
平成20年度　第37回駒場リレーカーニバル 男子
平成20年 5月 3日(土・祝) 主催：長崎市陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

種目 風速
小4    800m 白井　　翼  (4) 東長崎JC ◎ 2:45.47 柳　　圭祐  (4) ＭＡＣ ◎ 2:47.89 原　悠一郎  (4) 村松クラブ  2:50.86 浜辺　智彰  (4) 村松クラブ  2:53.76 野村　涼馬  (4) 村松クラブ  2:57.12 瀬戸　夏樹  (4) ＭＡＣ  3:02.44
小5    800m 林田翔太郎  (5) 大瀬戸JC ◎ 2:38.95 吉野　光貴  (5) 東長崎JC ◎ 2:40.41 木場　圭祥  (5) 長崎陸上ク  2:41.09 山脇　裕之  (5) 大瀬戸JC  2:45.70 沖中　雅明  (5) 東長崎JC  2:46.07 石場　健太  (5) 長崎陸上ク  2:46.63
小6    800m 脇川　大誠  (6) 長与北  2:30.57 野田　拓夢  (6) 長崎陸上ク  2:39.10 柳　　友祐  (6) ＭＡＣ  2:39.87 井手　弘大  (6) 村松クラブ  2:41.19 高木　駿平  (6) 長崎陸上ク  2:41.24 林　　駿佑  (6) 東長崎JC  2:49.89

4×100mR 岩永　卓巳  (6) 長与北A 56.40 林田翔太郎  (5) 大瀬戸JC-A 59.12 吉野　光貴  (5) 東長崎JC-A 59.20 岩永　拓夢  (6) 時津陸上ク 59.97 上戸耕太郎  (6) 長崎陸上クB 59.98 田添翔一郎  (6) 長崎陸上クA  1:00.87

一瀬　　傑  (5) 丸尾　賢亮  (6) 平尾　一晃  (6) 寺田　祐太  (6) 永瀧　拓己  (6) 阿比留大智  (6)

岩永　将馬  (6) 坂口浩太郎  (5) 諸熊　夏来  (6) 溝田　涼介  (6) 前田　建人  (6) 野田　拓夢  (6)

脇川　大誠  (6) 山下　隆祐  (6) 林　　駿佑  (6) 山根　知也  (5) 木場　圭祥  (5) 高橋　孝一  (6)

  1500m 御厨　隆紀  (2) 大瀬戸  4:27.10 渡辺　耕平  (2) 大瀬戸  4:27.53 久間　大樹  (2) 小ヶ倉  4:30.00 林田　颯太  (2) 長崎東  4:30.03 竹島　　歩  (2) 大瀬戸  4:32.59 山崎宗一郎  (2) 大瀬戸  4:33.71

4×100mR 岡本　大輝  (2) 桜馬場 49.53 松屋　英喜  (2) 小島 50.46 陣内　祐貴  (2) 岩屋 51.94 原田　　茂  (2) 滑石 52.09 片山　省吾  (2) 福田 54.91

山本　泰士  (2) 山本　真史  (2) 川口　琢弥  (2) 河野　　健  (2) 松尾　尚輝  (2)

野上喜一郎  (2) 松本　真亮  (2) 藤田　勇輝  (2) 森田　拓海  (2) 田　俊介  (2)�

伊藤元太郎  (2) 中嶋　潤輝  (2) 佐古　翔輝  (2) 奥村　拓也  (2) 鄭　　匡貴  (2)

   100m -0.0 松尾　龍太  (3) 小江原 ◎11.14 寺田　拓実  (2) 時津 11.59 村上　雄也  (3) 小江原 11.71 秋山　　順  (3) 山里 11.75 望月　恵介  (3) 桜馬場 11.82 桑宮　健太  (3) 三和 11.86

  3000m 三根　　亨  (3) 高田  9:23.94 尾上　　暢  (3) 長大附属  9:26.62 長嶋浩太郎  (3) 長与第二  9:30.18 永冨　一輝  (3) 長与第二  9:31.58 御厨　隆紀  (2) 大瀬戸  9:40.42 渡辺　耕平  (2) 大瀬戸  9:41.61

4×100mR 平野　亮介  (3) 山里 ◎45.48 松尾　健介  (3) 桜馬場 46.55 久　健太郎  (3) 時津Ａ 46.72 朝長　拓哉  (3) 滑石 47.93 坂本　祐介  (3) 東長崎Ａ 48.47 森山　領次  (3) 高田 48.48

島　　孝彰  (2) 望月　恵介  (3) 寺田　拓実  (2) 増山　将悟  (3) 野畑　研人  (3) 井上　達朗  (3)

