
第31回　全国小学生陸上競技交流大会　長崎県大会

平成27年 6月28日(日) 主催：(一財)長崎陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場
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 本村　尭臣 13.85 坂本　千城 14.19 佐藤　祐紀 14.23 近藤　俊輝 14.34 小栁　　新 14.56 臼木　大悟 14.62 山本　貴義 14.74 山田　爽太 14.77
(-0.6m) 口之津JAC(5) 鷹島クラブ(5) 安中JAC(5) 長崎陸上ク(5) 小長井Jr(5) 北諫早(5) 長崎陸上ク(5) 久田小(5)
6年100m 河内　祥吾 13.09 小佐々　誠 13.13 辻　　佑磨 13.25 小川　晴人 13.26 青見　　憲 13.56 境目　寛太 13.85 駒木　雅峻 14.31
(+1.2m) 大村陸上ク(6) 大村陸上ク(6) 時津ＪＡＣ(6) 中里クラブ(6) 長与クラブ(6) 福江クラブ(6) 長与クラブ(6)
共通80mH 深田　巧士 13.38 小川　晴人 13.63 島　　崇心 14.18 馬場　聖怜 14.27 北村　幸大 14.39 手島　日向 14.54 向井　直央 15.20 坂本　迅太 15.46
(-0.5m) 明峰Ｊ(6) 中里クラブ(6) 明峰Ｊ(6) 中里クラブ(6) 時津ＪＡＣ(6) 中里クラブ(6) 明峰Ｊ(6) 七釜JC(5)
共通 時津ＪＡＣ-Ａ 54.21 口之津JAC 54.39 中里クラブ-Ａ 56.03 長崎陸上ク-Ａ 56.60 長与クラブ-Ａ 56.90 鷹島クラブ 57.69 東長崎JC-Ａ 57.77

4×100mR

石田　孝志 1m37 原口　　錬 1m34 前田昂史朗 1m28 中村　悠人 1m20 近藤　駿平 1m20 増山　心人 1m20
諫早クラブ(6) 西海RC(6) 鹿町陸上(6) 時津ＪＡＣ(6) 鹿町陸上(6) 七釜JC(5)

小池　陽大 1m20 田島　　翔 1m20
北諫早(6) 高来クラブ(6)

池田　　廉 5m09 門　　大喜 4m88 杉野　　蓮 4m47 青見　　憲 4m44 角谷　悠流 4m36 竹下　尚斗 4m35 松森　海斗 4m19 前田昂史朗 4m06
遠竹JRC(6) (+0.9) 鷹島クラブ(6) (0.0) UNZEN橘JAC(6) (-0.3) 長与クラブ(6) (+1.4) 福江クラブ(6) (+1.4) 口之津JAC(6) (+1.6) 遠竹JRC(6) (+1.2) 鹿町陸上(6) (+1.2)
池田　　廉 61m03 松森　海斗 55m26 竹下　尚斗 54m81 西村　大河 52m24 竹下　斗真 51m94 木塚健心郎 49m87 岩野　巧明 48m13 渡邊　　翔 47m86
遠竹JRC(6) 遠竹JRC(6) 口之津JAC(6) 鹿町陸上(6) 口之津JAC(5) 高来クラブ(6) 諫早クラブ(5) 明峰Ｊ(6)

5年100m 加藤　奈々 14.20 三浦　瑠奈 14.73 田中　優良 14.84 後田さくら 14.93 長岡　幸奈 15.12 福田　楓華 15.28 音西　咲那 15.29
(-0.7m) 島原ＪＲＣ(5) 高田小(5) 対馬東(5) 真崎小DK(5) 壱岐Jr(5) 青方JRC(5) 大村陸上ク(5)
6年100m 水口　寧々 13.55 小鉢ひなた 13.79 佐久田和愛 14.53 濵松　亜子 14.56 嶋田　瑞月 14.66
(+0.9m) 長崎ＡＣＪ(6) NGR 安中JAC(6) 諫早クラブ(6) 明峰Ｊ(6) 長与南(6)
共通80mH 岩﨑　　萌 13.92 濵松　真子 14.07 石元　沙知 15.33 高田　詠美 15.43 水谷　陽菜 16.82 福永　彩乃 17.25 原口　真緒 19.00 中島　苺香 19.72
(-0.6m) 中里クラブ(6) 明峰Ｊ(6) 中里クラブ(6) ＭＪＣ(6) AT大崎J(6) 高来クラブ(6) ISAHAYA Jr(5) ISAHAYA Jr(5)
共通 青方JRC 56.40 ＭＪＣ-Ａ 56.90 壱岐Jr-Ａ 57.40 中里クラブ 57.67 明峰Ｊ-Ａ 58.26 真崎小DK-Ａ 58.57 長崎陸上ク-Ａ 59.22 長与南 1:00.04

