
第21回　全国小学生陸上競技交流大会　長崎県大会

平成17年 6月26日(日) 主催：長崎陸上競技協会 競技場：県立総合運動公園陸上競技場
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
種目

5年100m 林　　諒哉 14.61 井上　北斗 15.06 山下　直人 15.07 森　　翔平 15.21 山本　将矢 15.23 島　　孝彰 15.33 池の谷弘太 15.58 福田　達朗 15.61

-2.6 ＳＩＣ(5) ＯＩＣ(5) 福島陸(5) 福島陸(5) 大野ク(5) 長崎ク(5) 長崎ク(5) 洗切ク(5)

6年100m 松永　拓也 13.57 鉢川　貴哉 13.98 桑原　修三 14.53 桑宮　健太 14.60 石田　義明 14.67 薗田　一幹 14.68 井上　達朗 14.93 西尾　和也 14.95

-2.5 西有家(6) 西海Ｒ(6) 長崎ク(6) 晴海台(6) 宝亀小(6) 中里ク(6) 長与南(6) 明峰Ｊ(6)

共通80mH 尾上　　暢 13.73 石田　修平 14.29 野口　友希 14.69 渡辺　　顯 14.83 木山　大輔 15.00 桑宮　健太 15.23 三根　　亨 15.39 尾﨑　雄祐 16.50

-1.7 村松ク(6) 鷹島ク(6) 福江ク(6) 村松ク(6) 鷹島ク(6) 晴海台(6) 長与南(6) 中里ク(6)

共通 西海Ｒ 55.42 村松ク 55.47 長崎ク-Ａ 56.54 福江ク-Ａ 57.20 中里ク-Ａ 58.41 福江ク-Ｂ 58.83 大瀬戸-Ａ 59.24 福島陸-Ａ 60.61
4×100mR

村井　駿介 1m31 中村　祐輔 1m28 川久保圭隆 1m25 伊東　駿介 1m20 尾﨑　雄祐 1m20 松本　流星 1m15 太田　裕貴 1m15 鈴木　将太 1m10

西海Ｒ(6) 中里ク(6) 鹿町ク(6) 福江ク(6) 中里ク(6) 白似田(6) 時津北(6) 西海Ｒ(6)

高木　健誠   4m41 西尾　和也   4m28 山本　悠矢   4m28 中村　祐輔   4m15 末永　秀人   4m12 前田　祐貴   4m07 大村　修平   4m06 近藤　淳弥   3m88

口之津(6) +1.8 明峰Ｊ(6) +0.5 長崎ク(6) +1.9 中里ク(6) +1.2 遠竹Ｊ(6) +4.6 鹿町ク(6) +2.2 ＯＩＣ(6) +1.4 青方Ｊ(6) +1.7

鉢川　貴哉  54m99 村川　貴洋  53m78 岸本　慧太  53m75 藤田　勇大  52m21 中口　耕太  52m03 東　　真平  51m22 松本　流星  51m11 小川　裕生  50m20

西海Ｒ(6) 七釜Ｊ(6) 西海Ｒ(6) 福江ク(6) 上郷ク(6) 明峰Ｊ(6) 白似田(6) 長崎ク(5)

5年100m 横町　七美 15.05 畠下　有彩 15.48 濱﨑　史帆 15.64 椎葉真由子 15.65 山口　　梓 15.66 秀島沙弥香 15.67 島田　沙絵 15.68 中沼　海梨 15.69

-2.1 ＳＩＣ(5) 村松ク(5) ＳＩＣ(5) 長田Ｊ(5) 長与北(5) 長崎ク(5) ＳＩＣ(5) 大瀬戸(5)

6年100m 岩竹　愛理 14.12 財部　愛里 14.46 橋本　祐依 14.55 西尾　美香 14.60 井上　美咲 14.71 川村さとみ 14.74 森川　果奈 15.30 浦　友香梨 15.36

-2.8 ＳＩＣ(6) 比田勝(6) 長崎ク(6) 明峰Ｊ(6) 高来ク(6) 晴海台(6) 中里ク(6) 長与南(6)

共通80mH 山口　　愛 14.93 川村さとみ 15.54 小柳　結莉 15.97 森　　萌奈 16.85 橋口　紗香 16.90 相川　公乃 16.97 石居　佳奈 17.45 川久保美咲       