岩木　康平  (3) 馬場　貴海  (2) 岩崎　孝輔  (2) 水戸　裕善  (3) 田中　海希  (3) 清田　将司  (3)

秋山　　順  (3) 松尾　功武  (2) 鵜野　祐大  (3) 山田　耀介  (3) 上田涼太朗  (3) 三根　　亨  (3)

走幅跳 大坪　　拳  (3) 緑が丘 5m97(0.0) 瀧末　　優  (3) 長崎 5m82(+0.5) 中野　福人  (3) 長大附属 5m78(+1.0) 井上　達朗  (3) 高田 5m76(-0.7) 中村　優介  (3) 長崎東 5m56(-0.1) 栁口　和哉  (2) 淵 5m50(-0.2)

砲丸投 吉木　啓輔  (3) 丸尾  10m81 宮川　慶太  (3) 桜馬場  10m65 望月　恵介  (3) 桜馬場  10m57 中島　　諒  (2) 大瀬戸   9m94 溝　　真実  (2) 大瀬戸   9m32 神田　　誠  (3) 長与第二   9m17

   800m 松本　秀顕 ﾌｧｲﾃﾝ長崎  1:59.56 池田　　圭 長大医学部  2:01.28 西口　　亮 長大医学部  2:01.67 山戸　淳平  (3) 五島  2:02.59 川上　竜馬  (2) 瓊浦  2:03.03 柴田　恭兵 ﾌｧｲﾃﾝ長崎  2:03.21

  5000m 木滑　　良  (3) 瓊浦 14:59.81 出岐　雄大  (3) 長崎北陽台 15:16.28 野本　大喜  (3) 西彼杵 15:17.49 朝長　真弘  (3) 瓊浦 15:22.22 岩﨑　仁志  (3) 瓊浦 15:22.98 三宅　雅大  (3) 五島 15:23.62

4×100mR 村田　智彦  (2) 長崎西Ｂ 42.94 宮崎　洋充  (2) 五島Ａ 44.16 林田　直也  (3) 長崎工Ａ 44.56 宅明　優騎  (3) 長崎南山Ａ 44.93 入江　　魁  (1) 長崎東Ａ 45.97

榊原　和樹  (2) 都々木雄悠  (2) 宮﨑　健伍  (3) 都々木　仁  (3) 中村　洋文  (2)

弓弦新太郎  (2) 水戸　一匡  (3) 御厨陽一朗  (3) 一ノ瀬天也  (1) 田中　智大  (2)

草野　弘康  (3) 山口翔太朗  (3) 野間信之介  (2) 野田　俊介  (2) 山下　拓郎  (1)

4×400mR 都々木雄悠  (2) 五島Ａ  3:28.32 宮﨑　健伍  (3) 長崎工Ａ  3:28.62 池田　　圭 長大医学部  3:29.18 石黒　圭太  (3) 長崎西  3:30.64 野田　俊介  (2) 長崎南山  3:33.49 池田　健人  (3) 長崎北  3:35.12

水戸　一匡  (3) 城田　　学  (3) 竹下　尚志 草野　弘康  (3) 囲　　幸祐  (3) 三浦　紀之  (3)

中尾　辰徳  (1) 山田　肇政  (2) 鳥越　健太 弓弦新太郎  (2) 宅明　優騎  (3) 峰　　一平  (3)

山口翔太朗  (3) 御厨陽一朗  (3) 西口　　亮 中西　隆文  (3) 都々木　仁  (3) 西　　光輝  (3)

走幅跳 中西　隆文  (3) 長崎西 6m46(+1.5) 中村　洋文  (2) 長崎東 6m42(+1.3) 山本　孝弘 長崎市消防局6m25(-0.6) 中尾　辰徳  (1) 五島 6m02(+0.9) 有川　和磨  (2) 長崎明誠 5m96(+0.0) 水戸　一匡  (3) 五島 5m94(+0.1)
高
校 砲丸投 村野　良太  (3) 五島   9m15 田尾　元哉  (3) 五島   8m72 大串　敏樹  (2) 西彼杵   7m11

一
般 砲丸投 山内　哲郎 西彼陸協 ◎ 13m16

◎:大会新 寺井　等 久保　英樹

△:大会ﾀｲ

小川広太郎 松浦　孝
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平成20年度　第37回駒場リレーカーニバル 女子
平成20年 5月 3日(土・祝) 主催：長崎市陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

