
平成17年度　西彼杵郡中学校総合体育大会　陸上競技 男子
平成17年 6月 17日(金) 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 17 -0.7 辻田　典弘  (1) 長与 12.91 宮崎　純弥  (1) 青雲 13.36 中島　寛貴  (1) 青雲 13.37 高尾宗一郎  (1) 時津 13.54 北島　拓哉  (1) 時津 13.57 堺　　大輔  (1) 鳴北 14.57

  1500m 17 尾崎　泰之  (1) 長与  4:45.14 野口　　恒  (1) 長与第二  4:49.80 福田　泰士  (1) 高田  4:53.36 荒尾　秋諭  (1) 時津  4:59.38 的野　大地  (1) 時津  4:59.63 久富　大輝  (1) 高田  4:59.81

4×100mR 17 濱端　大貴  (1) 青雲 50.60 野田　聖悟  (1) 長与 52.10 小林　孝也  (1) 時津 53.04 臼井　龍平  (1) 琴・琴海 54.84 山川　恭真  (1) 高田 62.30

宮崎　純弥  (1) 辻田　典弘  (1) 北島　拓哉  (1) 山口　智文  (1) 坂本　光矢  (1)

劉　　恩博  (1) 亀山　智士  (1) 池田　雄太  (1) 志田　全弘  (1) 松尾明日架  (1)

中島　寛貴  (1) 尾崎　泰之  (1) 高尾宗一郎  (1) 島﨑　亮太  (1) 遠山　清人  (1)

   100m 17 +0.4 田川　祐也  (2) 鳴北 12.10 井上　　樹  (2) 青雲 12.22 古賀　大雄  (2) 鳴北 12.48 有川　和磨  (2) 琴・琴海 12.67 薄木　利光  (2) 高田 12.82 久村　修介  (2) 時津 12.88

  1500m 17 寺田　夏生  (2) 時津  4:21.33 松本　拓也  (2) 長与  4:26.00 今泉　　奏  (2) 高田  4:27.87 迫　　輝晃  (2) 琴・琴海  4:34.72 東野　周平  (2) 琴・琴海  4:37.52 松尾　和晃  (2) 青雲  4:39.89

4×100mR 17 久村　修介  (2) 時津 48.83 古庄　宏崇  (2) 青雲 48.84 野中　廣茂  (2) 琴・琴海 49.02 中山　幸一  (2) 長与 51.29 松本　卓也  (2) 高田 53.84

金尾　幸輝  (2) 前田　俊輔  (2) 有川　和磨  (2) 一瀬　栄人  (2) 山瀧　諒太  (2)

藤本　貴也  (2) 今福　　輝  (2) 原　　佑樹  (2) 井手恵一朗  (2) 平山健太郎  (2)

寺田　夏生  (2) 井上　　樹  (2) 今村　紀貴  (2) 中山　慶人  (2) 平尾　拓也  (2)

   100m 17 -0.3 冨永　　晶  (3) 時津 11.74 古川　大樹  (3) 時津 11.79 小谷　拓矢  (3) 琴・琴海 12.35 石黒　圭太  (3) 鳴北 12.57 石出　翔真  (3) 高田 12.67 堤　　和也  (3) 青雲 12.84

  1500m 17 牟田口　薫  (3) 高田  4:25.89 中山　翔平  (3) 時津  4:28.15 木滑　　良  (3) 鳴北  4:31.96 﨑谷　将崇  (3) 琴・琴海  4:32.01 山野　晃佑  (3) 時津  4:37.53 竹中　悠輔  (3) 青雲  4:40.80

   200m 17 -0.8 田川　祐也  (2) 鳴北 24.72 谷川　悠樹  (3) 時津 24.85 岩瀬　寛明  (3) 高田 25.31 益田佳一郎  (3) 青雲 26.13 振角　亮太  (3) 長与 26.24 今村　紀貴  (2) 琴・琴海 26.30

   400m 17 谷川　悠樹  (3) 時津 55.90 島﨑　淳平  (3) 琴・琴海 56.13 於保　貴大  (3) 時津 56.18 小島　　宏  (3) 高田 57.14 振角　亮太  (3) 長与 57.84 﨑谷　将崇  (3) 琴・琴海 58.06

   800m 17 寺田　夏生  (2) 時津  2:08.59 境　真之介  (3) 青雲  2:10.79 山野　晃佑  (3) 時津  2:12.80 迫　　輝晃  (2) 琴・琴海  2:15.66 東野　周平  (2) 琴・琴海  2:18.08 岩崎　一誠  (3) 長与  2:20.10

