
第66回　国民体育大会長崎県予選会 男子
平成23年 8月10日（水）～11日（木） 主催：長崎陸上競技協会 競技場：佐世保市総合グラウンド陸上競技場
日／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
10日 岩元　一章 10.53 岩本　大志 10.56 八木　維信 10.68 松村　洋輔 10.75 榊原　和樹 10.93 荒木　良太 11.36 溝川　明宏 11.46

成年100m +1.8 長崎AC NGR 中央大 慶應大 中央大 慶應大 九州産業大 長崎市陸協

11日 岩本　大志 49.02 太田　竜斗 51.94 中原　剛亮 53.05 熊本　隆盛 53.08 榊原　和樹 54.25 川口　彩門 55.29 吉仲　佳仁 55.92

成年400m 中央大 長崎国際大 長崎AC 佐世保高専 慶應大 長崎国際大 佐世保高専

10日 山口　祐也  3:59.00 吉村　航平  4:00.12 中野雄一郎  4:14.48 横尾　太祐  4:16.64 川谷　寛和  4:18.15 櫻木　洪士  4:19.28 清水　宥喜  4:22.63

成年1500m 三菱重工長崎 九州産業大 佐世保高専 佐世保高専 長崎県立大 長崎県立大 九州産業大

11日 永田　清典 14.68 馬場　翔大  (3) 16.40

成年110mH -1.2 長崎AC 長崎大
出場者無し

成年400mH
出場者無し

5000mW
11日 梅田　卓朗 4m80 藤川　　聡 3m80
成年棒高跳 平成国際大 長崎市消防局

10日 小森　　翔 7m35(+1.7) 奥村　健司 6m88(+2.7) () () () () () ()
成年走幅跳 名桜大 長崎AC

10日 寺坂　翔太  12m01 吉本　和則  11m40
成年砲丸投 九州共立大 九州共立大

11日 出場者無し
成年ﾊﾝﾏｰ投

10日 今田　直弥  67m81 林田　直人  56m85
成年やり投 日本大 鹿屋体育大

10日 林　祐太朗  (3) 10.90 松尾　龍太  (3) 11.02 福崎　尚人  (2) 11.05 野上喜一郎  (2) 11.14 林　　諒哉  (2) 11.22 川尻　康佑  (2) 11.23 福山　　翼  (2) 11.25
少年Ａ100m +0.1 諫早農 長崎南 西海学園 長崎南 諫早商 佐世保北 西海学園

11日 野上喜一郎  (2) 49.52 澤池　祐誠  (3) 49.60 長谷川朋也  (3) 49.85 林　　諒哉  (2) 49.91 桑宮　健太  (3) 51.21 宮本　　葵  (2) 51.29 原口　恵吾  (2) 52.10
少年Ａ400m 長崎南 鹿町工 長崎南 諫早商 海星 諫早 西陵

10日 田嶋　　亮  (3) 15:33.37 舎利倉泰司  (2) 15:38.36 富田　賢也  (3) 15:42.11 本田　力也  (3) 16:02.41 小西雄大朗  (3) 16:03.92 吉原　尚史  (3) 16:05.22 松永　健太  (2) 16:12.02 陣内　涼太  (2) 16:20.71
少年Ａ5000m 鎮西学院 鎮西学院 鎮西学院 鎮西学院 鎮西学院 佐世保高専 鎮西学院 鎮西学院

10日 尾﨑　雄祐  (3) 53.45 下岸　大介  (2) 56.47 宮脇　公大  (2) 56.86 鈴木　将太  (3) 58.24 平野　太朗  (2) 58.33 辻　　恭一  (2) 58.64 柴田　卓郎  (2) 58.66
少年Ａ400mH 佐世保西 長崎日本大学 長崎工 西彼杵 諫早東 長崎北陽台 長崎西

10日 相良　星斗  (3) 6m93(+1.4) 髙木　健誠  (3) 6m76(+2.7) 柳口　和哉  (2) 6m67(+2.5) 三木田秀一  (2) 6m59(+2.7) 松村晋一郎  (2) 6m57(+1.6) 松﨑　正紘  (2) 6m53(+1.5) 梁瀬慶一郎  (2) 6m42(+1.4) 松永　健太  (2) 6m27(+1.0)
少年Ａ走幅跳 佐世保西 口加 海星 長崎南 長崎南 長崎南 五島 猶興館

