
1／3平成19年度　おおむら陸上競技カーニバル大会 女子

平成19年 5月 3日（水） 主催：大村市　　　　大村市陸上競技協会 競技場：大村市陸上競技場

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

小学4年 駒田　愛美 (4) 16.2 川原真美子 (4) 16.6 大石　千咲 (4) 16.7 山口　詩織 (4) 16.8 平野　　京 (4) 17.0 田下　愛佳 (4) 17.1

100m 福重小 (+0.3) ＩＪＡＣ 三浦小 (+0.3) 長里小 (+0.4) 富の原小 (+1.0) 福重小 (+0.4)

田中　千尋 (4) 16.8

放虎原小 (+0.3)

松尾　郁美 (4) 16.8

ＩＪＡＣ (+1.0)

小学5年 小島　明香 (5) 16.1 小嶋　紅音 (5) 16.2 中村　優里 (5) 16.5 松崎朝麻美 (5) 16.6 岬　　祐里 (5) 16.9 竹下　美鈴 (5) 17.0

100m ＩＪＡＣ (+1.5) ＩＪＡＣ (+0.1) 遠竹Ｊ (+1.0) 三浦小 (+1.5) 三城小 (+0.1) 遠竹Ｊ (+0.1)

林田　　碧 (5) 16.2 立石　佑子 (5) 16.9

三城小 (+1.0) 旭が丘小 (+0.1)

小学6年 石橋　亜美 (6) 14.8 中島　麻美 (6) 15.3 田中　美有 (6) 15.9 松尾　美咲 (6) 16.0 鶴田　有彩 (6) 16.1

100m 明峰Ｊ (+1.8) ＩＪＡＣ (+1.8) 旭が丘小 (+1.8) ＩＪＡＣ (+1.9) 旭が丘小 (+1.9)

川端　翔奈 (6) 15.3 押　　朋美 (6) 15.9 森　　綾香 (6) 16.1

ＩＪＡＣ (+1.5) 旭が丘小 (+1.5) 旭が丘小 (+1.8)

小学 中尾　愛香 (4)  3:02.2 大石　千咲 (4)  3:03.6 溝口　理奈 (4)  3:07.9 田下　愛佳 (4)  3:08.2 崎濵　美咲 (4)  3:14.6 山口　詩織 (4)  3:15.5 矢口　朋世 (4)  3:16.3 福島　千尋 (4)  3:19.6

800m 波佐見Ｊ 三浦小 福重小 福重小 東大村小 長里小 旭が丘小 波佐見Ｊ

小学 中島　麻美 (6)  3:24.9 林田　　碧 (5)  3:40.2 石橋亜祐美 (6)  3:41.1 鶴田　有彩 (6)  3:44.0 坂井　夏海 (6)  3:46.1 松尾　美咲 (6)  3:48.3 前田理帆奈 (6)  3:50.6 木下佳那子 (6)  3:52.4

1000m ＩＪＡＣ 三城小 ＩＪＡＣ 旭が丘小 三城小 ＩＪＡＣ 三浦小 長里小

小学 ＩＪＡＣ A 61.8 ＩＪＡＣ B 66.8 三城小 B 67.5 福重小 67.8 三城小 A 68.4 旭が丘小 B 68.6 長里小 69.2

4×100m 石橋亜祐美 (6) 小嶋　紅音 (5) 林田　　碧 (5) 田下　愛佳 (4) 田川美瑞希 (6) 丸尾くるみ (5) 木下　　茜 (6)

川端　翔奈 (6) 小島　明香 (5) 坂口　瀬里 (5) 松井　美希 (4) 平井　真実 (6) 金子由彩紗 (5) 山口　詩織 (4)

中島　麻美 (6) 松尾　郁美 (4) 勝見ちひろ (5) 溝口　理奈 (4) 川口穂奈美 (6) 立石　佑子 (5) 木下佳那子 (6)

松尾　美咲 (6) 川原真美子 (4) 岬　　祐里 (5) 駒田　愛美 (4) 田添　英理 (6) 岡村　梨紗 (5) 木下　美奈 (4)

小学 石橋　亜美 (6) 3m67(+2.8) 駒田　愛美 (4) 3m66(+1.3) 太田真亜子 (6) 3m47(+1.3) 林田　　碧 (5) 3m41(+2.0) 竹下　美鈴 (5) 3m36(+2.0) 平井　真実 (6) 3m11(+0.3) 渡部　志保 (5) 3m03(+0.4) 岩永　小春 (6) 3m00(+1.2)