  3000m 17 中山　翔平  (3) 時津  9:24.74 木滑　　良  (3) 鳴北  9:28.44 松本　拓也  (2) 長与  9:37.78 赤瀬　慎弥  (2) 時津 10:12.21 山口　大貴  (2) 琴・琴海 10:23.30 中山　幸一  (2) 長与 10:25.01

   110mH 17 -0.4 山内　一将  (3) 青雲 16.12 林田　直也  (3) 時津 16.77 新谷　亮祐  (3) 青雲 18.44 板崎龍之介  (3) 時津 20.04

4×100mR 17 林田　直也  (3) 時津 ◎45.66 石黒　圭太  (3) 鳴北 47.70 谷川　文人  (3) 琴・琴海 47.92 林　　俊平  (3) 高田 49.35 山内　一将  (3) 青雲 49.75 佐々野雄太  (3) 長与 54.93

冨永　　晶  (3) 奥島　裕基  (3) 小谷　拓矢  (3) 石出　翔真  (3) 堤　　和也  (3) 渡邉爽一朗  (3)

谷川　悠樹  (3) 古賀　大雄  (2) 大場慶太郎  (3) 大久保駿介  (3) 岩永　光巨  (3) 宮﨑　隆一  (3)

古川　大樹  (3) 田川　祐也  (2) 岳本　芳孝  (3) 濱辺　　洋  (3) 谷口　尚史  (3) 振角　亮太  (3)

走高跳 17 小阪　陽平  (3) 時津 1m62 山本　　俊  (3) 青雲 1m56 柴原　宏紀  (3) 時津 1m56 中尾　侑貴  (3) 青雲 1m53 赤波江　暁  (2) 高田 1m35

棒高跳 17 谷川　文人  (3) 琴・琴海 ◎3m40 黒石　大尭  (3) 時津 2m60 浜辺　泰祐  (2) 琴・琴海 2m40 宮﨑　隆一  (3) 長与 2m30

一瀬　雄喜  (3) 時津 2m30

走幅跳 17 古川　大樹  (3) 時津 6m17(-1.9) 冨永　　晶  (3) 時津 5m71(-0.9) 奥島　裕基  (3) 鳴北 5m34(-1.9) 岩永　光巨  (3) 青雲 5m08(-1.6) 川瀬　喬平  (3) 長与 5m05(-1.4) 堀川　翔伍  (3) 青雲 5m03(-1.5)

三段跳 17 林田　直也  (3) 時津 12m23(+0.0) 渡邉爽一朗  (3) 長与 10m81(-0.2) 堀川　翔伍  (3) 青雲 10m43(+0.3) 新谷　亮祐  (3) 青雲 10m40(-0.9) 金子慎太郎  (3) 時津 10m21(-0.0) 川瀬　喬平  (3) 長与 10m11(+1.4)

砲丸投 17 木村　晃輔  (3) 青雲  10m14 三輪　真弘  (3) 時津  10m09 井手　洋一  (3) 長与  10m09 下口　　峻  (3) 青雲   9m87 守屋　星樹  (3) 時津   9m55 野崎也寸志  (2) 高田   8m58

   100mH 17 -1.8 前原　隆治  (2) 長与第二 15.52 井上　　樹  (2) 青雲 15.59 福島　孝平  (2) 時津 16.58 野間信之介  (2) 時津 16.88 萩原　　慶  (2) 青雲 19.03

4×100mR 17 前田　俊輔  (2) 青雲 49.17 金尾　幸輝  (2) 時津 50.23 中山　慶人  (2) 長与 50.26 有川　和磨  (2) 琴・琴海 51.12

宮崎　純弥  (1) 高尾宗一郎  (1) 辻田　典弘  (1) 島﨑　亮太  (1)

中島　寛貴  (1) 北島　拓哉  (1) 尾崎　泰之  (1) 山口　智文  (1)

井上　　樹  (2) 寺田　夏生  (2) 一瀬　栄人  (2) 今村　紀貴  (2)