11日 髙木　健誠  (3) 14m20(+1.6) 淡田　真史  (2) 13m46(+1.9) 松﨑　正紘  (2) 13m39(+1.9) 三木田秀一  (2) 13m28(+1.4) 古川　拓哉  (2) 12m46(-0.3) 山下　拓也  (2) 12m33(+2.0) 藤田　勇輝  (2) 12m29(+2.4) 宮﨑　修平  (2) 12m22(+0.2)
少年Ａ三段跳 口加 長崎南山 長崎南 長崎南 佐世保工 佐世保北 長崎北陽台 長崎西

11日 大﨑　浩典  (3)  40m57 川上　真和  (3)  40m40 阿比留大地  (2)  40m19 溝　　真実  (2)  37m87 平　　将大  (2)  34m71 市川　久朗  (3)  31m17 吉田　雅也  (2)  26m77 平松　悠太  (2)  26m23
少年Ａ円盤投 口加 西海学園 口加 佐世保高専 口加 島原農 西彼杵 海星

11日 山原　大志  (3)  53m21 中島　　諒  (2)  50m58 市川　久朗  (3)  40m64 内田　　統  (2)  32m85 平松　悠太  (2)  20m67
少年Ａﾊﾝﾏｰ投 上対馬 NGR 口加 島原農 長崎工 海星

10日 村井　智貴  (3)  59m60 田中　一成  (3)  55m32 山口　大樹  (3)  55m01 市川　久朗  (3)  45m25 井手　翔太  (2)  43m77 佐藤　　走  (2)  36m06 馬場　貴海  (2)  34m76 長戸　　翔  (2)  34m53
少年Ａやり投 西彼杵 西海学園 海星 島原農 長崎工 長崎西 海星 壱岐

10日 赤尾　　謙  (1) 11.14 福山　尚輝  (1) 11.14 本田　遊大  (1) 11.19 堀川　雄斗  (1) 11.34 西川　　智  (1) 11.44 山本　凌雅  (1) 11.50 宮副　航洋  (1) 11.55 岩永　航平  (1) 11.57
少年Ｂ100m +2.8 西海学園 西海学園 長崎西 口加 長崎西 諫早農 諫早商 長崎東

11日 池田　眞臣  (3)  8:59.42 宮本　仁徳  (1)  8:59.66 松田　隆宏  (1)  9:07.16 林　　日高  (1)  9:08.94 松村　脩平  (1)  9:11.40 長瀬　凌太  (1)  9:14.66 中嶋　周彬  (1)  9:16.40 船津太威智  (1)  9:16.42
少年Ｂ3000m 真城中 松浦 鎮西学院 西海学園 松浦 鎮西学院 西海学園 鎮西学院

11日 江原　周平  (1) 15.52 尾崎　俊祐  (1) 15.70 永瀧　拓己  (3) 15.98 前田　征之  (1) 16.07 岸川　　勇  (3) 16.48 後田　俊貴  (1) 17.30 里　　雄人  (1) 18.39
少年Ｂ110mJH -1.0 長崎西 佐世保北 長大附属中 諫早農 喜々津中 長崎日本大学 長崎東

11日 山本　凌雅  (1) 6m53(+2.1) 前田　征之  (1) 6m52(+1.6) 石原　敬斗  (1) 6m50(+2.1) 渋谷　昌亮  (1) 6m20(+3.1) 川西　勇希  (1) 6m11(+3.3) 江嶋　健浩  (3) 6m08(+1.3) 名嘉眞武士  (1) 6m04(+2.0) 三谷　　圭  (3) 5m94(+2.6)
少年Ｂ走幅跳 諫早農 諫早農 長崎南 長崎西 佐世保西 桜が原中 諫早東 長崎東中

10日 北尾　友靖  (1)  15m84 楠本　昴大  (1)  13m09 溝　　大志  (1)  12m77 草野光太郎  (1)  11m44 中野　孝一  (1)  10m89 坂本　勇介  (3)  10m67 田中　佑太  (1)   9m33 渡辺　宏平  (1)   8m78
少年Ｂ砲丸投 口加 NGR 大村工 長崎工 口加 西海学園 西彼中 西海学園 長崎東

10日 尾上　　暢  (3)  1:56.42 川端　脩太  (2)  1:58.70 山下　和丸  (3)  1:59.89 川脇　滉博  (2)  1:59.90 前田　有亮  (2)  2:00.33 近藤　貴大  (2)  2:01.95 河野　　翔  (2)  2:02.47 鹿田　大樹  (2)  2:02.88
少年共通800m 長崎北陽台 海星 佐世保実 佐世保高専 長崎日本大学 佐世保北 佐世保工 大村城南

