室　拓也  (3) 時津  9:36.29 吉野　　陽  (3) 鳴北  9:46.04 神辺駿一郎  (3) 長与  9:54.01 野口　　亮  (3) 長与第二  9:57.04 加藤裕太郎  (3) 時津 10:10.07 冨野　由通  (3) 青雲 10:10.85

   110mH 23 -2.7 江島　寛幸  (3) 時津 17.21 田﨑　龍昭  (3) 喜々津 17.36 中村　亮佑  (3) 長与 17.71 菖蒲　一希  (3) 多・琴海 17.80 長尾宗一郎  (3) 青雲 18.13 山口　竜介  (3) 多・琴海 18.51

4×100mR 23 川口　達也  (3) 琴・琴海 47.09 桑原　和成  (3) 時津 47.31 藤田　京康  (3) 長与 48.09 田﨑　龍昭  (3) 喜々津 48.25 菖蒲　一希  (3) 多・琴海 49.04 福嶋　翔太  (3) 高田 49.30

小出　　司  (3) 江島　寛幸  (3) 中村　亮佑  (3) 鬼海　雄次  (3) 清水　京治  (2) 久保　敬介  (3)

井上　翔平  (2) 森　　祥寛  (3) 開　　竜徳  (3) 伊藤　貴章  (3) 山口　竜介  (3) 鮎川　宗太  (3)

永渕　　亮  (3) 森分　香貴  (3) 針尾　健介  (2) 吉嵜　　調  (3) 松本　大地  (3) 山本　慎二  (3)

走高跳 23 日野阿斗務  (3) 青雲 1m56 三原　達朗  (3) 喜々津 1m50 長谷川友光  (2) 三和 1m50 小崎　隆司  (3) 時津 1m50 久保　敬介  (3) 高田 1m45 藤井　義弘  (3) 青雲 1m45

棒高跳 23 永渕　　亮  (3) 琴・琴海 ◎3m30 松山　　翔  (2) 長与 2m80 藤川　　剛  (3) 琴・琴海 2m80 松川　伸彦  (2) 長与第二 2m00

開　　竜徳  (3) 長与 2m80

走幅跳 23 川原　幸浩  (3) 三和 5m53(-2.4) 松山雄一朗  (3) 喜々津 5m39(-3.3) 小出　　司  (3) 琴・琴海 5m34(-1.7) 川口　達也  (3) 琴・琴海 5m28(-1.3) 菖蒲　一希  (3) 多・琴海 5m23(-0.6) 大谷　利彰  (3) 鳴北 5m12(-1.2)

三段跳 23 中村　亮佑  (3) 長与 11m41(+0.1) 池田　大輔  (3) 時津 11m24(+0.6) 櫻井　隆雄  (3) 喜々津 11m16(-2.5) 横井　佑紀  (3) 喜々津 11m14(-0.3) 竹内　　亮  (3) 青雲 11m01(-1.1) 秋元　祐哉  (3) 長与 10m98(+1.2)

砲丸投 23 大杉　洋平  (3) 喜々津  11m98 岡部　浩之  (3) 野母崎  11m46 森　　辰耶  (3) 高田  10m95 瀬戸　友輝  (3) 鳴北  10m69 吉嵜　　調  (3) 喜々津  10m63 山下　裕樹  (3) 鳴北  10m21

   100mH 23 -0.9 井上　翔平  (2) 琴・琴海 16.44 仲宗根　徹  (2) 長与 16.66 福島　秀平  (2) 時津 16.96 田﨑　　翔  (2) 喜々津 18.06 村上　　亨  (2) 青雲 18.48 一瀬　賢資  (2) 時津 18.56

4×100mR 23 一瀬　賢資  (2) 時津 48.46 橋口　　功  (2) 三和 50.87 田中　　健  (2) 琴・琴海 51.18 橋本　匠平  (2) 鳴北 51.63 山下　剛史  (2) 長与 51.66 山下　貴寛  (2) 喜々津 51.69

谷川　悠樹  (1) 大藤　　翔  (1) 谷川　文人  (1) 木村　　凌  (1) 振角　亮太  (1) 森　　健剛  (1)

冨永　　晶  (1) 片岡真之介  (1) 坂口　　亮  (1) 児玉　晃一  (1) 佐々野雄太  (1) 満田　聡嗣  (1)

毎熊修太郎  (2) 杉山　拓己  (2) 井上　翔平  (2) 小嶌　晃拡  (2) 針尾　健介  (2) 松尾　航太  (2)

