
平成27年度ＫＴＮ杯長崎地区中学校陸上競技新人大会 男子
平成27年 9月20日（日） 主催：長崎市陸上競技協会・(公財)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
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

伊福　　敬 58.22 小鳥居勇太 58.58 多田詩津樹 59.41 春田　康輔 59.72 木高　侃幹 1:00.88 村端　憲人 1:00.93 宮﨑　友規 1:01.30 由良　　司 1:02.42
緑が丘(2)   大瀬戸(2)   橘(2)   鳴北(2)   青雲(2)   緑が丘(2)   青雲(2)   横尾(2)   
佐藤　誠也 2:14.48 金子　和樹 2:15.13 宮﨑　友規 2:17.10 木高　侃幹 2:17.18 北村　拓海 2:31.79 橋本　一徹 2:34.92 森山　俊貴 2:38.15 田中　貴弥 2:43.40
西浦上(1)   長崎東(2)   青雲(2)   青雲(2)   西彼(2)   片淵(2)   淵(1)   小江原(2)   
一ノ瀬結人 9:24.72 黒木　翔太 9:25.70 村島　望海 9:30.82 小林　大晟 9:32.64 鶴　　雄人 9:36.64 髙山　将輝 10:07.12 浅井　海堂 10:12.77 本山凜太朗 10:18.94
東長崎(2)   東長崎(2)   大瀬戸(2)   時津(1)   東長崎(2)   長崎琴海(1)   西彼(2)   大瀬戸(1)   
大林　友矢 16.97(+1.1) 向井　一真 17.00(+1.1) 原口　　智 17.34(+1.1) 片山　　淳 17.45(+1.1) 藤田　駿介 19.34(+0.6) 北川　太一 19.43(+0.6) 山下　淳平 19.61(+0.6) 永田　拓巳 21.35(+0.6)
長崎琴海(2)   長崎大附属(2)   桜馬場(2)   長崎東(2)   青雲(2)   西彼(2)   時津(2)   橘(2)   
青雲 46.50 橘 47.27 長崎大附属 47.80 滑石 47.93 山里 47.95 緑が丘 47.97 長崎東 48.66 梅香崎 48.96
河島　雅治  (2) 小野　拓真  (2) 浦川　貴匠  (2) 山田　駿也  (1) 杉野　　翼  (2) 伊福　　敬  (2) 玄　丈太郎  (1) 池田　大河  (2)

藤田　駿介  (2) 伊藤　鉄人  (2) 谷渡　康大  (1) 森　　純一  (2) 山口　勇輝  (2) 林田　一佑  (2) 片山　　淳  (2) 若杉　颯太  (2)

山崎　拓和  (2) 多田詩津樹  (2) 本田　雅浩  (2) 竹下　　翔  (2) 山田　勇人  (2) 白石　　翼  (2) 山田　玄彩  (2) 浦川　海斗  (2)

山口　　玄  (2) 松田　陵汰  (1) 向井　一真  (2) 畠山　広聖  (2) 竹内　涼人  (2) 森永　湧大  (2) 村田　　渉  (2) 田羽矢人  (2)

小鳥居勇太 1m63 藤田　大貴 1m60 竹下　　翔 1m55 渡辺　拓哉 1m55 松尾　健伸 1m45 一瀬　大和 1m40 小笹　忠信 1m40 神近　太滉 1m35
大瀬戸(2)   小江原(2)   滑石(2)   時津(2)   橘(2)   緑が丘(2)   長崎(2)   桜馬場(2)   
有川　遥人 6m10(-0.1) 村田　　渉 5m78(+0.0) 本田　雅浩 5m67(+0.6) 森　　純一 5m64(-0.1) 伊藤　鉄人 5m64(+0.2) 満井　泉理 5m28(+0.4) 山田　勇人 5m15(+0.5) 安部　太陽 5m10(+1.7)
時津(2)   長崎東(2)   長崎大附属(2)   滑石(2)   橘(2)   時津(1)   山里(2)   桜馬場(2)   
松竹　永人 9m24 山田　玄彩 7m81 竹内　涼人 7m19 宮﨑　光太 6m73 山内　一海 6m60 杉山　直隆 6m42 山浦　翔吾 6m09 藤田　怜冶 5m18
時津(2)   長崎東(2)   山里(2)   大瀬戸(2)   西彼(2)   丸尾(2)   小江原(1)   西彼(1)   

