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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 6/4 ｵﾜｷ ｹﾝﾀ 10.70/+1.6

尾脇　健太  (3)
大村

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 10.82/+1.6
山口　直槻  (3)
長崎南

ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ 10.86/+1.6
河本　啓吾  (3)
対馬

ｲｹﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 10.94/+1.6
池田　成諒  (1)
島原

ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 10.98/+1.6
小川　祥真  (2)
西海学園

ｳﾗｶﾜ ﾏｻﾔ 11.02/+1.6
浦川　雅也  (3)
佐世保東翔

ﾏﾂｵ ｼｭｳﾄ 11.02/+1.6
松尾詩勇斗  (2)
長崎日本大学

ﾀｶｲﾗ ｶﾅﾒ 11.08/+1.6
髙以良　要  (3)
諫早農

２００ｍ 6/6 ﾏﾂｵ ｼｭｳﾍｲ 21.58/+0.9
松尾　脩平  (3)
長崎南山

ｲｹﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 22.11/+0.9
池田　成諒  (1)
島原

ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ 22.18/+0.9
河本　啓吾  (3)
対馬

ﾏﾂｵ ｼｭｳﾄ 22.23/+0.9
松尾詩勇斗  (2)
長崎日本大学

ｵﾔﾏ ﾄﾓｽｹ 22.23/+0.9
小山　知祐  (3)
大村工

ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 22.30/+0.9
小川　祥真  (2)
西海学園

ﾀｶｲﾗ ｶﾅﾒ 22.33/+0.9
髙以良　要  (3)
諫早農

ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼ 22.82/+0.9
森本　健志  (3)
島原工

４００ｍ 6/3 ﾏﾂｵ ｼｭｳﾍｲ 47.73
松尾　脩平  (3) NGR
長崎南山

ﾐﾁｼﾀ ﾘﾝｾｲ 49.68
道下　倫成  (2)
長崎北陽台

ｶﾜﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 49.84
川田　耕大  (3)
佐世保工

ｲﾄｳ ﾚｵｳ 49.84
伊藤　玲央  (3)
五島

ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 49.91
酒井　俊輔  (3)
長崎日本大学

ﾌｸﾅｶﾞ ﾅｵｷ 49.98
福永　直樹  (3)
長崎南山

ﾌｶﾔﾏ ｾｲﾀﾞｲ 50.71
深山　征大  (3)
諫早農

ｱｻｷﾞﾘ ｼﾞｭﾝｷ 50.80
朝霧　純稀  (2)
諫早

８００ｍ 6/5 ﾌｶﾔﾏ ｾｲﾀﾞｲ  1:55.12
深山　征大  (3)
諫早農

ﾓﾘ ｺｳﾀﾛｳ  1:55.37
森　康太朗  (2)
長崎北陽台

ｷﾀﾊﾗ ﾘｭｳｼﾝ  1:56.07
北原　隆慎  (3)
鹿町工

ｿｳﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ  1:56.44
早田幸太郎  (3)
長崎南

ｲﾌﾞｼ ﾀﾂﾔ  1:56.48
伊伏　達哉  (3)
海星

ｺｳﾊﾗ ｶｲﾄ  1:56.79
甲原　海人  (3)
壱岐

ﾊｴｺｼ ﾘｷ  1:57.38
這越　力記  (3)
五島

ｵｵﾀﾆ ﾗｲ  2:09.86
大谷　頼威  (3)
佐世保西

１５００ｍ 6/3 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ  3:58.38
林田　洋翔  (1)
瓊浦

ﾄﾐﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ  4:02.33
冨本　優浩  (3)
鎮西学院

ｶﾂｷ ｺｳﾀ  4:03.60
香月　鴻汰  (3)
瓊浦

ｷﾀﾊﾗ ﾘｭｳｼﾝ  4:03.60
北原　隆慎  (3)
鹿町工

ｲｼﾏﾂ ｼｮｳ  4:03.88
石松　　翔  (3)
創成館

ｼｹﾞﾑﾗ ｶｽﾞｷ  4:04.03
繁村　和希  (3)
長崎南山

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾞｲ  4:05.00
畠山　流大  (3)
長崎北

ﾐﾔﾉ ﾚﾝﾔ  4:06.75
宮野　蓮弥  (2)
創成館

５０００ｍ 6/5 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 14:59.81
林田　洋翔  (1)
瓊浦