時津　　８７ 点 琴・琴海　　６６ 点 長与　　　５９ 点 喜々津　　　５７ 点 青雲　　　　３９ 点 三和　　　３７ 点

☆:県中学新 小谷　文秀 松村　哲也

◇:県中学ﾀｲ

◎:大会新 小川広太郎 前田　幸司

△:大会ﾀｲ

内田　政信
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平成15年度　西彼杵郡南部地区中学校総合体育大会　陸上競技 女子
平成15年 6月 23日(月) 主催：西彼杵郡中学校体育連盟　　後援：西彼杵郡町村会，西彼杵郡PTA連合会，長崎新聞社，西彼杵郡陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

種目 日 風速

   100m 23 -0.3 楠本　恵理  (1) 時津 13.66 境　　優希  (1) 長与 13.81 早田　麻希  (1) 喜々津 14.50 荒木　　渚  (1) 長与第二 14.54 彌永　円花  (1) 三和 15.14 大串　真衣  (1) 琴・琴海 15.17

   800m 23 吉野　　碧  (1) 鳴北  2:37.24 橋﨑　南月  (1) 長与  2:38.30 山口　夏季  (1) 長与第二  2:38.54 下口　美咲  (1) 琴・琴海  2:38.77 池山　里果  (1) 喜々津  2:41.18 小栁　衣里  (1) 高田  2:42.32

4×100mR 23 池田有里絵  (1) 時津 56.03 岩野　朋美  (1) 長与 56.71 池富ありさ  (1) 琴・琴海 58.52 松原　由季  (1) 喜々津 59.92 武藤里衣子  (1) 香焼 60.41 松尾明日香  (1) 三和 60.59

中村　　恵  (1) 境　　優希  (1) 大串　真衣  (1) 早田　麻希  (1) 森　　琴嶺  (1) 江頭　聡子  (1)

岩本　有未  (1) 橋﨑　南月  (1) 田口　絵梨  (1) 野口明日香  (1) 石井友里絵  (1) 松永　千晶  (1)

楠本　恵理  (1) 志田佳菜子  (1) 野中美智子  (1) 高松　七海  (1) 平　　梨沙  (1) 彌永　円花  (1)

   100m 23 -1.4 田﨑　涼子  (2) 琴・琴海 13.73 内野　香苗  (2) 喜々津 14.06 大熊亜弥子  (2) 三和 14.39 中村　朱理  (2) 喜々津 14.40 本村　みき  (2) 野母崎 14.54 岩永　麻弥  (2) 時津 14.58

   800m 23 山口　詩織  (2) 時津  2:24.56 岡　　愛理  (2) 長与  2:28.49 上村　　桜  (2) 香焼  2:36.81 村瀬　　史  (2) 長与  2:37.23 大矢　望咲  (2) 琴・琴海  2:37.69 山本　彩乃  (2) 琴・琴海  2:37.94

4×100mR 23 中村　朱理  (2) 喜々津 54.21 角﨑　　愛  (2) 琴・琴海 56.01 前原のぞみ  (2) 長与第二 56.23 内山　美耶  (2) 時津 57.97 山口　幸来  (2) 長与 58.52 村上　　綾  (2) 伊王島 61.10

内野　香苗  (2) 北村　裕香  (2) 田平なつみ  (2) 岩永　麻弥  (2) 岡　　愛理  (2) 馬場　円華  (2)

林　　裕子  (2) 山本　彩乃  (2) 斉藤　綾夏  (2) 平井あゆみ  (2) 有馬　沙季  (2) 緒方　沙希  (2)

松尾　智美  (2) 田﨑　涼子  (2) 松下　成美  (2) 中村美沙紀  (2) 村瀬　　史  (2) 本田　智弓  (2)

3年    100m 23 +2.1 佐々木浩乃  (3) 琴・琴海 13.43 前尾香緒里  (3) 琴・琴海 13.61 山口　美佳  (3) 長与 13.97 桑岡　　文  (3) 三和 14.00 戸村　奈緒  (3) 長与 14.43 岡　芙美香  (3) 高田 14.50

   800m 23 羽里　真帆  (3) 琴・琴海  2:32.55 山口　沙織  (3) 三和  2:35.78 内海　愛恵  (3) 長与  2:36.50 尾崎　美里  (3) 三和  2:39.22 川口　成美  (3) 鳴北  2:40.82 内海　　綾  (3) 多・琴海  2:41.30

   200m 23 -0.2 佐々木浩乃  (3) 琴・琴海 27.59 前尾香緒里  (3) 琴・琴海 28.12 境　　優希  (1) 長与 29.07 山口　美佳  (3) 長与 29.23 松尾　智美  (2) 喜々津 29.47 内野　香苗  (2) 喜々津 29.92