11日 種岡　隆光  (2) 23:56.88 田崎　織部  (3) 24:04.47 佐藤　雄大  (3) 24:22.95 吉永宗一郎  (2) 24:35.12 目山　諒汰  (2) 25:58.94 坂口　亮太  (2) 25:59.84 栗田　　健  (2) 26:53.80 井上　直樹  (1) 29:35.89
少年共通5000mW 佐世保実 諫早農 鎮西学院 佐世保西 長崎南 佐世保工 口加 佐世保西

10日 松尾　享聖  (2) 1m88 中山　　謙  (3) 1m88 山本　真史  (2) 1m85 田中伽津嵯  (1) 1m85 前田　征之  (1) 1m80 梅原　大輔  (2) 1m80 辻　　恭一  (2) 1m80 名嘉眞武士  (1) 1m70
少年共通走高跳 諫早農 長崎南山 長崎南 佐世保西 諫早農 長崎工 長崎北陽台 諫早東

早﨑　智徳  (1) 1m70
西海学園

11日 横山　大輝  (2) 4m30 馬場　和史  (2) 4m10 鴨川　雄基  (1) 4m00 野口　稜介  (2) 3m90 岩﨑　孝輔  (2) 3m80 寺井　普幸  (2) 3m60 宇都　淳宏  (2) 3m30 伊藤元太郎  (2)
少年共通棒高跳 佐世保工 諫早農 長崎西 長崎日本大学 諫早農 島原 佐世保工 長崎南 NM 
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第66回　国民体育大会長崎県予選会 女子
平成23年 8月10日（水）～11日（木） 主催：長崎陸上競技協会・長崎県高等学校体育連盟 競技場：佐世保市総合グラウンド陸上競技場

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

10日 長島　夏子 12.28 関　愛里咲 12.36 末吉　優子 12.48 山口　博子 12.77 山添　一慧 13.31

成年100m +1.3 長崎AC 福岡大 長崎AC 長崎純心大 南島原TAC

11日 松田　絵梨 56.34

成年400m 筑波大

11日 森　智香子  4:31.77

成年1500m 大東文化大

11日 出場者無し

成年5000m

11日 松下　成美 14.36

成年100mH -0.9 福岡大

11日 金崎　　葵 26:09.26 神田　稚菜  (2) 26:29.39 神田　晴菜  (2) 26:30.77 大川内優華  (2) 28:14.54 坂之下睦美  (2) 31:28.70

成年5000mW 広島大 長崎南 長崎南 佐世保商 佐世保商

出場者無し

成年棒高跳

10日 鬼塚はるな  (1) 5m66(+1.4) 山口　博子 5m54(+2.2) 内野　香苗 5m50(+0.7) 山添　一慧 5m46(+1.9) 川野寿美礼 5m31(+2.8) () () ()

成年走幅跳 長崎大 長崎純心大 福岡大 南島原TAC 九州共立大

10日 出場者無し

成年砲丸投

10日 島田　沙絵  (2) 12.35 横町　七美  (2) 12.53 平田奈津美  (2) 12.80 本多　美有  (2) 12.82 藤山　未来  (2) 13.02 簗瀨　美穂  (2) 13.08 鬼塚みなみ  (2) 13.14 山口ゆしか  (2) 13.15

少年Ａ100m +1.2 長崎南 鎮西学院 諫早商 口加 大村城南 長崎東 諫早 純心女

11日 島田奈津美  (3) 56.42 宮田　優希  (2)  1:00.03 戸羽あかり  (2)  1:00.98 境　　優    (2)  1:01.10 鬼塚みなみ  (2)  1:01.49 日向　　葵  (2)  1:02.15

少年Ａ400m 長崎南 長崎南 純心女 長崎女 諫早 長崎日本大学

10日 中村　仁美  (2) 10:39.87 尾ノ上千夏  (2) 11:08.05 和田　幸菜  (2) 11:42.49 江頭　和佳  (2) 11:56.67

少年Ａ3000m 口加 大村 佐世保南 長崎東

11日 小柳　結莉  (3) 14.46 山口ゆしか  (2) 15.42 坪内　明莉  (2) 16.83 富永　結衣  (2) 16.87 黒田　倭紀  (2) 17.59 東　　聖佳  (2) 17.59 田﨑萌菜美  (2) 17.66 末永菜津美  (2) 18.36

