
平成１６年度　東彼杵郡中体連　陸上競技大会　成績一覧表

＜男子＞ 平成１６年　６月２２日（火）

種目 種別 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
福田涼太 (千綿) 江良　航 (波佐見) 初手和人 (波佐見) 島田昴大 (川棚) 山下宏忠 (川棚) 小山田佳祐 (千綿) 伊藤拓也 (彼杵) 山口宏次郎 (彼杵)

12.7 13.2 13.2 13.4 14.0 14.2 14.3 14.8
岸川和樹 (川棚) 大城良太 (彼杵) 櫻井勝利 (川棚) 山口麟太郎 (波佐見) 原田尚将 (千綿) 水溜直樹 (彼杵) 喜々津佳太 (千綿) 山口康平 (波佐見)

12.6 12.8 12.9 13.3 13.5 13.6 13.7 15.2
釜坂紀勲 (彼杵) 粒﨑隆嗣 (彼杵) 富田翔一 (川棚) 樋口　諒 (川棚) 福田恭平 (波佐見) 高尾陽祐 (波佐見) 朝長　拓 (千綿) 田中誠二 (千綿)

12.4 12.5 12.7 12.9 13.0 13.2 13.3 13.6
福田涼太 (千綿) 江良　航 (波佐見) 平尾将志 (波佐見) 島田昴大 (川棚) 岡田宗一郎 (千綿) 野口翔麻 (彼杵) 郷野寛武 (彼杵) 西野豪人 (川棚)

27.5 27.7 28.2 28.2 29.5 30.0 30.5 30.6
岸川和樹 (川棚) 三坂誠豪 (彼杵) 櫻井勝利 (川棚) 山口麟太郎 (波佐見) 谷　幸大 (彼杵) 谷田一修 (千綿) 原田尚将 (千綿) 山口康平 (波佐見)

27.1 27.2 27.4 27.9 28.2 28.6 28.7 29.9
富田翔一 (川棚) 松尾崇史 (川棚) 森　遼太 (波佐見) 大平成一 (彼杵) 高尾陽祐 (波佐見) 浦　幸太郎 (彼杵) 田中誠二 (千綿) 渡邉敬之 (千綿)

25.7 25.8 26.1 26.7 26.9 27.2 29.1 29.5
松尾崇史 (川棚) 三坂政成 (彼杵) 東坂雄平 (彼杵) 黒﨑尚吾 (波佐見) 松下真二 (波佐見) 山口真朋 (千綿) 喜々津佳太 (千綿)

58.8 59.9 62.8 64.2 64.8 65.8 66.8
柿川達也 (波佐見) 一瀬郡央 (千綿) 富永祐太 (千綿) 丸山　航 (彼杵) 浦　優矢 (彼杵) 執行貴典 (波佐見) 大谷賢史 (川棚)

2.38.2 2.38.5 2.39.4 2.40.5 2.41.8 2.46.0 2.48.3
相良直翔 (彼杵) 山田尚史 (千綿) 山田卓実 (千綿) 太田　太 (川棚) 俵坂賢太郎 (彼杵) 前田健斗 (波佐見) 岸川亮太 (川棚) 吉田周平 (波佐見)

2.29.2 2.31.6 2.35.5 2.35.7 2.42.1 2.42.6 2.52.2 3.09.0
森　康弘 (千綿) 三岳智博 (波佐見) 冨木幹大 (波佐見) 谷口　迪 (川棚) 小山田　優 (千綿) 田中遼太 (川棚) 浦　正徳 (彼杵)

2.18.0 2.23.3 2.25.8 2.28.7 2.29.2 2.36.6 2.38.6
小山田佳祐 (千綿) 富田拓也 (川棚) 中島裕太 (波佐見) 岡田宗一郎 (千綿) 山口雄大 (彼杵) 長島友弘 (波佐見) 音丸直亮 (彼杵) 田崎崇幸 (川棚)

4.56.5 4.59.2 5.05.5 5.08.7 5.15.6 5.16.2 5.22.6 5.30.0
松本朋之 (波佐見) 山下展弘 (彼杵) 谷村浩輔 (波佐見) 山川真幸 (千綿) 本山裕基 (彼杵) 久保田裕一郎 (千綿) 西村有人 (川棚) 太田　太 (川棚)

