
平成19年度ＫＴＮ杯長崎市中学校陸上競技新人大会 男子
平成19年 9月17日（月） 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

村上　雄也 53.12 岩木　康平 57.00 濱　　俊介 57.83 竹内　　創 58.05 尾上　悠太 58.85 清川　奨平 61.64
小江原(2) NGR 山里(2) 長大附属(2) 長崎東(2) 淵(1) 滑石(2)
尾上　　暢  2:04.30 木原　大輝  2:13.11 廣谷　祐輝  2:21.07 佐々木真人  2:25.01 酒井　友成  2:33.45 山本　悠矢  2:36.17
長大附属(2) NGR 長崎東(2) 山里(2) 東長崎(2) 淵(1) 長大附属(2)
坂本　祐介 10:03.03 中谷　　優 10:22.18 福田　　直 10:28.33 諸熊　翔吏 10:49.88 古賀　逸輝 10:52.33 高木　　亮 11:00.40
東長崎(2) 長崎東(2) 西浦上(2) 東長崎(2) 西浦上(2) 長大附属(2)
大坪　　拳 17.20 上田涼太朗 17.97 田中　海希 18.86 中野　福人 20.09 田上　凌太 20.15
緑が丘(2) (0.0) 東長崎(2) (0.0) 東長崎(2) (0.0) 長大附属(2) (0.0) 小江原(1) (0.0)

平　　純也 20.09
長大附属(2) (0.0)

山里 47.42 桜馬場 47.73 小江原 49.52 東長崎 49.58 長大附属 49.99 緑が丘 50.08

中山　　謙 1m70 下岸　大介 1m45 梅原　大輔 1m40 伊藤元太郎 1m35 田上　凌太 1m30 藤田　勇輝 1m25
長崎(2) NGR 東長崎(1) 戸町(1) 桜馬場(1) 小江原(1) 岩屋(1)
伊藤元太郎 2m40 中村　龍生 1m80
桜馬場(1) 桜馬場(1)
梅木　　優 5m40(+0.6) 大坪　　拳 5m33(+0.2) 中村　優介 5m22(+1.0) 峯脇　勇磨 5m17(+1.2) 中野　福人 5m16(0.0) 栁口　和哉 5m03(+0.1)
長崎(2) 緑が丘(2) 長崎東(2) 小江原(2) 長大附属(2) 淵(1)
吉木　啓輔   9m87 宮川　慶太   9m31 原口　直弥   7m78 堺　　賢介   6m86 馬場　　航   6m77 布田　拓夢   6m71
丸尾(2) NGR 桜馬場(2) NGR 福田(2) 戸町(2) 橘(2) 小江原(1)

100m 松尾　龍太 11.67 秋山　　順 12.09 村上　雄也 12.17 望月　恵介 12.30 松尾　健介 12.37 桑宮　健太 12.46
(+0.2m) 小江原(2) 山里(2) 小江原(2) 桜馬場(2) 桜馬場(2) 三和(2)

松尾　龍太 23.89 秋山　　順 24.87 桑宮　健太 25.22 松尾　健介 25.25 望月　恵介 25.32 峯脇　勇磨 25.60
小江原(2) (-0.8) 山里(2) (-0.8) 三和(2) (-0.1) 桜馬場(2) (-0.1) 桜馬場(2) (-0.8) 小江原(2) (-0.1)
尾上　　暢  4:23.85 濱　　俊介  4:37.92 諸熊　翔吏  4:45.38 中谷　　優  4:50.69 木原　大輝  4:59.09 宮副　祐成  5:03.03
長大附属(2) 長大附属(2) 東長崎(2) 長崎東(2) 長崎東(2) 橘(2)

100m 島　　孝彰 12.36 大嶌　裕二 12.68 高柳　　光 12.83 野母　将平 12.93 城戸　郁弥 12.94 田中　耕史 12.98
(+0.2m) 山里(1) 長崎東(1) 小江原(1) 横尾(1) 小江原(1) 東長崎(1)