-1.2 明峰Ｊ(6) 晴海台(6) 長与南(6) 七釜Ｊ(6) 村松ク(6) 小栗ク(5) 小栗ク(6) 明峰Ｊ(6) DNF

共通 ＳＩＣ-Ａ 55.00 長崎ク-Ａ 57.35 長与南-Ａ 59.34 明峰Ｊ-Ａ 59.42 ＳＩＣ-Ｂ 59.90 時津ク-Ａ 59.90 村松ク-Ａ 60.04 北串ク-Ａ 60.44
4×100mR NGR

寺田　優美 1m24 浦　友香梨 1m21 吉原愛梨沙 1m15 西　　裕子 1m10 山口奈美香 1m05 谷口　未紗 1m05 吉川　未紗 1m00 毎熊　里美

口之津(6) 長与南(6) 北串ク(6) 青方Ｊ(6) 長田Ｊ(6) 明峰Ｊ(5) 時津北(5) 長田Ｊ(5)

井上　美咲   4m50 木村　美和   4m02 西尾　美香   4m01 松川　佳未   3m97 村岡　胡桃   3m87 木村　理紗   3m87 渡部　美香   3m80 古田　愛美   3m75

高来ク(6) +0.8 福江ク(6) +2.2 明峰Ｊ(6) +1.3 長与南(6) +2.4 小栗ク(6) +2.1 長与南(5) +1.9 遠竹Ｊ(6) +2.4 村松ク(6) +3.0

早田　咲紀  52m80 松山　由佳  39m48 清川　芳穂  38m92 竹田　夕華  36m55 林田まどか  35m52 松尾　佳奈  30m26 森　　美晴  29m76 須賀　五月  27m91

ＳＩＣ(6) NPE 加東ク(6) 山内ク(5) 長里Ｊ(5) 加東ク(6) 洗切ク(6) 長崎ク(5) 時津北(5)

NPE:県小学新 総　務 亀田　信樹 印 技術総務 富永　拓司 印
NGR:大会新

ﾄﾗｯｸ審判長 奥村善次郎 印 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 石橋　善弘 印

記録主任 松浦　　孝 印

中野　福人  (6)

藤田　勇大  (6)

決 勝 記 録 一 覧 表

市川　裕太  (6)中村　祐輔  (6)

川口　貴裕  (6) 山村　彰俊  (6)

釣永　秀人  (5)林　　大徳  (6) 尾﨑　雄祐  (6)

寺田　　葵  (6)

岸本　慧太  (6) 白倉　弘揮  (6) 鶴野　哲士  (6)

山本　悠矢  (6) 祝　　和樹  (6)

松田　美海  (6)

橋口　紗香  (6)

山下　直人  (5)

御厨　隆紀  (5)

江頭　隆貴  (6) 志水　研太  (5)

森　　翔平  (5)

井ノ上彰悟  (6) 前田　拓也  (5)

吉原愛梨沙  (6)

奥村　明子  (6)

山崎宗一郎  (5)

初村　翔子  (6)

野口　友希  (6)

薗田　一幹  (6) 松野尾　将  (6)

石本かなめ  (6)川久保美咲  (6)
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性
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共通ﾎﾞｰﾙ投

鉢川　貴哉  (6)

鈴木　将太  (6)

村井　駿介  (6)

共通走高跳

共通走幅跳

男
子

山口　　凌  (6)

尾上　　暢  (6)

曇り

南南東

筒井　絢莉  (6)

渡辺　　顯  (6)

9:20

桑原　修三  (6)

吉原　雅枝  (6)

福井　晴子  (6) 橋本　祐依  (6) 小柳　結莉  (6) 西尾　美香  (6) 濱﨑　史帆  (5) 小庵　千尋  (6) 小出めぐみ  (6)

松川　佳未  (6)

堀川　里彩  (6) 古田　愛美  (6) 山下　詩乃  (6)岩竹　愛理  (6) 中村こころ  (6) 浦　友香梨  (6) 山口　　愛  (6)

共通走高跳

共通走幅跳

女
子

横町　七美  (5)

木村　公美  (6) 清水　美佳  (6)

島田　沙絵  (5)

藤田　彩伽  (5)下小牧利紗  (6)中嶋　良恵  (6)
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