時津　　１４８．５ 点 青雲　　　　　　８９ 点 長与　　　　５４．５ 点 琴・琴海　　　　５３ 点 鳴北　　　　３８ 点 高田　　　　３６ 点

☆:県中学新 溝上　元 松村　哲弥

◇: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17年度　西彼杵郡中学校総合体育大会　陸上競技 女子
平成17年 6月 17日(金) 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 17 -1.2 坂井恵莉加  (1) 時津 13.84 野田　美咲  (1) 長与第二 13.90 長坂　采佳  (1) 鳴北 14.02 松尾光希子  (1) 鳴北 14.26 中尾　真実  (1) 琴・琴海 14.53 吉田　千秋  (1) 時津 14.65

   800m 17 金﨑　　葵  (1) 長与 ◎ 2:30.92 山中　りな  (1) 長与  2:34.27 川上　夏美  (1) 琴・琴海  2:37.01 林田　祐実  (1) 時津  2:37.89 前　めぐみ  (1) 長与第二  2:40.43 古川奈津美  (1) 高田  2:44.26

4×100mR 17 長野　リカ  (1) 鳴北 54.81 林田　祐実  (1) 時津 55.97 升水　結花  (1) 長与第二 56.08 中尾　真実  (1) 琴・琴海 56.56 金﨑　　葵  (1) 長与 57.20

松尾光希子  (1) 吉田　千秋  (1) 岩永　里美  (1) 鍵　由利菜  (1) 岩永　実里  (1)

品川　愛弓  (1) 峯　　陽子  (1) 谷川　花恵  (1) 古賀まなみ  (1) 岩永　知里  (1)

長坂　采佳  (1) 坂井恵莉加  (1) 野田　美咲  (1) 古田　瑞歩  (1) 勝木　　優  (1)

   100m 17 0.0 田中めぐみ  (2) 時津 13.15 嶋﨑　綾香  (2) 琴・琴海 13.66 坂本　理奈  (2) 長与第二 13.84 坂口明日香  (2) 琴・琴海 13.94 駕屋　七虹  (2) 長与第二 14.13 小松　奈菜  (2) 時津 14.16

   800m 17 井手　智子  (2) 長与第二  2:25.76 安永　美穂  (2) 長与第二  2:27.56 加藤絵梨花  (2) 時津  2:35.08 島崎恵梨子  (2) 鳴北  2:37.78 井手　詩音  (2) 長与  2:40.39 松永　友姫  (2) 琴・琴海  2:41.18

4×100mR 17 田渕　侑子  (2) 長与第二 53.34 宮﨑　春菜  (2) 長与 54.41 久　絵理菜  (2) 時津 54.45 嶋﨑　綾香  (2) 琴・琴海 55.94 崎戸　沙耶  (2) 高田 56.20 山崎　花穂  (2) 鳴北 59.90

駕屋　七虹  (2) 井手沙弥香  (2) 田中めぐみ  (2) 山田　聖子  (2) 苑田　果渉  (2) 村上　　彩  (2)

坂本　理奈  (2) 吉村あゆみ  (2) 岡部まなみ  (2) 坂口明日香  (2) 小林　由果  (2) 小川　由貴  (2)

橋本佳奈恵  (2) 村川　　舞  (2) 小松　奈菜  (2) 臼井　　渚  (2) 堀　　愛子  (2) 磯部　萌夏  (2)

3年    100m 17 -0.9 境　　優希  (3) 長与 12.81 荒木　　渚  (3) 長与第二 13.28 野中美智子  (3) 琴・琴海 13.58 中村　　恵  (3) 時津 13.64 岩本　有未  (3) 時津 13.74 五島　　郁  (3) 長与第二 13.92

   800m 17 大道　愛美  (3) 時津  2:27.39 下口　美咲  (3) 琴・琴海  2:28.88 長濱　千波  (3) 長与第二  2:32.59 山口　友佳  (3) 長与  2:33.21 岩﨑沙耶加  (3) 時津  2:33.23 小笠原蓉子  (3) 長与第二  2:37.54

   200m 17 -0.4 境　　優希  (3) 長与 △26.30 野中美智子  (3) 琴・琴海 27.54 嶋﨑　綾香  (2) 琴・琴海 28.12 志田佳菜子  (3) 長与 28.25 岩本　有未  (3) 時津 28.47 橋本佳奈恵  (2) 長与第二 28.74

  1500m 17 井手　智子  (2) 長与第二  4:58.04 下口　美咲  (3) 琴・琴海  5:01.06 岩永　実里  (1) 長与  5:01.72 岩永　知里  (1) 長与  5:09.76 安永　美穂  (2) 長与第二  5:14.07 岩﨑沙耶加  (3) 時津  5:16.07

