
第24回　全国小学生陸上競技交流大会　長崎県大会

平成20年 6月22日(日) 主催：長崎陸上競技協会 競技場：県立総合運動公園陸上競技場
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
種目 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

5年100m 一瀬　　傑 14.11 今道　豪介 14.73 楢林　佳明 14.86 河添　　澪 15.06 木場　圭祥 15.07 新立　朋哉 15.12 今井　颯真 15.19 宮田　航希 15.26
(-0.8m) 長与北(5) 洗切クラブ(5) 福江クラブ(5) 口之津JC(5) 長崎陸上ク(5) 歌浦クラブ(5) 遠竹JRC(5) 歌浦クラブ(5)
6年100m 永田　駿斗 12.82 髙田　文武 13.32 長谷川聖人 13.63 峯　遼太郎 13.96 山口　将暉 14.28 大石　　寛 14.34 原田　満吉 14.55 佐藤　　寛 14.64
(-1.2m) SIクラブ(6) NGR 時津東(6) 長与南(6) 青方JRC(6) 長与クラブ(6) 世知原(6) 長与クラブ(6) 小野クラブ(6)
共通80mH 神宮　崇史 13.04 脇川　大誠 13.34 大渕　智也 13.57 岩永　将馬 14.43 金子　達史 14.63 長谷川聖人 14.63 土井　　惇 15.43 林　　駿佑 15.62

(+0.6m) 大野クラブ(6) 長与北(6) 中里クラブ(6) 長与北(6) 七釜JC(6) 長与南(6) 遠竹JRC(6) 東長崎JC(6)
共通 SIクラブ･Ａ 54.63 時津東 55.13 長与クラブ 57.31 洗切クラブ･Ａ 58.05 中里クラブ 58.17 高来クラブ･Ａ 59.23 小林小 59.25 長与北･Ａ 59.75

4×100mR

山口　允人 1m28 濱田　浩行 1m15 村吉　寛紀 1m15 岩永　弘法 1m10 野田壮一郎 1m10
遠竹JRC(6) 鹿町陸上(6) 中里クラブ(6) 時津北(6) 福江クラブ(5)

井手　弘大 1m15 椎山　　晃 1m10 江頭　壱成 1m10
村松ク(6) 鷹島クラブ(5) 遠竹JRC(6)

萩山　　謙   4m40 大渕　智也   4m32 石田　大輔   4m25 金子　龍靖   4m18 峯　遼太郎   4m18 西村　有史   4m15 神宮　崇史   4m15 中川原泰輔   4m13
中里クラブ(6) (+0.0) 中里クラブ(6) (+0.0) 小長井Jr(6) (+0.0) 口之津JC(6) (0.0) 青方JRC(6) (+0.0) 西彼北(5) (0.0) 大野クラブ(6) (0.0) 時津東(6) (+0.0)
中野　夏希  62m52 一瀬　　傑  52m78 岩永　弘法  51m76 岩永　拓夢  50m05 江頭　壱成  49m87 樫山　竜馬  49m51 林田　竜歩  48m60 林田　侑大  47m89
大野クラブ(6) 長与北(5) 時津北(6) 時津クラブ(6) 遠竹JRC(6) 歌浦クラブ(5) 加津佐東(6) 加津佐東(6)

5年100m 田坂　夕紀 14.55 土肥　楓夏 14.96 井田結衣子 15.65 久松ひかる 15.78 道口楓奈子 15.79 平井　香帆 15.88 松本　知佳 15.90 高田　紗愛 16.05
(-1.0m) 上郷クラブ(5) 北諌早(5) 井田クラブ(5) 時津クラブ(5) 長与クラブ(5) 時津東(5) 時津東(5) SIクラブ(5)
6年100m 濱崎　彩合 13.86 白川　裟織 14.38 松尾　朱里 14.68 柿本　麻衣 14.77 粟田　晴子 14.82 森　真奈美 14.82 岩﨑　璃子 14.86 飯盛　優香 15.03
(-0.9m) SIクラブ(6) 壱岐Jr(6) 小野クラブ(6) 福江クラブ(6) 長与南(6) 多良見JR(6) 春日クラブ(6) 長与北(6)
共通80mH 榎並　　愛 14.78 柿本　麻衣 14.84 田中　優衣 14.86 木下　琴巳 14.95 鳥越　優里 15.07 橋口　香帆 15.41 松本小夜可 15.52 池田和花子 16.17
(+0.4m) 高来クラブ(6) 福江クラブ(6) 高来クラブ(6) 高来クラブ(6) 小栗ク(6) 村松ク(6) 小栗ク(6) 加津佐東(6)
共通 SIクラブ･Ａ 55.79 北諌早･Ａ 55.94 長与南･Ａ 57.50 壱岐Jr 57.97 福江クラブ･Ａ 58.34 長崎陸上ク･Ａ 59.09 長与北･Ａ 59.30 高来クラブ･Ａ 59.64

