
平成18年度　長崎県高等学校総合体育大会陸上競技 女子
平成18年 6月3日（土）～6日（火） 主催：長崎県高等学校体育連盟 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 7 8
種別／種目 風速 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属
4日 平野　友季 (2) 12.26 岩﨑奈々美 (3) 12.64 今村　智美 (2) 12.68 山口ちひろ (1) 12.73 徳永　恵実 (2) 12.87 山口　博子 (2) 12.98 寺井友紀子 (3) 19.69

100m -1.4 長崎女 長崎女 五島 佐世保西 諫早 佐世保西 大村
6日 平野　友季 (2) 24.94 山口ちひろ (1) 25.87 徳永　恵実 (2) 26.27 今村　智美 (2) 26.42 永岡　飛鳥 (3) 26.62 境　　優希 (1) 26.77 松本　華穂 (3) 27.05

200m -0.1 長崎女 NGR 佐世保西 諫早 五島 長崎南 長崎女 長崎西
3日 里　春香 　(3) 58.47 松本　華穂 (3) 59.89 山夲　千愛 (3) 61.26 中川　舞香 (3) 61.36 田崎　涼子 (2) 61.57 安部　美妃 (3) 62.37 浦田　絵美 (3) 62.40 橋本　佳奈 (3)

400m 純心女 長崎西 長崎西 長崎南 長崎商 長崎女 上五島 諫早商
5日 吉福　梨恵 (3)  2:18.52 中村知可子 (1)  2:18.69 山夲　千愛 (3)  2:22.61 中村　美紀 (2)  2:22.80 佐原梨花子 (1)  2:23.17 平山　遥子 (1)  2:23.37 岩崎　　曜 (3)  2:24.22 松本真奈美 (1)

800m 松浦 諫早 長崎西 口加 川棚 諫早 長崎西 島原商
3日 松永　明希 (3)  4:29.16 桐谷　　瞳 (3)  4:31.62 吉福　梨恵 (3)  4:35.81 朝長菜津美 (3)  4:38.97 村岡　　茜 (3)  4:39.77 平山　奈々 (3)  4:42.26 古賀妃香瑠 (2)  4:46.77 竹外　春菜 (3)

1500m 諫早 諫早 松浦 長崎商 諫早 長崎商 口加 宇久
6日 松永　明希 (3)  9:33.96 吉福　梨恵 (3)  9:38.66 朝長菜津美 (3)  9:39.49 桐谷　　瞳 (3)  9:47.52 吉川　佳恵 (3)  9:52.80 荒木　裕佳 (1) 10:04.56 古賀妃香瑠 (2) 10:12.26 石栄　瑞名 (2)

3000m 諫早 松浦 長崎商 諫早 諫早 口加 口加 口加
6日 松下　成美 (2) 15.03 坂本　愛美 (1) 15.44 松田　絵梨 (1) 15.83 平山しずか (3) 16.35 美野田千絋 (1) 16.37 福田　奈々 (2) 16.89 森崎つらね (2) 16.99 荒木　　渚 (1)

100mH +0.2 長崎南 長崎女 佐世保西 五島 大村 佐世保東翔 長崎日大 長崎南
4日 山田紗登美 (3) 65.76 石橋めぐみ (2) 67.16 水島　史織 (3) 67.69 田平なつみ (2) 68.87 大久保めぐみ (3) 68.92 中尾　優花 (2) 69.34 森崎つらね (2) 69.61 平山しずか (3)

400mH 長崎南 島原 口加 長崎南 島原 長崎南 長崎日大 五島
3日 金崎　藍子 (3) 14:31.81 坂本　可奈 (2) 14:54.48 井手　千尋 (3) 15:36.25 永村　智美 (2) 17:10.32 下野保菜美 (3) 17:41.56 金崎　　茜 (1) 18:01.75 山本　佳加 (2) 21:17.82 藤本　奈狎 (1)

3000mW 長崎南 NGR 佐世保西 NGR 佐世保西 NGR 佐世保北 長崎南 長崎南 大村 佐世保商
3日 坂本　愛美 (1) 1m57 榎嶋　公子 (1) 1m57 川前　沙弥 (3) 1m54 渕上　真帆 (2) 1m54 久松　真美 (3) 1m54 西村　幸奈 (3) 1m54 福田　裕子 (2)

走高跳 長崎女 JOF 諫早 JOF 猶興館 長崎女 長崎明誠 長崎南 島原
松尾　智美 (2) 1m54
長崎南

4日 永岡　飛鳥 (3) 5m49(+1.8) 楠本　恵理 (1) 5m33(+1.0) 内野　香苗 (2) 5m22(+0.4) 吉田　　円 (3) 5m15(+1.0) 菅﨑紗也香 (2) 5m07(+0.7) 板山　瑶子 (1) 4m98(+0.5) 林　　裕子 (2) 4m92(+1.0) 西川　千尋 (1)
走幅跳 長崎南 長崎南 長崎女 上五島 長崎西 諫早 長崎商 長崎南