走幅跳 明峰Ｊ 福重小 萱瀬小 三城小 遠竹Ｊ 三城小 遠竹Ｊ 明峰Ｊ

小学 駒田　愛美 (4)  38m60 林田　　碧 (5)  35m85 林　　恋実 (6)  34m91 百木　　愛 (6)  30m38 矢口　朋世 (4)  29m71 崎濵　美咲 (4)  29m44 勝見ちひろ (5)  29m13 上野　莉緒 (4)  28m52

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 福重小 三城小 鈴田小 三城小 旭が丘小 東大村小 三城小 福重小

決 勝 記 録 一 覧 表

記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録



2／3平成19年度　おおむら陸上競技カーニバル大会 女子

平成19年 5月 3日（水） 主催：大村市　　　　大村市陸上競技協会 競技場：大村市陸上競技場

決 勝 記 録 一 覧 表

中学1年 川原久美子 (1) 13.3 横町　七美 (1) 13.5 椎葉真由子 (1) 14.0 藤山　未来 (1) 14.5 鬼塚みなみ (1) 14.8 田中優花子 (1) 14.9

100m ＩＪＡＣ (+1.3) 明峰中 (+1.3) 長田中 (+2.5) 明峰中 (+1.9) 桜が原中 (+2.5) 明峰中 (+1.8)

谷口　未紗 (1) 14.8

明峰中 (+0.3)

田中真奈美 (1) 14.8

桜が原中 (+0.3)

中学2年 永田衣織里 (2) 12.8 岩竹　愛理 (2) 13.4 井上　美咲 (2) 14.0 中嶋　良恵 (2) 14.1

100m 玖島中 (+0.4) 諫早中 (+0.7) 高来中 (+0.4) 諫早中 (+0.4)

森　　琴音 (2) 14.0 水谷　涼香 (2) 14.1

波佐見中 (+0.7) 波佐見中 (+0.4)

平野小百合 (2) 14.0 村岡　胡桃 (2) 14.1

桜が原中 (+0.4) 諫早中 (+0.6)

田中ひかり (2) 14.1

大村中 (+0.4)

中学3年 石橋優里華 (3) 13.2 松尾　美幸 (3) 13.4 島田　麻央 (3) 13.6 森　　風歌 (3) 13.8 桑原　麻衣 (3) 13.9 藤山　梨沙 (3) 14.0 木下百合花 (3) 14.1

100m 明峰中 (+0.4) 玖島中 (+1.0) 高来中 (+0.3) 桜が原中 (+0.3) 大村中 (+0.3) 明峰中 (+1.2) 明峰中 (+0.3)

松本　恵美 (3) 13.6

高来中 (+1.2)

中学 石橋優里華 (3) 27.5 川原久美子 (1) 27.9 大汐　美里 (3) 28.4 松本　恵美 (3) 28.7 島田　麻央 (3) 29.0 山口　　愛 (2) 29.3 藤山　梨沙 (3) 29.5 松本　安奈 (2) 29.8

200m 明峰中 (+1.4) ＩＪＡＣ (+1.4) 大村中 (+1.4) 高来中 (+1.8) 高来中 (+1.4) 明峰中 (+1.8) 明峰中 (+1.1) 玖島中 (+1.4)

田中　桃子 (3) 29.8

西大村中 (+1.1)

中学 山本　芽依 (2)  2:29.0 山口　　愛 (2)  2:30.7 松木　加奈 (3)  2:34.0 西尾　美香 (2)  2:35.5 中村　侑香 (3)  2:36.3 田川　真衣 (2)  2:36.5 中村　朋香 (3)  2:36.8 中村　　優 (2)  2:37.7

800m 明峰中 明峰中 明峰中 明峰中 長田中 西大村中 長田中 諫早中

中学 山本　芽依 (2)  5:07.2 松木　加奈 (3)  5:07.5 中村　侑香 (3)  5:13.8 中村　朋香 (3)  5:14.1 山口　笑佳 (1)  5:18.6 中村　佳代 (3)  5:20.0 谷口　真紀 (2)  5:20.6 田川　真衣 (2)  5:26.6

1500m 明峰中 明峰中 長田中 長田中 小長井中 郡中 明峰中 西大村中

中学 松本　安奈 (2) 13.8 北平なつみ (2) 13.9 秀嶋　沙季 (2) 14.3 三根　千幸(2) 14.3 山口　　愛 (2) 14.5 谷口　未紗 (1) 15.5 田中優花子 (1) 15.7 藤川　直子 (2) 16.2

80mH 玖島中 (+1.3) 大村中 (+0.5) 森山中 (+1.3) 玖島中 (+0.5) 明峰中 (+2.0) 明峰中 (+1.3) 明峰中 (+0.5) 波佐見中 (+2.0)

三根　千幸 (2) 14.3

中学 永田衣織里 (2) 15.8 桑原　麻衣 (3) 16.2 小川　千里 (2) 17.6 田中　桃子 (3) 18.3 松尾　美咲 (3) 18.9 綿島くる実 (2) 20.0