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 宮﨑　光太 40m28 森山　俊貴 32m81 鈴木　優太 27m88 杉山　直隆 25m93
ｽﾛｰ 大瀬戸(2)   淵(1)   小江原(2)   丸尾(2)           
100m 藤田　大貴 11.52 山口　勇輝 12.03 山口　　玄 12.12 小野　拓真 12.23 山崎　拓和 12.32 有川　遥人 12.33 伊藤　鉄人 12.35 田羽矢人 12.43
(-0.2m) 小江原(2)   山里(2)   青雲(2)   橘(2)   青雲(2)   時津(2)   橘(2)   梅香崎(2)   

山口　勇輝 24.35(+0.3) 小野　拓真 24.69(+0.3) 吉見　智貴 24.70(+0.3) 村田　　渉 25.00(+0.3) 林田　一佑 25.18(+0.3) 相川　瑠伊 25.27(+0.3) 古川　幹大 25.44(+1.8) 河島　雅治 25.55(+0.3)
山里(2)   橘(2)   淵(2)   長崎東(2)   緑が丘(2)   大瀬戸(2)   西浦上(2)   青雲(2)   
村島　望海 4:33.81 吉田　智哉 4:36.10 浅井　海堂 4:42.15 宅島佑一郎 4:46.43 伊藤　將平 4:52.16 鳥巣総一朗 5:00.95 福田　寛斗 5:12.42 森川　　翼 5:22.82
大瀬戸(2)   岩屋(2)   西彼(2)   長崎琴海(2)   長崎(2)   滑石(2)   小江原(2)   丸尾(2)   

100m 谷渡　康大 12.29 松田　陵汰 12.52 山田　駿也 12.54 高栁丈太郎 12.71 山口　智槻 12.73 塩澤　輝也 12.91 川林　陸斗 13.05 横井　啓人 13.22
(+1.5m) 長崎大附属(1)   橘(1)   滑石(1)   東長崎(1)   淵(1)   青雲(1)   時津(1)   青雲(1)   

山口　智槻 26.01(+2.2) 松田　陵汰 26.02(-0.6) 高栁丈太郎 26.10(-0.6) 川林　陸斗 26.66(-0.6) 蓑毛　涼平 26.89(+2.2) 塩澤　輝也 26.91(-0.6) 横井　啓人 27.10(-0.6) 玄　丈太郎 27.56(-0.6)
淵(1)   橘(1)   東長崎(1)   時津(1)   小ヶ倉(1)   青雲(1)   青雲(1)   長崎東(1)   
佐藤　誠也 4:35.35 髙山　将輝 4:35.40 濵川　晃帆 4:44.01 平岡　和徳 4:55.19 荒井　　駿 5:08.97 石丸　　湧 5:14.91 中村　優誠 5:15.54 宮田　　洸 5:20.70
西浦上(1)   長崎琴海(1)   大瀬戸(1)   山里(1)   橘(1)   青雲(1)   青雲(1)   山里(1)   
谷渡　康大 16.06(+0.1) 杉野　達哉 18.65(+0.1) 山口　大輔 18.75(+0.1) 髙比良颯馬 18.81(+0.1) 楠本甚之丞 19.39(+0.5) 福田　涼太 19.42(+0.1) 小野　一馬 19.70(+0.5) 前田　奏斗 19.84(+0.5)
長崎大附属(1)   東長崎(1)   長崎大附属(1)   長崎大附属(1)   桜馬場(1)   青雲(1)   桜馬場(1)   東長崎(1)   
時津 52.15 青雲 53.96 桜馬場 54.04 滑石 54.45 小江原 54.88
田口　優大  (1) 石丸　　湧  (1) 松野　真也  (1) 赤瀬　幸輝  (1) 山浦　翔吾  (1)

満井　泉理  (1) 横井　啓人  (1) 原　　成諒  (1) 福井　寛大  (1) 菊地　竜矢  (1)

