
第22回　全国小学生陸上競技交流大会　長崎県大会

平成18年 6月25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 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録

5年100m 永田　来樹 14.57 本田　遊大 14.78 折口　力弥 15.03 岩本幸志郎 15.33 石原　敬斗 15.43 有馬　安倫 15.43 江原　周平 15.43 志水　香月 16.05

(-2.1m) 三会小(5) 長崎ク(5) 青方Ｊ(5) 七釜Ｊ(5) 時津ク(5) 洗切ク(5) 時津ク(5) 福島陸(5)

6年100m 森　　翔平 13.24 江越　海地 13.66 島　　孝彰 13.69 岩崎　孝輔 13.97 犬束　謙志 13.99 藤本　雄大 14.05

(-1.9m) 福島陸(6) 慈恩寺(6) 長崎ク(6) 時津東(6) 北部小(6) 時津東(6)

共通80mH 松村晋一郎 13.79 中尾　隆成 13.89 岩本幸志郎 14.85 井上　北斗 14.92 金子　健士 15.60 石田　将吾 16.32 片山諒太郎 16.50 梶村　研治 16.58

(-1.3m) ＭＡＣ(6) 七釜Ｊ(6) 七釜Ｊ(5) ＯＩＣ(6) 七釜Ｊ(6) 鷹島ク(5) 春日ク(6) 鷹島ク(5)

共通 時津東 54.29 福島陸Ａ 54.69 七釜Ｊ 57.60 長崎クＡ 57.68 福江クＡ 58.16 大瀬戸Ａ 58.58 洗切クＡ 58.65 村松ク 59.71
4×100mR

江口　隼平 1m40 釣永　秀人 1m37 辻　　恭一 1m31 森　　颯馬 1m28 橋本　祐樹 1m28 竹林　　晃 1m15 松本　　武 1m15 山﨑光太郎 1m10

鹿町ク(6) EGR 福江ク(6) 洗切ク(6) 福江ク(6) 南串一(6) 遠竹Ｊ(6) 東長崎(6) 北串ク(6)

林　　諒哉   4m70 堀本　大洋   4m40 釣永　秀人   4m31 森　　颯馬   4m28 竹林　　晃   4m19 梶村　研治   4m09 江口　純平   3m99 御厨　隆紀   3m94

ＳＩク(6) (+1.1) 春日ク(6) (0.0) 福江ク(6) (0.0) 福江ク(6) (+3.2) 遠竹Ｊ(6) (+2.1) 鷹島ク(5) (+2.1) 遠竹Ｊ(6) (+0.2) 大瀬戸(6) (+2.0)

松坂　誠應  58m20 小川　裕生  56m42 馬込　　剛  54m94 堀本　大洋  54m62 平田　太郎  50m53 久家　正樹  49m43 松本　晃希  49m30 境　　泰樹  45m59

慈恩寺(6) 長崎ク(6) 鹿町ク(6) 春日ク(6) 平戸ク(6) 春日ク(6) 長与ク(5) 長与ク(5)

5年100m 寺田　優香 14.45 山川　怜己 14.53 三浦　真緒 14.83 田村　萌香 15.08 戸川　祐華 15.13 山﨑　有紀 15.20 石本　奈々 15.23 菅﨑　璃子 15.27

(-1.3m) 口之津(5) 村松ク(5) 福江ク(5) 福江ク(5) 福江ク(5) 西海Ｒ(5) 時津ク(5) 皆瀬ク(5)

6年100m 横町　七美 14.20 村里　奏子 14.44 畠下　有彩 14.81 椎葉真由子 14.90 中沼　海梨 15.01 田崎　澄夏 15.06 川口　舞子 15.15 藤山　未来 15.30

(-0.6m) ＳＩク(6) 木風Ｃ(6) 村松ク(6) 長田Ｊ(6) 大瀬戸(6) 高田小(6) 世知原(6) 明峰Ｊ(6)

共通80mH 谷口　未紗 14.50 江頭　奈那 14.81 戸川　祐華 14.91 永本明日香 15.30 田中優花子 15.37 水戸　千晶 15.71 相川　公乃 15.75 道脇　鈴子 15.92