ﾊﾅｵ ｷｮｳｽｹ 15:01.61
花尾　恭輔  (1)
鎮西学院

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 15:02.06
近藤　亮太  (3)
島原

ｵｳｷﾞ ﾊｸﾞﾐ 15:06.20
扇　　　育  (2)
松浦

ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｲﾄ 15:09.36
林田　快豪  (3)
瓊浦

ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ 15:11.74
植村　優人  (1)
松浦

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾕ 15:21.27
冨永　裕憂  (2)
鎮西学院

ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 15:24.24
田中　智也 (2)
鎮西学院

１１０ｍＨ
(1.067m)

6/6 ｴｲﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 14.84/-0.5
栄田　竜生  (2)
諫早農

ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 15.41/-0.5
中野　涼太  (3)
長崎北陽台

ﾖｺｵ ﾂｸｼ 15.49/-0.5
横尾　尽志  (2)
大村

ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 15.57/-0.5
馬場　省吾  (3)
諫早農

ﾅｶｵ ﾕｳｽｹ 15.83/-0.5
中尾　友祐  (2)
長崎北陽台

ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｷ 16.07/-0.5
松村　晃紀  (2)
対馬

ﾑｶｲ ｶｽﾞﾏ 16.15/-0.5
向井　一真  (1)
長崎西

ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾀ 33.69/-0.5
後藤　颯汰  (2)
五島

４００ｍＨ
(0.914m)

6/5 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 54.58
中野　涼太  (3)
長崎北陽台

ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾀ 54.83
後藤　颯汰  (2)
五島

ﾅｶｵ ﾕｳｽｹ 55.86
中尾　友祐  (2)
長崎北陽台

ｵｻﾞｷ ｺｳｽｹ 56.17
尾﨑　航祐  (3)
佐世保西

ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 56.39
馬場　省吾  (3)
諫早農

ｴｲﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 56.70
栄田　竜生  (2)
諫早農

ﾖｺｵ ﾂｸｼ 56.93
横尾　尽志  (2)
大村

ｼﾓｶﾞﾏ ｶﾅﾀ 57.26
下釜　叶大  (3)
長崎西

３０００ｍＳＣ 6/6 ｲｼﾏﾂ ｼｮｳ  9:22.67
石松　　翔  (3)
創成館

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾞｲ  9:25.94
畠山　流大  (3)
長崎北

ｼｹﾞﾑﾗ ｶｽﾞｷ  9:29.69
繁村　和希  (3)
長崎南山

ﾄﾞｳﾂ ｱﾗﾀ  9:30.50
道津　新太  (3)
上五島

ﾐﾔﾉ ﾚﾝﾔ  9:32.10
宮野　蓮弥  (2)
創成館

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾄ  9:34.21
山口　誉斗  (3)
創成館

ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾔ  9:34.89
竹田　拓矢  (3)
諫早

ﾂｲｷ ｹｲｽｹ  9:37.18
築城　桂助  (3)
鎮西学院

５０００ｍＷ 6/3 ｻｶｲ ﾕｳﾀ 24:15.72
酒井　優太  (3)
大崎

ﾕﾐｶﾜ ｹﾝｼ 24:24.01
弓川　堅士  (3)
五島

ﾀﾆｱｲ ｺｳｾｲ 24:25.93
谷合　晃誠  (2)
五島

ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 24:42.61
田中　智也  (3)
諫早農

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ 24:55.82
山田　尚哉  (3)
佐世保西

ｲﾜｻ ｶｴﾃﾞ 27:02.50
岩佐　　楓  (3)
清峰

ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 27:13.92
齋藤　瑠樹  (2)
豊玉

ﾋﾗﾉ ｲﾂｷ 27:53.50
平野　　樹  (3)
諫早農

走高跳 6/5 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 1m96
平山　大雅  (3)
諫早農