山瀬　　蓮  (1) 塩澤　輝也  (1) 白　　振龍  (1) 前田　一樹  (1) 金子　拓磨  (1)

川林　陸斗  (1) 福田　涼太  (1) 住田　英悟  (1) 有吉　翔音  (1) 藤川　空翔  (1)

最優秀賞　　石本　真歩（長崎琴海） 優秀賞　　佐藤　誠也（西浦上），松本　夏音（淵）
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平成27年度ＫＴＮ杯長崎地区中学校陸上競技新人大会 女子
平成27年 9月20日（日） 主催：長崎市陸上競技協会・(公財)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
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

100mH 實藤　桃子 16.41 池下　すず 16.65 松尾　響子 17.25 袖山　花恋 17.30 川原鈴音菜 17.46 傍島ほのか 17.54 松尾　光純 18.38 最上さくら 19.19

長崎大附属(2)   桜馬場(2)   淵(2)   三重(2)   時津(2)   戸町(2)   時津(2)   小江原(2)   

濵添　麻那 4:47.45 石本　真歩 4:47.53 沼田　　萌 5:03.40 中山　　綾 5:05.44 黒川　　光 5:07.93 宮原　一歌 5:11.80 宇都宮羽奏 5:12.84 松尾　優花 5:13.25

長崎琴海(2)   長崎琴海(2)   時津(2)   橘(2)   東長崎(2)   岩屋(2)   長崎琴海(1)   東長崎(2)   

志田　央佳 1m40 糸瀬　琴葉 1m30 三浦　鈴音 1m25 堀口　理加 1m20 佐藤　栄真 1m20 久保田奈々子 1m15 山田祐衣奈 1m15

時津(2)   小江原(2)   時津(1)   時津(1)   東長崎(2)   岩屋(1)     東長崎(2)   

木場　七海 1m15

西彼(2)

山口　紗弥 4m72(-0.1) 大塚　　舞 4m67(+0.9) 永尾　巴佳 4m55(+0.1) 峰原　　舞 4m52(+0.8) 立川　　想 4m43(+1.0) 浦川さくら 4m41(+0.3) 岸川なつみ 4m23(+0.7) 藤井　美聖 4m19(+0.9)

山里(2)   戸町(2)   東長崎(2)   大瀬戸(1)   長崎大附属(1)   片淵(1)   橘(1)   桜馬場(2)   

川口　未来 8m93 山口　紗弥 8m37 松尾　光純 8m34 平湯　千尋 7m72 峰原　　舞 7m53 山道　美侑 7m48 本田さくら 7m44 松本　愛梨 7m21

西彼(2)   山里(2)   時津(2)   高田(1)   大瀬戸(1)   長崎琴海(1)   東長崎(2)   小江原(2)   

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 浦川さくら 27m74 尾上　遥菜 26m62 川口　未来 23m67 中山　　綾 23m26 堀畑　亜未 15m93 岡田　椎那 13m53 植田　百葉 12m50 濱﨑真飛那 10m09

ｽﾛｰ 片淵(1)   小江原(2)   西彼(2)   橘(2)   小島(1)   小江原(2)   小島(1)   桜馬場(2)   

時津 52.64 小江原 53.12 東長崎 53.68 長崎大附属 53.73 淵 53.78 三重 54.18 桜馬場 55.32 橘 55.48

松尾　光純  (2) 末永　　舞  (2) 永尾　巴佳  (2) 千住　乙季  (1) 松尾　響子  (2) 坂本　佳純  (2) 宮本　紗和  (1) 岸川なつみ  (1)

志田　央佳  (2) 山下　花乃  (2) 山田祐衣奈  (2) 林田　桃佳  (2) 松本　夏音  (2) 宮城　楓音  (2) 藤井　千聖  (2) 中山　　綾  (2)

石田　藍莉  (2) 田中彩美花  (2) 松本はるか  (2) 實藤　桃子  (2) 中尾梨里香  (2) 村瀨　胡桃  (2) 藤井　美聖  (2) 牧島明日香  (2)

岩中　鈴果  (2) 松本　愛梨  (2) 橋口　　葵  (2) 河俣　明香  (1) 松本　実紗  (1) 袖山　花恋  (2) 池下　すず  (2) 有安　小春  (1)