4.40.5 4.47.2 4.52.5 5.00.2 5.00.9 5.01.6 5.17.3 5.29.4
井手亮輔 (波佐見) 武村幸樹 (波佐見) 森　康弘 (千綿) 出口　優 (千綿) 野口史樹 (彼杵) 古川和正 (川棚) 田中遼太 (川棚) 三坂大輔 (彼杵)

4.31.7 4.33.3 4.41.0 4.47.2 4.47.5 4.58.5 5.09.3 5.11.5
井手亮輔 (波佐見) 松本朋之 (波佐見) 山口拓也 (波佐見) 山川真幸 (千綿) 出口　優 (千綿) 山田敬弘 (千綿) 久保田裕一郎 (千綿) 古川和正 (川棚)

9.39.1 9.50.7 9.55.4 10.15.0 10.31.8 0 10.34.3 0 10.34.6 0 10.37.0 0
末次祐樹２ (川棚) 村上竜太郎２ (波佐見) 久田竜太２ (川棚) 粒﨑亮祐２ (彼杵) 林田智英２ (千綿) 山田航也２ (彼杵) 上野直樹２ (千綿) 里元勇也２ (波佐見)

16.7 17.0 18.1 18.6 18.9 19.7 20.7 22.3
山田翔大３ (彼杵) 山本哲也３ (川棚) 佐藤健介３ (川棚) 岡村泰一３ (千綿) 中尾峻紀３ (千綿) 川原拓也３ (波佐見) 玉澤幸大３ (彼杵) 江利伸也３ (波佐見)

15.3 15.9 16.5 16.6 16.6 (４位） 19.0 20.6 23.7
清心勝則 (千綿) 林　洸佑 (波佐見) 高坂幸靖 (彼杵) 山口雄大 (彼杵) 川南翔平 (川棚)

1.40 1.35 1.25 1.15 1.15 (４位）
音丸記良 (彼杵) 久田竜太 (川棚) 田崎正嗣 (波佐見) 本多祥吾 (川棚) 上野直樹 (千綿) 和田　翔 (彼杵) 増川誠也 (千綿)

1.45 1.40 1.35 1.30 1.30 1.25 1.20
浦　勝利 (彼杵) 岡村泰一 (千綿) 粒崎修平 (彼杵) 山本哲也 (川棚) 藤崎　司 (川棚) 山口　翔 (波佐見) 朝長　拓 (千綿)

1.65 1.55 1.55 1.50 1.50 1.40 1.35
清心勝則 (千綿) 中田勇貴 (波佐見) 木本　悠 (川棚) 田澤博明 (波佐見) 山田準平 (彼杵) 大安優樹 (彼杵) 川南翔平 (川棚) 太田拓馬 (千綿)

4.24 4.16 4.15 4.14 3.89 3.88 3.75 3.75
池田竜治 (川棚) 山口麟太郎 (波佐見) 山口仁義 (千綿) 池田有祐 (彼杵) 釜坂祐太朗 (彼杵) 黒﨑佑基 (波佐見) 楠本龍馬 (川棚) 谷田一修 (千綿)

4.83 4.79 4.50 4.34 4.22 4.16 4.13 4.12
浦　勝利 (彼杵) 福田恭平 (波佐見) 馬場皓正 (川棚) 森　遼太 (波佐見) 一山和馬 (彼杵) 中尾峻紀 (千綿) 青水孝治 (川棚) 山口真朋 (千綿)

5.16 5.14 4.91 4.88 4.67 4.36 4.34 4.07
岩崎裕成 (波佐見) 大平成一 (彼杵) 粒崎修平 (彼杵) 森　竜浩 (千綿) 藤崎　司 (川棚) 石脇広聖 (川棚) 渡海　翼 (千綿)

10.82 10.80 10.25 9.54 9.54 9.41 8.66
樋口　諒 (川棚) 伊藤直輝 (千綿) 渡邉敬之 (千綿) 末次祐樹 (川棚) 前田貴史 (波佐見)