島　　孝彰 25.58 城戸　郁弥 26.14 高柳　　光 26.80 野上喜一郎 26.86 田中　耕史 26.95 諸口　直也 27.29
山里(1) (-0.4) 小江原(1) (-0.2) 小江原(1) (+0.8) 桜馬場(1) (-0.4) 東長崎(1) (-1.2) 長崎東(1) (-1.2)
久間　大樹  4:45.37 林田　颯太  4:47.75 藤田　祐輝  4:54.23 美濃　耀介  5:01.33 澁谷　純輝  5:06.44 下釜　　秀  5:07.12
小ヶ倉(1) 長崎東(1) 長大附属(1) 長大附属(1) 山里(1) 長崎東(1)

100mH 下岸　大介 16.67 柴田　卓郎 17.97 上田　拓未 18.63 南　　和樹 18.64 梅原　大輔 19.53 野上喜一郎 19.64
東長崎(1) NGR (-0.6) 長大附属(1) (-0.6) 東長崎(1) (0.0) 小江原(1) (0.0) 戸町(1) (-0.6) 桜馬場(1) (0.0)
桜馬場 50.80 長崎東 51.69 東長崎 52.00 小江原 52.69 小島 52.80 淵 53.04

NGR:大会新 寺井　等 久保　英樹
EGR:大会ﾀｲ
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栁口　和哉  (1)

宮川　慶太  (2) 峯脇　勇磨  (2) 田中　海希  (2) 高瀬　　賢  (2)

松本　真亮  (1)

平野　亮介  (2) 馬場　貴海  (1)

松尾　浩平  (1) 奥野　響平  (1)
諸口　直也  (1)

中嶋　潤輝  (1)

山本　真史  (1)

大嶌　裕二  (1) 尾上　悠太  (1)
林田　颯太  (1) 上田　拓未  (1) 布田　拓夢  (1)

松尾　龍太  (2) 坂本　祐介  (2) 平　　純也  (2) 長浦　映瑠  (2)
平尾　晃司  (2)

島　　孝彰  (1)

伊藤元太郎  (1)

吉岡　知輝  (2)
望月　恵介  (2) 村上　雄也  (2) 野畑　研人  (2) 中野　福人  (2)
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平成19年度ＫＴＮ杯長崎市中学校陸上競技新人大会 女子
平成19年 9月17日（月） 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

野口　　栞  4:48.80 西川　愛理  5:08.46 宮崎　麻衣  5:09.77 野口　陽加  5:15.75 平野　晶子  5:17.64 久保　沙織  5:19.72
西浦上(2) NGR 長崎東(2) 岩屋(2) 桜馬場(2) 岩屋(2) 梅香崎(1)
宮瀬　麻里 15.29 山村　由実 18.58 酒井　摩耶 18.87 松浦　ふみ 19.22 中尾　美月 19.50 髙久保綾乃 20.14
西浦上(2) NGR (0.0) 岩屋(2) (-0.5) 橘(2) (-0.5) 小ヶ倉(2) (-0.5) 小島(2) (-0.5) 東長崎(2) (-0.5)
桜馬場 52.56 岩屋 52.85 長大附属 52.96 西浦上 53.98 東長崎 54.39 滑石 55.35

堀田　麻菜 1m40 小西　亜依 1m35 井上　　瞳 1m35 坪内　美月 1m30 森永　なつ 1m25
東長崎(2) 岩屋(2) 淵(2) 小ヶ倉(2) 長大附属(1)

富永　結衣 1m25
西浦上(1)

和田　梨那 4m34(+0.0) 石本明日香 4m30(0.0) 坂本　　翼 4m27(+0.3) 山田　智代 4m26(-0.1) 竹村　里美 4m24(+0.2) 村岡知佳子 4m18(+0.3)
桜馬場(2) 橘(2) 岩屋(2) 緑が丘(2) 長大附属(2) 小ヶ倉(2)
林田　優希   8m92 藤田ゆきの   8m27 川村ひらり   7m85 粕谷　もえ   7m85 満浦ひかり   7m20 山下みずな   6m95
小島(2) 小江原(2) 小江原(2) 桜馬場(1) 長大附属(1) 福田(2)