100m 松本　夏音 13.19 實藤　桃子 13.37 田中彩美花 13.41 宮城　楓音 13.42 志田　央佳 13.51 西　　優香 13.52 藤原　友絵 13.65 坂本　佳純 13.76

(+1.2m) 淵(2)   長崎大附属(2)   小江原(2)   三重(2)   時津(2)   西浦上(2)   長崎東(2)   三重(2)   

松本　夏音 27.34(+1.1) 西　　優香 27.54(+1.6) 藤原　友絵 27.79(+1.1) 田中彩美花 28.01(+1.1) 松藤菜々子 28.11(+1.1) 石田　藍莉 28.56(+1.1) 坂本　佳純 28.79(-0.1) 藤井　千聖 29.20(+1.1)

淵(2)   西浦上(2)   長崎東(2)   小江原(2)   時津(2)   時津(2)   三重(2)   桜馬場(2)   

石本　真歩 2:17.99 宮原　一歌 2:26.19 濵添　麻那 2:28.09 黒川　　光 2:28.39 松尾　優花 2:34.95 樽井　亜季 2:37.34 花田きり子 2:39.68 鳥越　音羽 2:42.26

長崎琴海(2) NGR  岩屋(2)   長崎琴海(2)   東長崎(2)   東長崎(2)   長崎東(2)   桜馬場(2)   東長崎(2)   

100m 坂口莉々華 13.54 三宅ひかり 13.58 岸川なつみ 13.67 松本　実紗 13.68 千住　乙季 13.77 中村　碧海 13.79 有安　小春 13.86 永山　真子 13.99

(+0.5m) 山里(1)   時津(1)   橘(1)   淵(1)   長崎大附属(1)   滑石(1)   橘(1)   東長崎(1)   

有安　小春 29.04(-0.6) 三宅ひかり 29.07(-0.6) 中村　碧海 29.48(-0.6) 岡本すずか 29.52(-0.7) 濱屋なつみ 29.58(-0.6) 川口　愛美 29.71(-0.6) 河俣　明香 30.20(-0.6) 木下　真琴 30.27(-0.6)

橘(1)   時津(1)   滑石(1)   小江原(1)   東長崎(1)   時津(1)   長崎大附属(1)   西浦上(1)   

平松委穂里 2:28.95 福田　　夢 2:28.98 岡野　李帆 2:32.16 宇都宮羽奏 2:34.44 浦田　葉月 2:38.04 瀬川あす香 2:40.88 小川さくら 2:44.53 酒井　里菜 2:45.82

山里(1)   東長崎(1)   西彼(1)   長崎琴海(1)   鳴北(1)   西彼(1)   時津(1)   東長崎(1)   

平湯　千尋 14.24(-0.2) 松本　実紗 14.32(-1.2) 千住　乙季 14.33(-0.2) 永山　真子 14.41(-1.2) 宮本　紗和 14.64(-0.2) 坂口莉々華 14.87(-0.2) 平松委穂里 15.51(-0.2) 中島　哉美 16.07(-1.2)

高田(1)   淵(1)   長崎大附属(1)   東長崎(1)   桜馬場(1)   山里(1)   山里(1)   岩屋(1)   

時津 54.51 滑石 56.49 東長崎 56.57 山里 57.68 三重 57.98 小島 59.27 桜馬場 1:04.18

川口　愛美  (1) 福島　叶望  (1) 松本　珠莉  (1) 平松委穂里  (1) 坂本　紅寧  (1) 植田　百葉  (1) 西山　美咲  (1)

三宅ひかり  (1) 大町　心雪  (1) 永山　真子  (1) 野村ひかり  (1) 松本　萌花  (1) 田中　　涼  (1) 門村満里奈  (1)

堀口　理加  (1) 小宮　詩乃  (1) 清水　梨織  (1) 濵口　郁音  (1) 久保　美優  (1) 山下　佳奈  (1) 菊池　礼夢  (1)

三浦　鈴音  (1) 中村　碧海  (1) 濱屋なつみ  (1) 坂口莉々華  (1) 原口　明莉  (1) 堀畑　亜未  (1) 飯田　　響  (1)

備考　NGR:大会新
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