
平成18年度ＫＴＮ杯長崎市中学校陸上競技新人大会 男子
平成18年 9月18日（月），9月24日（日） 主催：長崎市陸上競技協会・(財)ＫＴＮスポーツ振興財団 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

順位 1 2 3 4 5 6
種目 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

久保田祐也 57.30 山崎伸太郎 58.01 平口　貴明 59.55 林田　健司 59.87 浦岡　　将 60.17 薦田　哲朗 60.66
三和(2) 岩屋(2) 小江原(2) 橘(2) 長大附属(2) 桜馬場(2)
尾上　　暢  2:08.9 天野　幸平  2:10.7 薦田　哲朗  2:14.0 山田　崇裕  2:20.9 森田　祐輝  2:29.4 井手　　駿  2:30.4
長大附属(1) NGR 西浦上(2) NGR 桜馬場(2) 岩屋(2) 小島(2) 梅香崎(2)
本田　伸雄 10:08.6 塚原　道秀 10:17.1 井上　　傑 10:20.8 中原　雄人 10:24.8 吉岡　海渡 10:29.7 伊藤　俊晋 10:31.8
梅香崎(2) 小江原(2) 長大附属(2) 長崎(2) 桜馬場(2) 西浦上(2)
藤野　洋司 18.05 森　　政貴 18.70 藤田　恭平 19.09 荒木　　航 20.08 浦山祥一郎 20.14 新田　祐貴 20.25
岩屋(2) (+1.3) 桜馬場(2) (+1.3) 岩屋(2) (+2.4) 小島(2) (+2.4) 長崎東(2) (+1.3) 小島(2) (+1.3)
岩屋 47.80 小江原 47.86 桜馬場 49.42 東長崎 50.04 三和 50.63 長大附属 51.47

中尾　真基 1m55 浅利　祐希 1m50 狩野　良介 1m50 森　　政貴 1m50 片山　元貴 1m45 牧島　啓佑 1m45
丸尾(2) 緑が丘(2) 梅香崎(2) 桜馬場(2) 小江原(2) 東長崎(2)
前田　康志 2m10 大隈　貴之 2m00
桜馬場(2) 長崎琴海(2)
梅木　　駿 5m45(+1.4) 山崎伸太郎 5m39(+2.2) 石橋　　定 5m38(+0.7) 森　　純平 5m35(+1.0) 大坪　　拳 5m12(+0.9) 片山　元貴 5m01(+1.5)
長崎(2) 岩屋(2) 東長崎(2) 小江原(2) 緑が丘(1) 小江原(2)
熊本　章太   8m85 吉村　和朗   8m75 王　　智鵬   8m15 鶴崎　健治   7m90 西田健太朗   7m87 山口　輝希   7m69
小江原(2) 東長崎(2) 梅香崎(2) 桜馬場(2) 戸町(2) 東長崎(2)

100m 鶴崎　健治 12.14 髙比良健斗 12.16 森　　純平 12.28 本田　昂希 12.36 藤野　洋司 12.41 北川　正和 12.42
桜馬場(2) (+2.7) 三和(2) (0.0) 小江原(2) (0.0) 小江原(2) (2.6) 岩屋(2) (0.0) 長大附属(2) (+2.7)
髙比良健斗 24.35 藤田　恭平 24.60 本田　昂希 24.97 北川　正和 25.29 鈴木　健悟 25.32 中尾　真基 25.37
三和(2) (+1.8) 岩屋(2) (+1.8) 小江原(2) (+1.8) 長大附属(2) (+1.9) 東長崎(2) (+1.8) 丸尾(2) (+1.9)
塚原　道秀  4:39.5 本田　伸雄  4:42.5 山口広太郎  4:42.8 佐藤　佳祐  4:43.0 山田　崇裕  4:46.5 菖蒲　丈晴  4:46.7
小江原(2) 梅香崎(2) 三重(2) 小江原(2) 岩屋(2) 三和(2)