4×100mR

岩﨑　　萌 1m27 青木　　玲 1m24 太田理乃香 1m21 氏原　　悠 1m21 石元　沙知 1m18 打田　蒼空 1m15 田栗　美波 1m10 横川千代里 1m10
中里クラブ(6) 鷹島クラブ(6) 明峰Ｊ(6) 加津佐ク(6) 中里クラブ(6) 七釜JC(5) 加津佐ク(6) 時津ＪＡＣ(6)
宅島　亜美 4m34 濵松　亜子 3m94 竹藤　　愛 3m93 平木　愛華 3m92 渡邊　美月 3m91 北村　和望 3m88 永吉　愛奈 3m86 永井　陽莉 3m86
村松クラブ(6) (+2.4) 明峰Ｊ(6) (+1.4) 壱岐Jr(6) (+1.3) 高来クラブ(6) (+1.9) SC東彼杵(6) (+0.5) 中里クラブ(6) (+1.7) 長崎陸上ク(6) (+0.9) 小野クラブ(6) (+1.0)
小島あかり 51m24 黒岩　咲良 47m07 岩永　　蛍 41m81 杉本ののか 36m14 本多いぶき 32m30 森下　　凜 31m96 長岡寿々花 31m04
対馬東(6) 対馬中央ク(6) JDBA長崎(6) 加津佐ク(6) 梅谷SC(5) ＭＪＣ(6) 長崎ＡＣＪ(6)

伊藤　音花 31m04
鳴鼓陸上ク(5)

NPE:県小学新 総務 松元　利弘 技術総務 冨永　拓司
NGR:大会新
EGR:大会ﾀｲ ﾄﾗｯｸ審判長 小柳　浩二 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 古里　英治

風向風速 松浦　和明 記録主任 鮎川　良英

共通走高跳

共通走幅跳

女
子

濵松　亜子  (6)

竹藤　　愛  (6) 堤　　梓紗  (6)

川口　幸奈  (6)

渡邊　　陽  (5)小川　由愛  (5)中尾　梨那  (6)

松山　　空  (6) 永吉　愛奈  (6) 嶋田　瑞月  (6)近藤　香帆  (6) 米山　小雪  (6) 松下　真弓  (6) 岩﨑　　萌  (6)

9:20

馬場　聖怜  (6)

松尾　美佳  (6)

山田　彩乃  (6) 森田　羽音  (6) 山口陽依理  (6) 濵本　羽菜  (6) 濵松　真子  (6) 平方　湖心  (6) 角町友芽梨  (6)

共通走高跳

共通走幅跳

男
子

植木　天太  (6)

本村　尭臣  (5)

晴れ

樋口みさき  (6)

竹下　尚斗  (6)
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区
分
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坂井　　翔  (6)
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辻　　佑磨  (6)
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1.0

川内　琉生  (6)

岩永　星香  (6)

内村　　僚  (5)

駒木　雅峻  (6) 門　　大喜  (6)

野中美菜実  (6)北村　和望  (6)

荒川　実咲  (6)

江口　　葵  (6)

毎熊　完太  (6)

本多　来斗  (5)

笹浦　佳夏  (5)

小西　志穂  (5)後田さくら  (5)

畑本　海渡  (6) 今村　知椰  (6) 高本　桜太  (6)

小川　晴人  (6) 田中　柊士  (6)

道津　夏妃  (6) 竹下　莉央  (6)

手島　日向  (6)

近藤　俊輝  (5)

決 勝 記 録 一 覧 表

石田　彪賀  (6)青見　　憲  (6)

兼松　直輝  (6) 坂本　晃士  (6)

坂本　千城  (5)山本　貴義  (5) 冨本　愛浩  (6)