種目 風速

小4    800m 白石由佳子  (4) 東長崎JC ◎ 2:46.52 須川ひかり  (4) 村松クラブ ◎ 2:49.91 森林　未来  (4) 村松クラブ ◎ 2:50.04 赤坂　栞理  (4) 村松クラブ ◎ 2:51.59 柿田　明里  (4) 村松クラブ  2:58.04 林　　優衣  (4) 東長崎JC  2:58.69

小5    800m 西　萌々子  (5) 大浜クラブ  2:48.11 岩下千佳子  (5) 村松クラブ  2:52.48 浦岡　友緒  (5) 長崎陸上ク  2:55.25 田中日香里  (5) 長与南  2:56.27 中元奈美樹  (5) 村松クラブ  2:58.64 岩木　理紗  (5) 長崎陸上ク  2:59.71

小6    800m 橋田　美咲  (6) ＭＡＣ  2:37.53 有川保菜美  (6) 長与南  2:43.97 西　　夏紀  (6) 大浜クラブ  2:47.16 前原　奈々  (6) 長与北  2:49.37 緒方　千里  (6) 長与北  2:50.99 松尾ゆりか  (6) 東長崎JC  2:52.39

4×100mR 松村　紫帆  (6) 長与南A 58.67 兼俵　智香  (6) 長与北A 59.44 今福　友美  (6) 長崎陸上クA  1:00.16 永本今日香  (6) 村松クラブA  1:01.79 福地　果歩  (6) 東長崎JC-A  1:02.45 富永　愛香  (5) 長与北B  1:03.17

山本　果歩  (6) 緒方　千里  (6) 杉本　絵理  (6) 橋口　香帆  (6) 松尾ゆりか  (6) 瀬頭明日香  (6)

有川保菜美  (6) 前原　奈々  (6) 下小牧伶菜  (6) 岩下千佳子  (5) 西浦寿実香  (6) 馬場香菜美  (6)

粟田　晴子  (6) 飯盛　優香  (6) 小川　千早  (6) 江口　亜美  (6) 松尾映理佳  (6) 桜木　由佳  (6)

  1500m 松江　春奈  (2) 鳴北  5:11.80 若杉　莉奈  (2) 小島  5:17.20 久保　沙織  (2) 梅香崎  5:18.45 北村　明菜  (2) 西彼  5:20.87 山田梨緒奈  (2) 西浦上  5:22.48 馬場美紗希  (2) 西彼  5:23.24

4×100mR 岩崎　美波  (2) 桜馬場Ａ 54.14 山中このみ  (2) 岩屋Ａ 54.54 松尾　美紀  (2) 小ヶ倉 55.68 小山恵里香  (2) 小江原Ａ 55.91 伊藤　由樹  (2) 小島 56.89 坂本　知香  (2) 長崎琴海 57.50

荒木玲央奈  (2) 西原奈美子  (2) 坪内　明莉  (2) 宮嵜　莉恵  (2) 入口　　栞  (2) 江頭　奈那  (2)

疋田　綾華  (2) 山戸れいか  (2) 井村　ナナ  (2) 中山　美香  (2) 山本　紫乃  (2) 須川あさひ  (2)

荒木理恵子  (2) 山口　　綾  (2) 佐藤有香奈  (2) 川上　智美  (2) 片江　文香  (2) 永本明日香  (2)

   100m +2.1 島田　沙絵  (2) 東長崎 12.67 小柳　結莉  (3) 長与第二 12.80 橋本　祐依  (3) 長大附属 12.86 山下　阿美  (3) 岩屋 12.91 宮瀬　麻里  (3) 西浦上 13.07 堀川　里彩  (3) 時津 13.12

  3000m 長岡なな美  (2) 西彼 11:09.93 木高　颯子  (3) 東長崎 11:22.29 西川　愛理  (3) 長崎東 11:28.42 金子　沙織  (3) 時津 11:28.47 宮崎　麻衣  (3) 岩屋 11:37.13 野添　優華  (3) 西彼 11:39.21

4×100mR 荒木玲央奈  (2) 桜馬場 51.67 山下　　渉  (3) 東長崎Ａ 51.75 永田　杏菜  (3) 長大附属Ａ 52.63 米村　鮎香  (2) 西浦上 53.07 道脇　鈴子  (2) 時津 53.22 中村こころ  (3) 岩屋Ｂ 54.05

木村　海花  (2) 島田　沙絵  (2) 竹村　里美  (3) 富永　結衣  (2) 堀川　里彩  (3) 原口加奈子  (3)

北川　沙綾  (3) 簗瀬　美穂  (2) 酒匂　奏子  (2) 西山　千尋  (3) 大野　美穂  (3) 稲葉亜香音  (3)

