
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

谷村　春佳(1) 13.93 梅田　莉子(1) 14.02 市瀬　麻由(1) 14.12 河野　愛里(1) 14.13 藤原　亜衣(1) 14.39 藤武　彩香(1) 14.63 牟田　育美(1) 15.65 末吉　咲希(1) 15.82

佐　々 鹿　町 江　迎 江　迎 佐　々 鹿　町 小値賀 小値賀

川野寿美礼(2) 13.06 吉浦　朱李(2) 14.43 吉田　香代(2) 14.62 米原　愛乃(2) 14.97 松本　理穂(2) 14.98 田中　里衣(2) 15.19 松江沙由里(2) 15.59

佐　々 鹿　町 佐　々 鹿　町 小値賀 江　迎 江　迎

安永　美穂(3) 14.00 城谷　夏紀(3) 14.12 岡野　朱花(3) 14.48 岡本　夏実(3) 14.54 石井　麻衣(3) 14.67 松岡　里沙(3) 14.73 小西　真子(3) 14.99 大円坊裕子(3) 15.17

佐　々 佐　々 小値賀 江　迎 江　迎 鹿　町 小値賀 鹿　町

川野寿美礼(2) 26.96 山村　香凛(3) 28.27 城谷　夏紀(3) 29.49 岡野　朱花(3) 30.28 小西　真子(3) 30.48 赤木ますみ(3) 31.56

佐　々 鹿　町 佐　々 小値賀 小値賀 江　迎

藤原　麻衣(1) 2:41.05 藤原　亜衣(1) 2:41.88 山村　杏奈(1) 2:46.70 牟田　育美(1) 2:47.58 住徳　　奏(1) 2:48.36 橋本麻佐子(1) 2:52.86 伊藤　詩織(1) 2:56.27 森　　鮎美(1) 2:59.17

佐　々 佐　々 鹿　町 小値賀 江　迎 小値賀 鹿　町 江　迎

西　　睦美(2) 2:33.82 濵浦　未妃(2) 2:36.85 友田　有香(2) 2:39.12 家永　　薫(2) 2:51.59 宮田　千明(2) 2:52.42 岩坪　美保(2) 2:56.73 草野　美穂(2) 3:07.90

小値賀 佐　々 佐　々 鹿　町 鹿　町 小値賀 江　迎

柴山　晃加(3) 2:26.41 森　　夏季(3) 2:26.48 白水　彩香(3) 2:26.61 藤川真友美(3) 2:47.22 蒲原　真衣(3) 2:49.52 松崎　絢加(3) 2:52.17 友廣　摩美(3) 2:55.85 朝永　恵子(3) 3:01.94

江　迎 江　迎 佐　々 小値賀 佐　々 小値賀 鹿　町 鹿　町

柴山　晃加(3) 5:11.94 森　　夏季(3) 5:12.29 西　　睦美(2) 5:14.10 白水　彩香(3) 5:23.33 濵浦　未妃(2) 5:31.08 馬田　美里(3) 5:47.05 山村　杏奈(1) 6:08.68 朝永　恵子(3) 6:28.54

江　迎 江　迎 小値賀 佐　々 佐　々 小値賀 鹿　町 鹿　町

佐藤綾希子(2) 13.98 近藤あさひ(2) 14.71 吉浦　杏菜(2) 15.40 中山　明香(2) 24.00

佐　々 佐　々 鹿　町 鹿　町

佐々木知愛(3) 17.81 小笠原希美(3) 18.22 近藤　由衣(3) 21.85 川口　倫慧(3) 24.69

佐　々 佐　々 鹿　町 鹿　町

鹿　町  56.88 佐　々  57.70 江　迎  59.44 小値賀  63.31
藤武　彩香(1) , 近藤　　歩(1) 川淵　　愛(1)  , 谷村　春佳(1) 市瀬　麻由(1)  , 河野　愛里(1) 牟田　育美(1)  , 末吉　咲希(1)

堤　　結子(1) , 梅田　莉子(1) 藤原　亜衣(1)  , 藤原　麻衣(1) 市山　凌子(1)  , 塩谷　伶奈(1) 田崎　由奈(1)  , 博多屋静香(1)

佐　々  55.78 鹿　町  56.87 江　迎  59.00 小値賀  60.56
濵浦　未妃(2)  , 川野寿美礼(2) 家永　　薫(2)  , 吉浦　朱李(2) 松江沙由里(2)  , 田中　里衣(2) 西　　睦美(2)  , 田迎さゆり(2)

近藤あさひ(2)  , 前川　玲美(2) 米原　愛乃(2)  , 北村　麻衣(2) 藤本　修子(2)  , 古場みゆき(2) 岩坪　美保(2)  , 松本　理穂(2)

佐　々  56.45 江　迎  59.06 鹿　町  60.95 小値賀  62.36

近藤あさひ(2) , 谷村　春佳(1) 松江沙由里(2) , 市瀬　麻由(1) 宮田　千明(2) , 梅田　莉子(1) 田迎さゆり(2) , 牟田　育美(1)

藤原　亜衣(1) , 川野寿美礼(2) 河野　愛里(1) , 田中　里衣(2) 藤武　彩香(1) , 家永　　薫(2) 博多屋静香(1) , 松本　理穂(2)

佐　々  55.22 鹿　町  56.00 小値賀  57.19 江　迎  57.52

城谷　夏紀(3) , 川野寿美礼(2) 北村　麻衣(2) , 吉浦　朱李(2) 岡野　朱花(3) , 馬田　美里(3) 岡本　夏実(3) , 小川　梨香(3)

近藤あさひ(2) , 谷村　春佳(1) 米原　愛乃(2) , 山村　香凛(3) 樋口さくら(3) , 小西　真子(3) 赤木ますみ(3) , 石井　麻衣(3)

森　　成美(3) 1.39 前川　玲美(2) 1.25 友田　有香(2) 1.20

江　迎 佐　々 佐　々 ４位

吉田　香代(2) 4.27 市瀬　麻由(1) 4.17 柴山　美里(3) 4.13 松本　理穂(2) 4.12 金子　麻未(3) 4.09 松岡　里沙(3) 4.06 田迎さゆり(2) 3.80 岡本　幸奈(1) 3.77

佐　々 +2.2 江　迎 +2.2 江　迎 +3.9 小値賀 +2.6 佐　々 +3.4 鹿　町 +2.2 小値賀 +2.8 鹿　町 +2.9

石井　麻衣(3) 9.21 立石　　恵(3) 8.41 小笠原千晴(2) 8.39 大久保結加(2) 7.92 松延　祐里(2) 7.9

江　迎 小値賀 佐　々 佐　々 江　迎

備考　●:大会新　○:大会ﾀｲ

3年女子　100m

+4.2

共通女子　走高跳

2年女子　800m

3年女子　800m

低学年女子　4×100mR

共通女子　4×100mR

1年女子　4×100mR

2年女子　4×100mR

6/10

6/10

6/11

決勝記録一覧表（中学生女子）

共通女子　200m

1年女子　800m

1年女子　100m +3.2

2年女子　100m

6/11

6/11

6/11

6/11

種　目

6/11

6/11

6/11

6/11

6/11

6/11

6/10 共通女子　砲丸投

共通女子　走幅跳

6/10 共通女子　1500m

6/11 低学年女子　80mH

6/11 共通女子　100mH +3.3

+2.7

+1.7

+3.5

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 学校 集計

1 佐　々 139
2 江　迎 77

3 鹿　町 64
4 小値賀 52

女子総合