(-1.6m) 明峰Ｊ(6) 村松ク(6) 福江ク(5) 村松ク(6) 明峰Ｊ(6) 福江ク(6) 小栗ク(6) 時津ク(6)

共通 ＳＩクＡ 56.12 村松クＡ 57.64 福江クＡ 58.77 明峰Ｊ 59.41 高来クＢ 60.43 長与北Ｂ 60.47 上郷クＡ 60.53 小野ク 60.67
4×100mR

永本明日香 1m21 本多　美有 1m18 森　　美晴 1m15 藤田　彩伽 1m15 森　　琴美 1m15 甲斐ちひろ 1m10 山口　笑佳 1m10

村松ク(6) 加東ク(6) 長崎ク(6) ＳＩク(6) 遠竹Ｊ(6) 北串ク(6) 遠竹Ｊ(6)

山下満里奈 馬場　美幸

七釜Ｊ(5) 北串ク(5)

森　　彩華

時津北(6)

中沼　海梨   4m33 木村　理紗   4m14 森　　琴美   3m98 竹口　照江   3m93 相川　美佳   3m80 朝長　凛々   3m72 田村　萌香   3m70 藤山　未来   3m68

大瀬戸(6) (+0.5) 長与南(6) (+2.0) 遠竹Ｊ(6) (+2.3) 福江ク(6) (+0.2) 時津ク(6) (+1.7) 波佐見(6) (+0.4) 福江ク(5) (+1.5) 明峰Ｊ(6) (+2.3)

下村　昭歩  47m34 綿谷　初歸  42m38 松代　瑶子  42m17 坂本　優花  38m90 小田　唯奈  35m22 野田　涼夏  33m17 井手真奈美  32m82 内田　美咲  32m66

さんＪ(6) 時津ク(5) 加東ク(6) 長与ク(6) 口之津(6) 口之津(5) 春日ク(5) 小野ク(6)

NPE:県小学新
NGR:大会新

共通走高跳

共通走幅跳

女
子

川端　実咲  (6)

田村　萌香  (5) 田中優花子  (6)

太田　　咲  (6)

山口貴己華  (6)平湯ひかり  (5)濱崎　史帆  (6)

富永恵己香  (6) 遠山　愛海  (6) 池田　理恵  (6)横町　七美  (6) 山川　怜己  (5) 竹口　照江  (6) 石橋　亜美  (5)

金子　健士  (6)

中村　美歩  (6)

上田　幸穂  (6) 須川あさひ  (6) 戸川　祐華  (5) 谷口　未紗  (6) 藤山　美香  (5) 永尾　朱音  (6) 渡辺あかり  (6)

水戸　千晶  (6)

山下　直人  (6)

志水　研太  (6)

曇り
南南東

畠下　有彩  (6)

森　　翔平  (6)
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区
分

共通ﾎﾞｰﾙ投

藤本　雄大  (6)

寺田　拓実  (6)

岩崎　孝輔  (6)
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共通ﾎﾞｰﾙ投

時刻

松元悠太郎  (6)

道越　千奈  (6)

松崎　正紘  (6)

釣永　秀人  (6) 岩崎　博希  (6)

村上　弥生  (6)藤山　未来  (6)

出口　雪菜  (6)

浦口　健太  (6)

山口　功紀  (6)

福田　達朗  (6) 川上涼太郎  (6)

平湯　　韻  (6)

辻　　恭一  (6) 古賀　大嵩  (5)

江越　理帆  (6)

北原　佳織  (6)浅山佳奈子  (6)

淡田　真史  (6) 前田　拓也  (6) 岩本幸志郎  (5)

中尾　隆成  (6) 島　　孝彰  (6)

島田　沙絵  (6)

平形歩美也  (6)

本田　遊大  (5)

決 勝 記 録 一 覧 表

御厨　隆紀  (6)森　　颯馬  (6)

川﨑　　朗  (6) 竹島　　歩  (6)

山崎宗一郎  (6)吉用　智也  (6) 吉田　泰隆  (6)