少年Ａ100mH +1.5 長崎南 NGR 純心女 長崎女 長崎女 西陵 西陵 佐世保南 壱岐商

10日 岩竹　愛理  (3) 5m54(+2.6) 道脇　鈴子  (2) 5m47(+2.8) 佐藤　杏奈  (2) 5m38(+2.4) 木村　理紗  (2) 5m31(+1.9) 富永　結衣  (2) 5m02(+2.4) 宮田　優希  (2) 5m00(+2.3) 河内　智子  (2) 4m98(+0.2) 志方　香織  (2) 4m84(+2.3)

少年Ａ走幅跳 長崎日本大学 長崎南 大村 長崎女 長崎女 長崎南 佐世保北 佐世保南

11日 宇野　美里  (2)  33m02 村田　　愛  (3)  27m35 吉良みずほ  (3)  20m00 﨑瀨　　茜  (3)  19m92

少年Ａﾊﾝﾏｰ投 口加 NGR 大崎 大崎 大崎

10日 林田　小葉  (1) 12.37 山﨑　有紀  (1) 12.60 薬師寺真奈  (1) 12.79 濱﨑　彩合  (3) 12.80 田川　　楓  (3) 12.81 酒井　由樹  (1) 12.96 前田　杏樹  (1) 12.96 野田　理都  (3) 13.00

少年Ｂ100m +1.0 大村 =GR 長崎南 諫早 西諫早中 小長井中 諫早商 口加 東長崎中

11日 江口　沙羅  (3)  4:41.81 川上さくら  (3)  4:47.81 川上わかば  (3)  4:47.97 楠本　菜緒  (1)  5:05.25 久野　　暦  (3)  5:06.40 吉塚香菜子  (1)  5:07.61 井手魅月クララ(1)  5:14.11 吉野　伶紺  (1)  5:18.78

少年Ｂ1500m 西彼中 森山中 森山中 佐世保北 諫早中 佐世保西 佐世保西 西海学園

11日 戸川　祐華  (1) 14.47 濱﨑　彩合  (3) 15.17 井手佐弥香  (1) 15.63 榎並　　愛  (3) 15.87 松村　由香  (1) 15.93 井上ももか  (3) 16.72 阿比留綾香  (1) 16.87 城野　友希  (1) 17.48

少年Ｂ100mYH +2.1 五島 西諫早中 諫早商 高来中 長崎南 喜々津中 佐世保北 長崎北

11日 森　真奈美  (3) 5m16(+0.8) 友重　　舞  (1) 5m14(+0.7) 山野実有紀  (1) 5m11(+2.5) 柿本　麻衣  (3) 5m06(+0.1) 福地　果歩  (3) 5m00(-0.1) 酒井　由樹  (1) 4m97(+0.9) 髙田　優衣  (1) 4m68(+1.6) 髙尾　恵里  (1) 4m66(+1.0)

少年Ｂ走幅跳 喜々津中 長崎女 長崎商 福江中 東長崎中 諫早商 口加 諫早商

10日 白石万由子  (1)  2:18.07 德永　　瞳  (3)  2:18.24 池田和花子  (3)  2:18.64 中瀬　寿里  (3)  2:19.23 木下　琴美  (2)  2:23.22 松尾　澪菜  (1)  2:28.32 藤田　直緒  (1)  2:31.07
少年共通800m 長崎南 NGR 西彼中 NGR 加津佐中 NGR 佐世保高専 NGR 口加 口加 口加

10日 馬場　美幸  (1) 1m55 宮﨑　渚采  (2) 1m45 山中このみ  (2) 1m45 松村　由香  (1) 1m40 田中　　郁  (3) 1m40 阿比留綾香  (1) 1m40
少年共通走高跳 大村 大村 純心女 長崎南 喜々津中 佐世保北

富永　結衣  (2) 1m40 鬼塚みなみ  (2) 1m40
長崎女 諫早

出場者無し
少年共通棒高跳

11日 宇野　美里  (2)  37m50 沼里　千晶  (1)  28m28 山田紗葵乃  (1)  25m37 米村　美咲  (1)  24m76 渡部　愛理  (3)  23m80 瀨戸山　恋  (2)  20m34 武富　美咲  (2)  20m09
少年共通円盤投 口加 佐世保西 佐世保西 西海学園 南串中 佐世保商 西海学園

10日 西田　美里  (3)  42m20 片山　綾華  (3)  38m23 森　智佳子  (2)  35m86 松代　瑶子  (2)  33m24 武富　美咲  (2)  30m69 西野里圭子  (1)  29m55 沼里　千晶  (1)  26m93 三池　由佳  (1)  26m54
少年共通やり投 口加 西海学園 島原商 口加 西海学園 純心女 佐世保西 長崎日本大学
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