  1500m 23 山口　詩織  (2) 時津  5:01.32 岡　　愛理  (2) 長与  5:09.55 金﨑　藍子  (3) 長与  5:26.79 森　紗耶佳  (2) 喜々津  5:29.76 山崎　　光  (3) 三和  5:31.46 中山可奈子  (2) 鳴北  5:32.25

   100mH 23 +0.6 戸村　奈緒  (3) 長与 18.06 寺田　亜希  (3) 三和 19.12 林田　紗織  (3) 長与 19.44 高西　由美  (3) 三和 19.51 末次　絵理  (3) 多・琴海 19.99 楢崎　美里  (3) 時津 20.55

4×100mR 23 田口　愛理  (3) 琴・琴海 52.44 中村　朱理  (2) 喜々津 53.51 大熊亜弥子  (2) 三和 54.39 内海　愛恵  (3) 長与 55.51 西田　陽子  (3) 時津 57.94 松尾　　南  (3) 多・琴海 58.36

前尾香緒里  (3) 内野　香苗  (2) 立道　　圭  (3) 境　　優希  (1) 島田　　和  (3) 末次　絵理  (3)

田﨑　涼子  (2) 林　　裕子  (2) 桑原　斉子  (2) 戸村　奈緒  (3) 中山　　静  (3) 田中　　唯  (3)

佐々木浩乃  (3) 松尾　智美  (2) 桑岡　　文  (3) 山口　美佳  (3) 野田あかり  (3) 木下亜由美  (3)

走高跳 23 平田かおる  (3) 琴・琴海 1m30 岩野　朋美  (1) 長与 1m25 本田　智弓  (2) 伊王島 1m20 川口　　望  (1) 琴・琴海 1m20

寺田　亜希  (3) 三和 1m20 橋﨑　南月  (1) 長与 1m20

走幅跳 23 楠本　恵理  (1) 時津 4m90(-1.9) 田平なつみ  (2) 長与第二 4m89(+0.3) 松下　成美  (2) 長与第二 4m85(-1.5) 松尾　智美  (2) 喜々津 4m70(-3.6) 林　　裕子  (2) 喜々津 4m68(-0.6) 立道　　圭  (3) 三和 4m59(-4.0)

砲丸投 23 小川　範子  (3) 三和   9m51 桑岡　　文  (3) 三和   9m42 石橋　香織  (3) 高田   9m13 川口　菜美  (3) 時津   8m88 小柳麻奈美  (2) 喜々津   8m48 山口　愛貴  (3) 長与   8m44

    80mH 23 +3.9 田平なつみ  (2) 長与第二 12.94 松下　成美  (2) 長与第二 13.42 中村　朱理  (2) 喜々津 13.46 林　　裕子  (2) 喜々津 14.45 松尾明日香  (1) 三和 15.07 坂本　祥子  (2) 鳴北 15.08

4×100mR 23 田平なつみ  (2) 長与第二 54.31 内山　美耶  (2) 時津 54.67 中村　朱理  (2) 喜々津 55.03 北村　裕香  (2) 琴・琴海 55.88 有馬　沙季  (2) 長与 55.91 大熊亜弥子  (2) 三和 57.42

荒木　　渚  (1) 楠本　恵理  (1) 早田　麻希  (1) 野中美智子  (1) 境　　優希  (1) 彌永　円花  (1)

舘村　真美  (1) 中村　　恵  (1) 松原　由季  (1) 田口　絵梨  (1) 志田佳菜子  (1) 江頭　聡子  (1)

松下　成美  (2) 岩永　麻弥  (2) 内野　香苗  (2) 田﨑　涼子  (2) 岡　　愛理  (2) 桑原　斉子  (2)

長与　　７３．５ 点 琴・琴海　　６６．５ 点 喜々津　　５２ 点 三和　　　５０．５ 点 時津　　　４５ 点 長与第二　　３７ 点

☆:県中学新 小谷　文秀 松村　哲也

◇:県中学ﾀｲ

◎:大会新 小川広太郎 前田　幸司

△:大会ﾀｲ

内田　政信

湿度(％) 92 91 93 91 96 91

審 判 長

気温(℃) 24.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0

4.0 2.0 0.5風速(m/s) 2.0 1.8 2.0

技術総務 記録主任

風向 南東 南南東 西 東 北東 南

雨 雨 雨天候 曇り 雨 雨

総 務 風向風速

時刻 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

 6/23  6/23  6/23月/日  6/23  6/23  6/23

５位 ６位１位 ２位 ３位 ４位

２
年

共
通

低
学
年

女子総合得点

氏　名　(学年) 所属 記録

１
年

記録 氏　名　(学年) 所属 記録

５位 ６位

氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属

決 勝 記 録 一 覧 表

区
分

順位 １位 ２位 ３位 ４位

記録 氏　名　(学年) 所属