10.86 9.07 9.07 9.00 7.64
波佐見 千　綿 川　棚 彼　杵

53.6 56.1 56.7 57.9
川　棚 彼　杵 波佐見 千　綿

51.6 52.2 53.5 54.3
波佐見 千　綿 川　棚 彼　杵

53.6 55.0 55.0 55.1
彼　杵 川　棚 波佐見 千　綿

49.8 <大会新> 50.3 50.8 51.6

４×１００ｍＲ

１年

２年

低学年

共通

三段跳 共通

砲丸投 共通

走幅跳

１年

２年

３年

１００ｍＨ 共通

走高跳

１年

２年

３年

３０００ｍ 共通

１００ｍＨ 低学年

１５００ｍ

１年

２年

３年

４００ｍ 共通

８００ｍ

１年

２年

３年

２００ｍ

１年

２年

３年

１００ｍ

１年

２年

３年

nakao
スタンプ



平成１６年度　東彼杵郡中体連　陸上競技大会　成績一覧表

＜女子＞ 平成１６年　６月２２日（火）

種目 種別 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

大村優クリス (波佐見) 水谷　唯 (波佐見) 中川千晴 (川棚) 廣田李紗 (川棚) 樋口いくみ (彼杵) 佐藤美佳 (千綿) 島田眞樹 (彼杵) 堤　希代加 (千綿)

14.3 15.1 15.5 15.5 15.6 16.1 16.2 16.7

田崎美湖冬 (彼杵) 高島知恵 (波佐見) 琴野奈央香 (彼杵) 一瀬奈月 (川棚) 一川莉乃 (川棚) 藤嵜まい (波佐見) 藤田真由美 (千綿) 有川　翠 (千綿)

13.8 14.3 14.3 15.0 15.3 15.4 15.4 15.7

有田杏子 (川棚) 福田奈々 (波佐見) 福田さゆり (彼杵) 西野千秋 (彼杵) 長岡菜月 (千綿) 澤村美和 (波佐見) 浦　かおり (川棚) 山口朋子 (千綿)

13.7 14.0 14.1 14.4 14.8 14.8 14.8 15.4

中川千晴 (川棚) 福重森羅 (波佐見) 赤星未基 (千綿) 中里友梨奈 (川棚) 中尾純子 (波佐見) 木場美和子 (彼杵) 佐藤美佳 (千綿) 俵坂佳那 (彼杵)

32.1 32.4 32.5 32.8 32.9 33.3 33.6 33.7

田崎美湖冬 (彼杵) 松尾佑香 (波佐見) 溝上　輝 (波佐見) 手操穂菜美 (川棚) 田中久美子 (彼杵) 石橋　遥 (川棚) 松田美樹 (千綿) 小濱いつみ (千綿)

28.2 <大会ﾀｲ> 30.4 30.8 30.8 30.9 31.8 33.5 33.8

有田杏子 (川棚) 石坂恵理 (彼杵) 馬場美也子 (波佐見) 田中優香 (波佐見) 前平香里 (彼杵) 服巻　唯 (川棚) 岡田仁美 (千綿) 村田あゆみ (千綿)

28.8 30.1 30.3 30.8 30.9 31.0 31.2 32.0

前川友希 (川棚) 川崎有央 (川棚) 福島莉沙子 (波佐見) 福田ひろみ (千綿) 釜坂知里 (彼杵) 松本友果 (波佐見) 尾上あゆみ (彼杵)

2.45.8 <大会新> 2.45.9 <大会新> 2.47.7 2.54.1 2.54.6 2.54.7 3.04.3

佐原梨花子 (波佐見) 山中陽香 (川棚) 原口聖羅 (彼杵) 大場　恵 (彼杵) 高原有紀 (波佐見) 前田智尋 (川棚) 有川　翠 (千綿) 山下沙代 (千綿)

2.30.2 <大会新> 2.40.4 <大会新> 2.40.8 <大会新> 2.50.2 2.54.7 2.55.6 2.55.6 3.01.9

執行千春 (川棚) 大平あい (川棚) 山田ふゆみ (波佐見) 音辻恵美 (彼杵) 村田あゆみ (千綿) 福田なぎさ (波佐見) 東　紀久子 (千綿)