100m 橋本　祐依 12.97 山下　阿美 13.23 荒木　美里 13.51 武本　智惠 13.56 竹藤　真紀 13.59 新井　雪菜 13.79
(0.0m) 長大附属(2) NGR 岩屋(2) 岩屋(2) 東長崎(2) 桜馬場(2) 滑石(2)

橋本　祐依 27.16 宮瀬　麻里 27.19 山下　阿美 27.64 北川　沙綾 28.06 小西　亜依 28.95 藤田ゆきの 28.96
長大附属(2) (-0.3) 西浦上(2) (-0.8) 岩屋(2) (-0.0) 桜馬場(2) (-0.8) 岩屋(2) (-0.3) 小江原(2) (-0.8)
宮崎　麻衣  2:27.91 下小牧利紗  2:28.01 西川　愛理  2:28.03 新井　雪菜  2:28.06 中村こころ  2:30.24 中倉　明子  2:34.75
岩屋(2) 長大附属(2) 長崎東(2) 滑石(2) 岩屋(2) 山里(2)

100m 島田　沙絵 13.27 木村　海花 13.79 西原奈美子 13.87 山口　　綾 14.10 坪内　明莉 14.14 江副　美樹 14.39
(0.0m) 東長崎(1) NGR 桜馬場(1) 岩屋(1) 岩屋(1) 小ヶ倉(1) 緑が丘(1)

西原奈美子 28.91 酒匂　奏子 29.48 山口　　綾 29.49 疋田　綾華 29.84 簗瀬　美穂 29.86 秀島なつみ 30.39
岩屋(1) (-0.5) 長大附属(1) (+0.9) 岩屋(1) (-0.4) 桜馬場(1) (-0.5) 東長崎(1) (-0.5) 滑石(1) (-0.5)
久保　沙織  2:35.52 小池　佑香  2:36.67 若杉　莉奈  2:37.27 山川　真依  2:40.12 陶山なぎさ  2:40.88 金山　千尋  2:41.03
梅香崎(1) 三重(1) 小島(1) 長大附属(1) 長大附属(1) 梅香崎(1)

80mH 荒木玲央奈 14.58 境　　優 14.66 佐藤有香奈 15.32 小山恵里香 15.47 坪内　明莉 16.03 市瀬　麻乃 16.27
桜馬場(1) (-1.2) 小島(1) (-1.2) 小ヶ倉(1) (-1.2) 小江原(1) (-1.2) 小ヶ倉(1) (-1.2) 西浦上(1) (-1.2)
桜馬場 54.74 東長崎 55.54 岩屋 55.79 緑が丘 57.10 小ヶ倉 57.50 長大附属 57.79

NGR:大会新 寺井　等 久保　英樹
EGR:大会ﾀｲ

小川広太郎 松浦　孝

向　潮　,　藤島　義信

1 2 3 4 5 6

優秀選手賞 村上　雄也（小江原），中山　謙（長崎），野口　栞（西浦上），堀田　麻菜（東長崎）
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番家　　葵  (2)
竹藤　真紀  (2) 荒木　美里  (2) 竹村　里美  (2) 富永　結衣  (1) 堀田　麻菜  (2) 宮嵜　麻子  (2)
村田　昌應  (2) 坂本　　翼  (2) 永田　杏菜  (2)

小西　亜依  (2) 酒匂　奏子  (1) 西山　千尋  (2)

窪田　佳織  (2)米村　鮎香  (1)

２
年

山下　　渉  (2) 宮川　千明  (2)
今吉　美香  (2) 山下　阿美  (2) 橋本　祐依  (2) 宮瀬　麻里  (2) 武本　智惠  (2) 新井　雪菜  (2)
北川　沙綾  (2)
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総合得点 岩屋 ６９点 桜馬場 ４３点 長大附属 ３７.５点 東長崎 １７点２５点 西浦上 ２２．５点 小島