100m 松尾　龍太 12.22 村田　卓大 12.88 峯脇　勇磨 13.01 桑原　修三 13.03 桑宮　健太 13.10 望月　恵介 13.14
小江原(1) (+0.5) 長大附属(1) (+0.5) 小江原(1) (+1.0) 土井首(1) (+0.5) 三和(1) (+1.4) 桜馬場(1) (+0.5)
松尾　龍太 24.66 桑原　修三 25.95 岩木　康平 26.23 峯脇　勇磨 26.47 村田　卓大 26.51 桑宮　健太 26.56
小江原(1) (+1.7) 土井首(1) (+2.4) 山里(1) (+2.4) 小江原(1) (+2.4) 長大附属(1) (+1.7) 三和(1) (+0.2)
尾上　　暢  4:34.2 山本　悠矢  4:46.3 渡辺　　顕  4:49.4 福田　　直  4:54.3 安永　賢人  4:56.7 大串　考平  4:59.0
長大附属(1) NGR 長大附属(1) 長崎琴海(1) 西浦上(1) 淵(1) 長崎琴海(1)

100mH 上田涼太朗 18.18 平尾　晃司 19.29 平　　純也 19.80 高瀬　　賢 20.24 田中　海希 20.32 白石　晃正 22.67
(+2.2m) 東長崎(1) 緑が丘(1) 長大附属(1) 長大附属(1) 東長崎(1) 長崎(1)

小江原 50.23 長崎琴海 52.34 山里 53.02 長大附属 53.30 緑が丘 53.77 桜馬場 53.83
NGR

NGR:大会新 亀田　信樹 久保　英樹
EGR:大会ﾀｲ

小川広太郎 鮎川　良英

向　潮　、藤島　義信
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平成18年度ＫＴＮ杯長崎市中学校陸上競技新人大会 女子
平成18年 9月18日（月），9月24日（日） 主催：長崎市陸上競技協会・(財)ＫＴＮスポーツ振興財団 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

順位 1 2 3 4 5 6
種目 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

森　智香子  5:01.2 末次　志帆  5:05.7 石瀬　裕子  5:12.4 平野　晶子  5:16.6 野口　陽加  5:18.0 西川　愛理  5:19.0
長大附属(2) 西浦上(2) 小江原(2) 岩屋(1) 桜馬場(1) 長崎東(1)
森山　和恵 16.44 島田　莉緒 17.68 南　真優子 17.88 池田　愛美 18.92 野中　麻央 18.96 中嶋絵里菜 19.41
桜馬場(2) (+2.5) 橘(2) (+2.5) 長大附属(2) (+2.2) 小島(2) (+2.2) 西浦上(2) (+2.5) 小島(2) (+2.5)
長大附属 52.09 桜馬場 53.77 岩屋 55.52 小江原 56.05 橘 56.07 戸町 56.86

NGR

木村衣久子 1m50 高戸奈央子 1m40 大上紗弥花 1m35 池田　友紀 1m30 池田　愛美 1m25 岳本　真美 1m25
長大附属(2) EGR 梅香崎(2) 長大附属(2) 横尾(2) 小島(2) 長崎琴海(2)
林田　小菜 4m57(+1.3) 南　真優子 4m44(+1.7) 濵　　夏樹 4m25(+1.3) 古田　瑞歩 4m24(+1.3) 中村　　白 4m17(+0.6) 山田　智代 4m16(+0.6)
長崎東(2) 長大附属(2) 福田(2) 長崎琴海(2) 戸町(1) 緑が丘(1)
奥村奈緒美   8m98 下田　雛子   8m71 川邉　菜摘   8m66 酒井　　志   8m49 向井　里沙   8m06 林田　優希   8m02
橘(2) 梅香崎(2) 福田(2) 梅香崎(2) 福田(2) 小島(1)

100m 緒方　美雪 13.07 山形　　栞 13.09 大上紗弥花 13.09 森山　和恵 13.34 山田　　遥 13.68 林田　小菜 13.82
三和(2) (+3.0) 桜馬場(2) NGR (+1.3) 長大附属(2) (+3.8) 桜馬場(2) (+3.8) 小江原(2) (+0.9) 長崎東(2) (+1.3)
山形　　栞 26.44 木村衣久子 27.86 山田　　遥 28.15 柿本　美佳 28.38 江島　晨羽 28.40 大場　　栞 29.61
桜馬場(2) NGR (+1.0) 長大附属(2) (+0.6) 小江原(2) (+1.0) 岩屋(2) (+1.0) 長大附属(2) (+1.0) 東長崎(2) (+1.3)
森　智香子  2:32.7 石瀬　裕子  2:34.1 末次　志帆  2:35.1 藤下　　碧  2:36.2 金子麻紗子  2:38.1 入里香奈子  2:41.0
長大附属(2) 小江原(2) 西浦上(2) 長大附属(2) 桜馬場(2) 岩屋(2)