2.38.1 2.42.9 2.50.4 2.51.3 2.55.3 2.55.3 3.10.9

古賀妃香瑠 (波佐見) 佐原梨花子 (波佐見) 執行千春 (川棚) 池田奈菜 (川棚) 難波静絵 (彼杵) 藤田真由美 (千綿) 福田ひろみ (千綿) 尾上幸子 (彼杵)

5.09.9 <大会新> 5.17.5 5.39.4 5.39.7 5.45.3 5.56.0 6.00.3 6.01.7

森山彩香２ (波佐見) 石橋　遥２ (川棚) 田﨑由香里２ (彼杵) 手操穂菜美２ (川棚) 田島愛里２ (彼杵) 朝長優里亜２ (波佐見)

15.6 15.8 16.3 16.4 16.8 17.0

福田奈々３ (波佐見) 仲下結香３ (彼杵) 山口朋子３ (千綿) 岩口結花３ (川棚) 井手友香里３ (川棚) 牛島あかね３ (波佐見) 葉山ちなみ３ (千綿) 川口智子３ (彼杵)

16.1 <大会ﾀｲ> 19.2 19.5 20.0 0.0 20.5 20.7 20.7 （６位） 21.3

川瀬由佳 (彼杵) 大村優クリス (波佐見) 水谷　唯 (波佐見) 廣田李紗 (川棚) 赤星未基 (千綿)

1.30 1.25 1.10 1.10 （３位） 1.10

針尾真衣　 (波佐見) 難波静絵 (彼杵) 一瀬奈月 (川棚) 浦川結衣 (波佐見) 野田香織 (彼杵) 鈴川綾美 (千綿)

1.36 1.30 1.15 1.15 （３位） 1.10 1.10

町田由美 (彼杵) 細川かすみ (波佐見) 服巻　唯 (川棚) 田﨑ひかり (千綿) 高山恵理 (彼杵) 長島　愛 (波佐見) 葉山ちなみ (千綿) 岩口結花 (川棚)

1.38 1.35 1.30 1.25 1.20 1.20 （５位） 1.15 1.10

山口未希 (波佐見) 福重森羅 (波佐見) 吉田美穂 (川棚) 中里友梨奈 (川棚) 山内美子 (彼杵) 溝　静香 (彼杵) 森　美奈子 (千綿) 堤　希代加 (千綿)

3.79 3.61 3.28 3.10 3.04 2.98 2.95 2.76

高島知恵 (波佐見) 森浦結衣 (波佐見) 岩崎結子 (彼杵) 田崎由香里 (彼杵) 堤　綾乃 (千綿) 一川莉乃 (川棚) 鈴川綾美 (千綿)

4.23 3.85 3.49 3.40 3.04 2.85 0.0 2.37

琴岡あゆみ (彼杵) 井手友香里 (川棚) 三根春菜 (彼杵) 福田理沙 (波佐見) 長岡菜月 (千綿) 森林　愛 (千綿) 有馬志穂 (川棚) 馬場美也子 (波佐見)

4.13 4.10 3.92 3.92 3.86 3.85 3.68 3.52

松添葉子 (千綿) 有馬志穂 (川棚) 坂田洋子 (彼杵) 浦　亜沙美 (彼杵) 水上絵里 (波佐見) 川久保樹里 (波佐見) 森林　愛 (千綿) 浦　　かおり (川棚)

9.50 9.12 8.08 7.43 6.69 6.08 5.92 5.69

波佐見 川　棚 千　綿 彼　杵

59.8 61.3 65.7 66.9

彼　杵 波佐見 川　棚 千　綿

56.7 57.5 59.8 61.3

波佐見 彼　杵 川　棚 千　綿

57.1 <大会ﾀｲ> 58.2 59.8 64.1

彼　杵 波佐見 川　棚 千　綿

56.7 57.4 59.2 59.7

砲丸投 共通

４×１００ｍＲ

１年

２年

低学年

共通

走幅跳

１年

２年

３年

１００ｍＨ 共通

走高跳

１年

２年

３年

１５００ｍ 共通

８０ｍＨ 低学年

８００ｍ

１年

２年

３年

２００ｍ

１年

２年

３年

１００ｍ

１年

２年

３年