ﾓﾄｷ ﾚﾝ 1m90
本木　廉音  (2)
西彼農

ｺﾄﾘｲ ﾕｳﾀ 1m90
小鳥居勇太  (1)
佐世保西

ｲｹﾀﾞ ﾙｲ 1m90
池田　　塁  (1)
諫早農

ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾔ 1m87
西村夢輝也  (2)
西彼農

ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｭｳｷ 1m84
藤川　瑠来  (2)
長崎南山

ｼｲﾔﾏ ﾊﾔﾄ 1m81
椎山　　隼  (3)
西海学園

ﾀｶﾂｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 1m78
高月　駿平  (2)
諫早農

棒高跳 6/4 ｼｲﾔﾏ ﾊﾔﾄ 4m50
椎山　　隼  (3)
西海学園

ﾑﾗｾ ｼｭﾝﾀ 4m40
村瀬　駿太  (3)
長崎日本大学

ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾄ 4m30
中島　央人  (1)
諫早

ｿｳﾀﾞ ｱﾕﾑ 4m20
早田　歩武  (3)
諫早農

ｸﾛｷ ｱｵﾄ 3m90
黒木　碧斗  (2)
西海学園

ｱﾗﾏｷ ｺﾞｳ 3m70
荒牧　　豪  (2)
西彼農

ﾊﾔｼﾀﾞ ﾙｲ 3m70
林田　瑠依  (3)
島原農

ｱｼﾂﾞｶ ﾊﾔﾄ 3m70
芦塚　　颯  (1)
長崎日本大学

走幅跳 6/3 ｳﾒｻﾞｷ ｹﾞﾝﾀ   6m96/+1.1
梅﨑　玄太  (3)
諫早農

ｳﾁﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ   6m95/+0.4
内野凌太朗  (3)
諫早商

ﾅｶﾞﾀｷ ｻﾄｼ   6m86/-0.1
永瀧　聡士  (2)
長崎西

ﾆﾀ ﾖｼﾋﾛ   6m78/-0.5
二田　義大  (2)
諫早

ｼﾛｵ ﾄﾓｷ   6m72/+1.2
城尾　朋季  (3)
瓊浦

ﾅｶｶﾞﾐ ﾕｳﾄ   6m70/+0.2
中上　幸稔  (2)
長崎南山

ｱﾘｶﾜ ﾊﾙﾄ   6m67/+1.2
有川　遥人  (1)
長崎南

ﾑﾀ ﾋﾛﾄ   6m49/-0.7
牟田　啓人  (3)
佐世保西

三段跳 6/6 ｱｻﾀﾞ ﾄﾓｷ  14m20/ 0.0
淺田　朋来  (2)
長崎北陽台

ﾖｼﾉ ﾄﾓｷ  14m12/+0.9
吉野　友基  (3)
対馬

ｼﾛｵ ﾄﾓｷ  14m11/+0.6
城尾　朋季  (3)
瓊浦

ﾖｺﾐﾁ ﾘｮｳ  14m02/-0.4
横道　　凌  (3)
諫早農

ｷｭｳｻｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ  13m72/+0.6
休坂竜太朗  (2)
佐世保西

ｼｵﾐﾂ ﾘｮｳﾔ  13m49/ 0.0
塩満　稜也  (3)
大村城南

ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳｶﾞ  13m35/+0.3
山﨑　隆雅  (3)
西海学園

ｶﾄﾞ ﾘｭｳｷ  13m21/+1.1
門　　龍希  (2)
鹿町工

砲丸投
(6.000kg)

6/3 ｿｳﾀﾞ ﾌｳﾏ  15m44
早田　楓真  (3)
対馬

ｸｻﾉ ﾂﾈﾋﾛ  14m71
草野　恒広  (2)
長崎南

ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾔ  13m21
池田　大也  (3)
大村工

ｼﾗﾊﾏ ﾀｶﾋﾛ  12m90
白濵　嵩大  (3)
上五島

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｻｸ  12m73
松本　優作  (3)
島原

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ  12m60
小林　拓未  (2)
西海学園

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾑ  12m24
山口　　旺  (3)
西海学園

ﾀﾞｲﾓﾝ ｾｲﾔ  11m98
大門　聖弥  (3)
諫早農

円盤投
(1.750kg)

6/6 ｸｻﾉ ﾂﾈﾋﾛ  38m87
草野　恒広  (2)
長崎南

ﾖｺﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ  38m05
横山舜一郎  (3)
中五島

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ  36m39
小林　拓未  (2)
西海学園

ｱｲｶﾜ ﾙｲ  35m03
相川　瑠伊  (1)
西海学園

ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾔ  35m01
池田　大也  (3)
大村工

ｶﾜﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ  34m85
川林　駿也  (2)
長崎明誠

ｲﾃﾞ ﾄｳﾀ  34m33
井手　登太  (3)
諫早農

ｶﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ  33m83
加藤龍太郎  (3)
諫早農

ハンマー投
(6.000kg)

6/4 ｼﾗﾊﾏ ﾀｶﾋﾛ  50m85
白濵　嵩大  (3)
上五島

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ  47m11
山田　絃太  (3)
長崎日本大学

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾑ  44m82
山口　　旺  (3)
西海学園

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ  40m82
田中　隆太  (2)
長崎日本大学

ｻｷﾓﾄ ｺｳｷ  37m43
﨑本　光輝  (3)
中五島

ﾓﾄﾑﾗ ﾀｸﾑ  36m85
本村　拓夢  (3)
中五島

ﾀｶﾔ ﾘｭｳﾄ  32m67
髙屋　龍斗  (3)
長崎工

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ  30m87
小林　拓未  (2)
西海学園

やり投
(0.800kg)