100m 橋本　祐依 13.30 山下　阿美 13.40 荒木　美里 13.90 北川　沙綾 13.95 新井　雪菜 14.10 宮瀬　麻里 14.16
(0.0m) 長大附属(1) EGR (+1.9) 岩屋(1) (+3.3) 岩屋(1) (+1.5) 桜馬場(1) (+1.4) 滑石(1) (+1.4) 西浦上(1) (+1.5)

橋本　祐依 27.27 山下　阿美 27.46 荒木　美里 28.64 竹藤　真紀 28.93 今吉　美香 29.24 初村　翔子 29.29
長大附属(1) NGR (+1.2) 岩屋(1) NGR (+1.2) 岩屋(1) (+2.7) 桜馬場(1) (+2.7) 桜馬場(1) (+1.8) 長崎琴海(1) (+2.7)
中村こころ  2:26.9 新井　雪菜  2:29.2 野口　　栞  2:29.8 川村さとみ  2:33.5 宮崎　麻衣  2:34.4 西川　愛理  2:36.0
岩屋(1) NGR 滑石(1) NGR 西浦上(1) NGR 三和(1) 岩屋(1) 長崎東(1)

80mH 宮瀬　麻里 14.23 北川　沙綾 14.38 山村　由実 16.43 堀田　麻菜 16.58 松浦　ふみ 16.64 酒井　摩耶 16.85
西浦上(1) (+3.0) 桜馬場(1) (+3.0) 岩屋(1) (+0.2) 東長崎(1) (+0.2) 小ヶ倉(1) (+3.0) 橘(1) (+0.2)
桜馬場 55.01 岩屋 55.34 滑石 57.79 長崎琴海 58.46 小江原 59.50 横尾 62.97

NGR:大会新 亀田　信樹 久保　英樹
EGR:大会ﾀｲ

小川広太郎 鮎川　良英

向　潮　,　藤島　義信

1 2 3 4 5 6

優秀選手賞 尾上　暢（長大附属），山形　栞（桜馬場），梅木　駿（長崎），木村衣久子（長大附属）

１４点２２点 小江原 ２０点 橘４８点 岩屋 ４６点 西浦上総合得点 長大附属 ５７点 桜馬場
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石本明日香  (1) 村崎　由佳  (2)
橋本　祐依  (1) 森山　和恵  (2) 木下　明子  (2) 鹿山まどか  (2) 酒井　摩耶  (1) 野口のどか  (2)
江島　晨羽  (2) 北川　沙綾  (1) 原　　依理  (2) 永尾　優実  (2)

奥村奈緒美  (2)長坂　麻美  (2) 宮﨑　毬子  (1)
大上紗弥花  (2) 山形　　栞  (2) 柿本　美佳  (2) 山田　　遥  (2) 室野　菜月  (2) 中村　　白  (1)
木村衣久子  (2) 園田　志野  (2) 西山　璃奈  (2)
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走高跳

1500m

4×100m 古田　愛実  (1)

新井　雪菜  (1) 加田平英恵  (1)
番家　　葵  (1)

谷　　春可  (1) 中村　美咲  (1)
藤田ゆきの  (1)

共
通

竹藤　真紀  (1) 中村こころ  (1) 宮川　千明  (1)
村田　昌應  (1) 荒木　美里  (1) 宮嵜　麻子  (1)

橋口　紗香  (1)

北川　沙綾  (1) 小西　亜依  (1)
今吉　美香  (1) 山下　阿美  (1)

初村　翔子  (1)
谷口つばさ  (1)

久保絵里奈  (1) 一瀬　有希  (1)
川村ひらり  (1) 末吉　鞠菜  (1)


