
競技会名:平成18年度 北松浦郡中学校総合体育大会陸上競技 2006年6月22日(木)～2006年6月22日(木)

主催:北松浦郡中学校体育連盟・北松浦郡各町教育委員会 会場:佐世保市総合グラウンド陸上競技場

日 風 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位

付 速 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

針尾　大貴(1) 12.67 樫山　拓哉(1) 13.02 新立　哲二(1) 13.22 末永　涼介(1) 13.24 遠山　尚徳(1) 13.43 松岡　　巧(1) 13.46 宮本　友樹(1) 14.00 田迎　鋭治(1) 14.92

江　迎 鹿　町 鹿　町 江　迎 小値賀 佐　々 佐　々 小値賀

石井裕太郎(2) 12.46 浦中　和也(2) 12.68 岩下　　翼(2) 12.83 山口宗一郎(2) 12.90 三木　雄輔(2) 13.01 林　　晃慶(2) 13.04 松川　純弥(2) 13.27 山田　大樹(2) 13.45

江　迎 鹿　町 小値賀 佐　々 鹿　町 佐　々 江　迎 小値賀

福田誠太朗(3) 11.79 三木　健太(3) 12.15 遠山　昌徳(3) 12.22 石田　悠二(3) 12.25 大山　直昭(3) 12.28 吉永健太郎(3) 12.68 藤井隆之輔(3) 12.97 高山　翔太(3) 13.02

鹿　町 鹿　町 小値賀 佐　々 佐　々 江　迎 江　迎 小値賀

三木　健太(3) 24.70 竹内　亮太(3) 24.90 大山　直昭(3) 25.43 遠山　昌徳(3) 25.49 藤武　亮太(3) 25.62 須藤　大海(2) 25.78 石井裕太郎(2) 25.99 岩下　　翼(2) 26.31

鹿　町 佐　々 佐　々 小値賀 鹿　町 江　迎 江　迎 小値賀

竹内　亮太(3) 57.59 黒田龍之介(3) 59.96 野村　玄徳(3) 61.63 大浦　淳一 62.37 松本　貴志(2) 68.89

佐　々 佐　々 小値賀 小値賀 江　迎

友田　孔大(3) 2:11.06 黒田龍之介(3) 2:14.16 永田　　渉(3) 2:14.34 田島　慶和(2) 2:19.00 大浦　良太(2) 2:19.93 植村　怜央(2) 2:22.79 大石翔太郎(3) 2:24.42 原田　慶春(3) 2:24.45

佐　々 佐　々 江　迎 江　迎 小値賀 小値賀 鹿　町 鹿　町

牟田健次郎(1) 4:57.93 村中　純平(1) 4:59.60 内野　佳樹(1) 5:02.84 橋川　貴光(1) 5:10.58 森　　太一(1) 5:13.26 小川　昇洋(1) 5:14.76 池田　正晴(1) 5:15.80 川久保圭隆(1) 5:20.12

小値賀 小値賀 佐　々 佐　々 江　迎 江　迎 鹿　町 鹿　町

山本　顕良(2) 4:40.88 田島　慶和(2) 4:47.01 井手　　翔(2) 4:50.46 大浦　良太(2) 4:51.10 須藤　大海(2) 4:56.32 山川　雅範(2) 4:57.84 浦田　優介(2) 5:10.51 原田　亮太(2) 5:31.10

佐　々 江　迎 佐　々 小値賀 江　迎 小値賀 鹿　町 鹿　町

友田　孔大(3) 4:38.88 野中　裕輝(3) 4:43.42 中村　俊介(3) 4:50.06 友廣　優次(3) 4:56.53 前田　真司(3) 4:57.87 馬田千登志(3) 4:59.94 馬場　裕介(3) 5:06.45 馬場　弘貴(3) 5:23.38

佐　々 佐　々 江　迎 江　迎 小値賀 小値賀 鹿　町 鹿　町

野中　裕輝(3) 9:55.10 池田　佳宏(2) 10:24.84 馬田千登志(3) 10:27.20 杉本　憲太(2) 10:50.75 植村　怜央(2) 11:00.15 福田　亮輔(3) 11:07.74 柴山　大河(3) 11:07.91 竹藤　和輝(3) 11:36.27

佐　々 江　迎 小値賀 鹿　町 小値賀 佐　々 江　迎 鹿　町

松本　貴志(2) 16.88 林枝　和穂(2) 17.39 林　　晃慶(2) 17.49 松永　紘忠(2) 17.96 吉田　裕希(1) 21.25

江　迎 佐　々 佐　々 江　迎 鹿　町

犬束　　魁(3) 17.19 見井田竜司(3) 18.06 吉永健太郎(3) 18.20 八木堅太郎(3) 18.55 小崎　順紀(3) 20.66

鹿　町 佐　々 江　迎 佐　々 江　迎

鹿　町  52.77 江　迎  53.12 佐　々  54.67 小値賀  56.63

岡本　健市(1) , 樫山　拓哉(1) 針尾　大貴(1) , 馬場　翔平(1) 吉永　智哉(1) , 宮本　友樹(1) 遠山　尚徳(1) , 村中　純平(1)