100mH 玖島中 (+0.2) 大村中 (+1.7) 高来中 (+1.7) 西大村中 (+1.7) 西大村中 (+0.2) 郡中 (+1.7)

中学 玖島中 A 53.3 明峰中 A 54.2 大村中 A 54.3 高来中 A 54.6 高来中 B 55.0 諫早中 B 55.1 西大村中 56.1 波佐見中 56.3

4×100m 松本　安奈 (2) 木下百合花 (3) 北平なつみ (2) 高尾　真紀 (3) 小川　千里 (2) 平野　沙紀 (2) 三根麻衣子 (3) 藤川　直子 (2)

永田衣織里 (2) 石橋優里華 (3) 田中ひかり (2) 島田　麻央 (3) 井上　美咲 (2) 中嶋　良恵 (2) 堀口　梨菜 (3) 森　　琴音 (2)

丸内　彩音 (3) 藤山　梨沙 (3) 大汐　美里 (3) 渡邊　理沙 (3) 吉次　知里 (2) 村岡　胡桃 (2) 松尾　美咲 (3) 福島　成香 (2)

松尾　美幸 (3) 山口　　愛 (2) 桑原　麻衣 (3) 松本　恵美 (3) 伊東　佐紀 (2) 岩竹　愛理 (2) 田中　桃子 (3) 水谷　涼香 (2)

中学 岩竹　愛理 (2) 4m97(+1.2) 井上　美咲 (2) 4m90(+1.4) 石橋優里華 (3) 4m64(+1.4) 木下百合花 (3) 4m46(+0.8) 堀口　梨菜 (3) 4m35(+1.8) 小川　千里 (2) 4m35(0.0) 田中優花子 (1) 4m17(+0.9) 池田　優花 (3) 4m10(+0.2)

走幅跳 諫早中 高来中 明峰中 明峰中 西大村中 高来中 明峰中 小長井中

中学 松尾　美幸 (3)  11m54 濱﨑　　唯 (3)   9m42 寺井真理奈 (2)   9m14 大汐　美里 (3)   8m92 内川　綾美 (3)   7m53 松尾　知実 (3)   7m09

砲丸投 玖島中 郡中 玖島中 大村中 小長井中 大村中
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平成19年 5月 3日（水） 主催：大村市　　　　大村市陸上競技協会 競技場：大村市陸上競技場

決 勝 記 録 一 覧 表

高校・一般 松尾　千尋 (3) 13.4 春日亀江梨 (2) 13.5 瀬﨑満里子 (1) 14.5 姉川　千歌 (2) 14.6 牧山　千夏 (3) 15.0 永井　　叶 (2) 15.2 中山巳代子 (3) 17.4 福壽　真希 (2) 22.0

100m 大村城南 (+1.2) 上対馬 (+1.2) 大村城南 (+0.1) 上対馬 (+0.1) 県立ろう (+0.1) 県立ろう (+1.2) 県立ろう (+1.2) 県立ろう (+0.1)

高校・一般 春日亀江梨 (2) 27.9 松尾　千尋 (3) 28.4 姉川　千歌 (2) 30.0 瀬﨑満里子 (1) 30.4 牧山　千夏 (3) 31.2 永井　　叶 (2) 34.8 中山巳代子 (3) 37.7

200m 上対馬 (+1.2) 大村城南 (+1.2) 上対馬 (+2.0) 大村城南 (+2.0) 県立ろう (+2.0) 県立ろう (+2.0) 県立ろう (+1.2)

高校・一般 佐原梨花子 (2)  2:27.1 福田ひろみ (1)  2:41.5 木本　成美 (1)  3:12.3 浦川加奈子 (2)  3:18.2

800m 川棚 川棚 大村城南 大村城南

高校・一般 佐原梨花子 (2)  4:55.8 琴岡　美保 (2)  5:26.9 森山　彩香 (2)  5:34.5 木本　成美 (1)  6:23.2 浦川加奈子 (2)  6:42.5

1500m 川棚 川棚 川棚 大村城南 大村城南

高校・一般 福田ひろみ (1) 11:17.5 琴岡　美保 (2) 11:41.0 森山　彩香 (2) 12:05.8

3000m 川棚 川棚 川棚

高校・一般 +2.0 姉川　千歌 (2) 17.4

100mH 上対馬

高校・一般 大村城南 61.9 県立ろう 63.8

4×100m

高校・一般 4m09(+2.5)

走幅跳

瀬﨑満里子 (1) 永井　　叶 (2)

松尾　千尋 (3) 牧山　千夏 (3)

木本　成美 (1) 中山巳代子 (3)

浦川加奈子 (2) 村瀬　朱美 (3)

森　万利子

福島ク