   100mH 17 -0.9 荒木　　渚  (3) 長与第二 ◎15.65 中村　　恵  (3) 時津 16.06 河合　　希  (3) 高田 16.65 舘村　真美  (3) 長与第二 17.37 吉野　　碧  (3) 鳴北 17.95 本多　晴香  (3) 長与 19.53

4×100mR 17 岩本　有未  (3) 時津 52.24 岩野　朋美  (3) 長与 52.30 駕屋　七虹  (2) 長与第二 52.99 大串　真衣  (3) 琴・琴海 54.36 山口　成美  (3) 高田 55.61 長野　リカ  (1) 鳴北 56.61

田中めぐみ  (2) 志田佳菜子  (3) 五島　　郁  (3) 山口　芙実  (3) 山田　美香  (3) 池原麻依子  (3)

入江　彩絢  (3) 橋﨑　南月  (3) 舘村　真美  (3) 田口　絵梨  (3) 濱田妃佳留  (3) 大久保美月  (3)

中村　　恵  (3) 境　　優希  (3) 荒木　　渚  (3) 野中美智子  (3) 河合　　希  (3) 吉野　　碧  (3)

走高跳 17 岡部まなみ  (2) 時津 1m35 岩野　朋美  (3) 長与 1m30 長野　リカ  (1) 鳴北 1m25 山口　芙実  (3) 琴・琴海 1m20

久我有砂香  (1) 長与第二 1m20

川口　　望  (3) 琴・琴海 1m20

走幅跳 17 田中めぐみ  (2) 時津 4m77(-0.5) 岩野　朋美  (3) 長与 4m70(-0.5) 池田有里絵  (3) 時津 4m61(-2.0) 長坂　采佳  (1) 鳴北 4m56(+0.0) 川口　　望  (3) 琴・琴海 4m54(+1.4) 坂口明日香  (2) 琴・琴海 4m07(+0.8)

砲丸投 17 升水　結花  (1) 長与第二   8m19 田口　絵梨  (3) 琴・琴海   8m13 松尾光希子  (1) 鳴北   7m98 片山　侑夏  (3) 時津   7m87 福田　有香  (3) 時津   7m57 尾﨑美沙紀  (3) 琴・琴海   7m56

    80mH 17 -0.6 坂本　理奈  (2) 長与第二 13.26 田渕　侑子  (2) 長与第二 14.10 木村　祥子  (1) 時津 14.21 久　絵理菜  (2) 時津 15.95 臼井　　渚  (2) 琴・琴海 16.80 勝木　　優  (1) 長与 17.60

4×100mR 17 坂本　理奈  (2) 長与第二 53.39 嶋﨑　綾香  (2) 琴・琴海 54.17 久　絵理菜  (2) 時津 54.53 井手沙弥香  (2) 長与 55.27 村上　　彩  (2) 鳴北 57.86

野田　美咲  (1) 中尾　真実  (1) 坂井恵莉加  (1) 勝木　　優  (1) 長坂　采佳  (1)

谷川　花恵  (1) 鍵　由利菜  (1) 吉田　千秋  (1) 岩永　実里  (1) 松尾光希子  (1)

橋本佳奈恵  (2) 山田　聖子  (2) 小松　奈菜  (2) 吉村あゆみ  (2) 山崎　花穂  (2)

長与第二　　　９２ 点 時津　　　　８９ 点 琴・琴海　　　　　６７ 点 長与　　　　　６５ 点 鳴北　　　　　　３３ 点 高田　　　　　　９ 点

☆:県中学新 溝上　元 松村　哲弥

◇: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

決 勝 記 録 一 覧 表

６位

５位 ６位４位

４位 ５位

記録 氏　名　(学年) 所属

月/日

１位 ２位 ３位

 6/17  6/17  6/17

所属所属 記録

２位 ３位

氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年)

風向風速

記録主任

共
通

低
学
年

天候

 6/17

10:00

曇り

時刻

１位

総 務

技術総務

審 判 長

気温(℃)

1.6

24.5

南

曇り

11:00

 6/17

湿度(％)

女子総合得点

氏　名　(学年)

区
分

順位

１
年

２
年

風向

風速(m/s)

北北東

記録 氏　名　(学年) 記録所属 記録 氏　名　(学年) 所属

79 70

26.5

2.0

 6/17

12:00

曇り

南

1.2

25.5

76

15:00

曇り 曇り 曇り

13:00 14:00

南南西 南南東 西南西

0.1 0.2 0.2

26.0 25.5 26.0

73 72 73