吉田　裕希(1) , 新立　哲二(1) 松永　侑樹(1) , 末永　涼介(1) 松尾　貞亮(1) , 松岡　　巧(1) 田迎　鋭治(1) , 堺　　陽久(1)

江　迎  49.38 鹿　町  50.16 小値賀  51.58

石井裕太郎(2) , 須藤　大海(2) 坂本　拓馬(2) , 三木　雄輔(2) 岩下　　翼(2) , 山田　大樹(2)

松川　純弥(2) , 松本　貴志(2) 山村　龍輝(2) , 浦中　和也(2) 大浦　良太(2) , 山川　雅範(2)

江　迎  51.09 鹿　町  51.80 佐　々  52.67 小値賀  54.58

石井裕太郎(2) , 針尾　大貴(1) 三木　雄輔(2) , 樫山　拓哉(1) 林　　晃慶(2) , 松岡　　巧(1) 山川　雅範(2) , 遠山　尚徳(1)

末永　涼介(1) , 田島　慶和(2) 新立　哲二(1) , 浦中　和也(2) 宮本　友樹(1) , 山口宗一郎(2) 堺　　陽久(1) , 山田　大樹(2)

鹿　町  48.10 佐　々  48.57 江　迎  49.33 小値賀  49.58

原田　慶春(3) , 福田誠太朗(3) 前田　智教(3) , 八木堅太郎(3) 永田　　渉(3) , 須藤　大海(2) 野村　玄徳(3) , 遠山　昌徳(3)

三木　健太(3) , 藤武　亮太(3) 倉岡　浩大(3) , 大山　直昭(3) 松本　貴志(2) , 吉永健太郎(3) 高山　翔太(3) , 大浦　淳一(3)

脇丸　　涼(3) 1.61 宮村　侑昌(3) 1.50 寺田健志郎(3) 1.50 末永　涼介(1) 1.50

佐　々 江　迎 佐　々 江　迎

福田誠太朗(3) 6.17 石田　悠二(3) 5.72 犬束　　魁(3) 5.46 見井田竜司(3) 5.26 朝永　　聡(3) 4.92 永峰　一騎(3) 4.60

鹿　町 +2.9 佐　々 +2.0 鹿　町 +2.4 佐　々 +2.3 江　迎 +1.3 江　迎 +2.2

福田　章人(3) 11.38 脇丸　　涼(3) 11.15 緒方　優樹(3) 11.03 野中　秀歳(2) 10.97

佐　々 +3.1 佐　々 +2.4 江　迎 +4.0 江　迎 +2.1

中村　周平(3) 9.00 博多屋智志(3) 8.92 西田　武人(3) 8.70 大賀　　龍(2) 8.62 入口　貴之(3) 8.07 松野　弘志(3) 7.76 石田　慎二(3) 7.71

江　迎 小値賀 佐　々 鹿　町 小値賀 佐　々 江　迎

備考　●:大会新　○:大会ﾀｲ 

共通男子　200m

6/10 共通男子　800m

+2.4

+4.3

種　目

1年男子　100m

2年男子　100m

3年男子　100m

+3.7

+2.5

共通男子　砲丸投

共通男子　走高跳

6/11

6/10

6/10

6/11

6/10

6/10

6/10

6/10

6/11

6/11

6/11

決勝記録一覧表（中学生男子）

6/10

6/11

6/10

6/10

6/10

共通男子　走幅跳

共通男子　三段跳

+3.8

6/11
共通男子
4×100mR

6/11 共通男子　110mH

6/11
低学年男子
4×100mR

1年男子　4×100mR

2年男子　4×100mR

+3.1

共通男子　3000m

3年男子　1500m

共通男子　400m

1年男子　1500m

2年男子　1500m

低学年男子　100mH

総    務　   近藤　孝行 印

技術総務     近藤　孝行 印

審 判 長　 大河内　進 印

記録主任     中尾　賢則 印

6/22 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

天気 曇 曇 曇 雨 曇

気温 25.0℃ 26.0℃ 27.0℃ 26.0℃ 26.0℃

風向 南南西 南南西南南西 南西 南南西

風速 2.4m 3.0m 2.9m 4.5m 4.0m

湿度 90％ 92％ 92％ 95％ 95％

順位 所属 集計

1佐　々 140
2 江　迎 108

3 鹿　町 81
4 小値賀 67

男子総合