今吉　美香  (3) 武本　智惠  (3) 橋本　祐依  (3) 宮瀬　麻里  (3) 今林　飛鳥  (3) 坂本　　翼  (3)

走幅跳 木村　理紗  (2) 長与第二 4m93(+0.8) 荒木　美里  (3) 岩屋 4m71(+1.4) 堀川　里彩  (3) 時津 4m65(+2.4) 富永　結衣  (2) 西浦上 4m63(+0.4) 坂本　　翼  (3) 岩屋 4m62(+1.5) 村岡知佳子  (3) 小ヶ倉 4m62(+1.6)

砲丸投 川村ひらり  (3) 小江原   9m70 小柳　結莉  (3) 長与第二   9m67 坪内　美月  (3) 小ヶ倉   8m93 林田　優希  (3) 小島   8m84 藤田ゆきの  (3) 小江原   8m78 原　あかね  (3) 鳴北   8m64

  3000m 有江　美柚  (3) 長崎東 10:43.01 吉野　優子 長大医学部 10:58.75 小西　瑞希  (2) 富江 11:26.60 草野　　凛  (1) 長崎東 11:43.70 川邊菜摘美  (2) 富江 11:56.56 山口　夏季  (3) 瓊浦 13:34.06

4×100mR 北田　恭子  (3) 長崎商 52.22 相良　茉優  (2) 長崎北陽台Ａ 52.75 園田　志野  (1) 長崎東 53.48 平野しおり  (3) 長崎明誠 53.54 馬場美由紀  (2) 長崎女商 55.13 宮﨑　陽子  (3) 長崎北陽台Ｂ 57.32

里見友梨子  (3) 中村　　恵  (3) 田中　彩夏  (2) 河合　　希  (3) 蛭子菜穂子  (2) 吉野　　碧  (3)

川上　織恵  (3) 水崎　萌香  (3) 林田　小菜  (1) 宮﨑　春菜  (2) 末次　咲紀  (2) 山崎　花穂  (2)

野中美智子  (3) 本多　祐理  (2) 山口　奈美  (2) 礒江　陽子  (2) 稲田　　愛  (2) 本村美代子  (2)

4×400mR 山田　美香  (3) 長崎明誠  4:20.42 草野　　凛  (1) 長崎東  4:25.11 相良　茉優  (2) 長崎北陽台Ｂ  4:27.63 中村　　恵  (3) 長崎北陽台Ａ  4:27.93

河合　　希  (3) 田中　彩夏  (2) 本多　祐理  (2) 水崎　萌香  (3)

桟　あずさ  (2) 本田　瑞葉  (1) 山崎　花穂  (2) 吉野　　碧  (3)

礒江　陽子  (2) 有江　美柚  (3) 本村美代子  (2) 宮﨑　陽子  (3)

走幅跳 田中めぐみ  (2) 長崎西 5m22(+1.1) 田中　彩夏  (2) 長崎東 5m10(+0.2) 松尾　幸紅  (3) 長崎北 4m77(+0.5) 林田　小菜  (1) 長崎東 4m49(+0.3) 北田　恭子  (3) 長崎商 4m43(+0.7) ()

砲丸投 福嶋　綾子 長崎東教員   9m16 松尾　幸紅  (3) 長崎北   9m10

◎:大会新 寺井　等 久保　英樹

△:大会ﾀｲ

小川広太郎 松浦　孝

ﾄﾗｯｸ：向　　潮 ﾌｨｰﾙﾄﾞ：藤島　義信

決 勝 記 録 一 覧 表

所属 記録 氏　名　(学年)氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年)

３位 ４位

風向

総 務 風向風速

技術総務 記録主任

記録所属 記録 氏　名　(学年) 所属

風速(m/s)

所属氏　名　(学年)

区
分

順位

中
学
共
通

中
学
２
年

小
学
共
通

天候

１位

気温(℃)

湿度(％)

 5/ 3 5/ 3  5/ 3  5/ 3  5/ 3

16:00

0.2 0.4 審 判 長

 5/ 3

17:00

２位

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

記録

５位 ６位

月/日

時刻

 5/ 3  5/ 3

記録 氏　名　(学年) 所属

晴れ 晴れ晴れ 晴れ 晴れ 晴れ

北 東北東 南南東 北西 北西 東北東 西南西

晴れ 晴れ

北東

1.5 1.3 0.3 0.2 1.0 0.1

26.0 25.5 25.5 26.5 26.0 25.5 25.5 24.0

42 44 51 43 52 54 54 50

一
般
・
高
校