6日 瀧川　真紀 (2)  11m62 丸尾　梨華 (3)  11m11 平山まなみ (3)  10m83 橋本小和子 (3)  10m45 川添あかね (2)  10m44 松添　葉子 (1)   9m76 小林江三子 (2)   9m74 長尾 沙也佳(3)
砲丸投 口加 長崎南 富江 長崎商 長崎日大 川棚 島原農 純心女

4日 平山まなみ (3)  32m71 瀧川　真紀 (2)  31m93 森　さやか (3)  31m54 濱原　水野 (3)  29m60 吉田　　彩 (2)  27m35 山口　菜月 (3)  27m07 指方　文子 (2)  26m99 有馬　志穂 (2)
円盤投 富江 口加 長崎商 中五島 口加 佐世保商 川棚 佐世保東翔

3日 丸尾　梨華 (3)  41m72 古門　　葵 (3)  39m72 峰越　梨代 (3)  35m93 山口　菜月 (3)  34m85 深松　彩子 (2)  34m19 吉田　　彩 (2)  33m92 川迎　美希 (3)  32m32 川添あかね (2)
やり投 長崎南 長崎日大 西海学園 佐世保商 長崎女 口加 西海学園 長崎日大

4～5日 山田紗登美 (3)  4187 松下　成美 (2)  3987 美野田千絋 (1)  3360 山口　　歩 (1)  3087 増山　友美 (2)  2685
7種総合得点 長崎南 長崎南 大村 長崎南 宇久
5日 長崎女 48.17 長崎南 49.37 佐世保西 49.77 諫早 50.32 純心女 50.95 長崎日大 51.00 五島 51.04 西海学園

4×100m NPH NGR

6日 長崎女  3:56.08 長崎南  4:00.40 長崎西  4:00.73 佐世保西  4:04.35 島原  4:06.84 純心女  4:06.92 西海学園  4:12.49 上五島
4×400m NGR

混成総合 長崎南 14点 大村 4点 宇久 2点
7点 諫早 6点 西海学園10点 長崎日大 7点 長崎商14点 長崎女 14点 富江フィールド総合 長崎南 25.5点 口加

壱岐 14点 上五島諫早 18点 佐世保北 14点トラック総合 長崎南 43点 五島 39点 佐世保西 33点 西海学園 21点
19点 長崎商 17点 松浦29点 口加 22点 長崎西50点 諫早 45点 佐世保西女子総合 長崎南 79.5点 長崎女

決 勝 記 録 一 覧 表

記録 記録記録 記録 記録 記録

森崎つらね (2)楠本　恵理 (1) 末永　　綾 (3)内野　香苗 (2)

板山　瑶子 (1)

榎嶋　公子 (1) 伊藤　未佳 (2)

赤平　静香 (2) 松下　　優 (3)
平野　友季 (2) 松下　成美 (2) 山口　博子 (2) 徳永　恵実 (2) 里　春香 　(3) 古門　　葵 (3)
岩﨑奈々美 (3) 田平なつみ (2) 香川　千祥 (2)

神﨑　里美 (2) 永岡　飛鳥 (3) 山口ちひろ (1) 中瀬　美咲 (1)

福田　裕子 (2) 里　春香 　(3)
安部　美妃 (3) 永岡　飛鳥 (3) 菅﨑紗也香 (2) 山口　博子 (2)

水口　彩   (3) 彌永　未来 (2)

大久保めぐみ (3) 赤平　静香 (2)

金子　　咲 (2) 水口　彩   (3)
神﨑　里美 (2) 松下　成美 (2)
内野　香苗 (2) 中川　舞香 (3) 岩崎　　曜 (3) 松田　絵梨 (1)

山夲　千愛 (3) 末永　　綾 (3)

石橋めぐみ (2) 後田 さよこ(2)平野　友季 (2) 山田紗登美 (3) 松本　華穂 (3) 山口ちひろ (1)

記録

山下　千覚 (2) 具志堅佑季 (3)
今村　智美 (2) 宮本　綾子 (3)
藤盛　弥三 (1) 石橋　千草 (3)
清川かおり (2) 川脇　梓穂 (3)

宮本　綾子 (3) 古川のぞみ (3)

具志堅佑季 (3) 吉田　　円 (3)

川脇　梓穂 (3) 浦田　絵美 (3)
石橋　千草 (3) 切江　香織 (3)



競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場
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