4×100mR

福地　果歩 1m24 山﨑　千晴 1m21 川本　沙希 1m21 犬塚　　結 1m18 井手　結花 1m18 白浜　美咲 1m15 松村　紫帆 1m10
東長崎JC(6) 西海RC(6) 鷹島クラブ(6) 春日クラブ(6) 七釜JC(6) 福江クラブ(6) 長与南(6)

岩﨑　璃子 1m15 木下日菜子 1m10
春日クラブ(6) 長田JC(6)

田川　　楓   4m03 片山　文音   3m95 鳥越　優里   3m80 濵口　真依   3m78 大宮このみ   3m77 森山　朝可   3m76 浦口友里香   3m73 入口樹璃亜   3m70
小長井Jｒ(6) (0.0) 福江クラブ(6) (+1.0) 小栗ク(6) (0.0) 鳴鼓陸上ク(6) (+0.3) 明峰Ｊ(6) (0.0) 世知原(6) (0.0) 時津東(6) (0.0) 福江クラブ(6) (+0.2)
森　真奈美  41m87 北川めぐみ  38m49 平　　仁美  37m51 森永　　恵  33m17 下口　綾華  32m94 野口　彩香  32m55 中村　美香  31m35 森　日奈子  31m16
多良見JR(6) 福江クラブ(5) 口之津JC(6) 洗切クラブ(6) 壱岐Jr(6) 福江クラブ(5) 歌浦クラブ(6) 春日クラブ(6)

NPE:県小学新 総務 岡崎　　寛 技術総務 田中　　修
NGR:大会新
EGR:大会ﾀｲ ﾄﾗｯｸ審判長 山口　　勇 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 古里　英治

風向風速 中村　　誠 記録主任 松浦　　孝

蜂谷　　主  (5)

今道　豪介  (5)

決 勝 記 録 一 覧 表

井上　宜靖  (6)萩山　　謙  (6)

山崎　莉久  (6) 山本　武蔵  (6)

池田　　佑  (6)松元　達郎  (6) 堤田　浩章  (5)

下小牧伶菜  (6)

松下　成輝  (6) 古瀬　　圭  (6) 原田　満吉  (6)

山口　将暉  (6) 松原　雄之  (6)

久野　　暦  (6)

前原　菜々  (6)

山本　勢真  (6)

中山　優太  (6)

小島　大聖  (6) 脇川　大誠  (6)

岩永　将馬  (6)

桑島　健汰  (6) 岩永　卓巳  (6)

田中　優衣  (6)

樋口　真緒  (6)

稲田　翔太  (6)

桜木　由佳  (6)

柴原　　魁  (6)

大渕　智也  (6) 中島圭一郎  (6)

今福　友美  (6)下口　綾華  (6)
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区
分

共通ﾎﾞｰﾙ投

藤田　拓希  (6)

寺井　翔太  (6)

池田　　健  (6)

共通走高跳

共通走幅跳

男
子

山本　憲輔  (6)

吉岡　　充  (6)

曇り
南

田中美夏子  (6)

髙田　文武  (6)

8:50

品川　智哉  (6)

冨成　舞香  (6)

川島　綾華  (6) 井上　知香  (6) 山本　果歩  (6) 濵口　　聖  (6) 片山　文音  (6) 杉本　絵理  (6) 緒方　千里  (6)

松村　紫帆  (6)

小川　千早  (6) 飯盛　優香  (6) 木下　琴巳  (6)濱崎　彩合  (6) 一ノ瀬叶奈未(6) 粟田　晴子  (6) 白川　裟織  (6)

共通走高跳

共通走幅跳

女
子 柿本　麻衣  (6)

有川保菜美  (6) 今西　菜月  (6)

野口　彩香  (5)

入口樹璃亜  (6)八戸　美朱  (6)田島　奈美  (6)