6/5 ｶﾈｶﾞｴ ｱﾏﾈ  61m64
鐘ヶ江　周  (3)
青雲

ｵｵｸﾞｼ ﾏｻﾐ  55m97
大串　允巳  (3)
諫早農

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｾｲ  55m07
山田　拳聖  (1)
西海学園

ﾌﾅﾊﾞﾗ ﾘｮｳｶﾞ  54m43
舩原　凌雅  (2)
西海学園

ﾀﾞｲﾓﾝ ｾｲﾔ  53m63
大門　聖弥  (3)
諫早農

ｶﾜｶﾞｼﾗ ｺｳｷ  53m32
川頭　晃喜  (3)
佐世保工

ﾓﾘﾀ ﾕｳｼﾝ  53m20
森田　祐紳  (3)
島原工

ｼﾓﾊﾗ ﾀｲﾖｳ  52m91
下原　太陽  (2)
中五島

８種競技

100m-走幅跳-砲丸投-400m
110mH-やり投-走高跳-1500m

6/3
6/4

ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｷ  4855
松村　晃紀  (2)
対馬
11.71/-0.3-6m18/+0.5-9m91-52.92
16.00/+1.3-36m85-1m82-4:56.26

ﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ  4795
森　　章吾  (2)
長崎明誠
11.47/+0.2-6m52/-0.3-7m37-51.84
16.05/+0.7-37m15-1m60-4:39.89

ﾋﾗｲ ﾔﾏﾄ  4697
平井　和士  (2)
長崎日本大学
11.97/-0.4-6m24/+0.8-10m52-56.97
16.54/+0.7-45m76-1m70-4:49.87

ｷｼｶﾜ ｺｳｷ  4480
岸川　孝希  (3)
長崎日本大学
11.99/+0.2-5m98/-0.7-9m70-54.64
21.21/+1.3-52m02-1m82-4:46.29

ﾅｶﾀﾆ ﾀﾞｲｷ  4322
中谷　大希  (3)
諫早農
11.76/+0.3-6m33/+0.6-9m06-56.63
18.98/-2.1-40m44-1m73-5:01.87

ｵｶｻﾞｷ ﾘｸ  4279
岡崎　陸空  (2)
五島
12.03/-0.4-5m74/+0.3-9m40-53.54
19.51/-2.1-35m82-1m73-4:44.22

ﾀﾅｶ ｺﾞｳ  4233
田中　　剛  (3)
諫早農
12.19/-0.4-5m83/-1.9-7m31-57.89
16.37/+0.7-41m84-1m70-5:01.69

ﾏｷ ﾕｳﾀ  4145
槇　　優太  (3)
長崎北陽台
11.73/+0.3-5m78/+1.1-7m68-55.14
18.68/+1.3-38m22-1m60-4:49.87

４×１００ｍ 6/5 諫早 42.00
濱田　　駿  (2)
二田　義大  (2)
朝霧　純稀  (2)
豊島　海斗  (1)

長崎南山 42.38
山口　勇輝  (1)
松尾　脩平  (3)
赤司　大樹  (3)
福島　雅也  (2)

長崎北陽台 42.44
松竹谷健斗  (3)
中野　涼太  (3)
木下　　匡  (3)
中尾　友祐  (2)

諫早農 42.58
梅﨑　玄太  (3)
馬場　省吾  (3)
横道　　凌  (3)
髙以良　要  (3)

五島 42.67
山路　桂大  (3)
後藤　颯汰  (2)
高木　龍一  (2)
伊藤　玲央  (3)

西海学園 42.73
椎山　　隼  (3)
山田　拳聖  (1)
山﨑　隆雅  (3)
小川　祥真  (2)

佐世保東翔 42.80
峰　　睦月  (3)
前田　　祐  (3)
浦川　雅也  (3)
田中　順也  (3)

佐世保西 42.81
牟田　啓人  (3)
橋口　悠祐  (1)
尾﨑　航祐  (3)
赤瀬　慶祐  (3)

４×４００ｍ 6/6 長崎南山  3:17.70
上西園颯太  (3)
福永　直樹  (3)
松尾　晃太  (2)
松尾　脩平  (3)

五島  3:18.03
高木　龍一  (2)
伊藤　玲央  (3)
檮木　直樹  (2)
後藤　颯汰  (2)

長崎北陽台  3:18.07
松竹谷健斗  (3)
道下　倫成  (2)
木下　　匡  (3)
中野　涼太  (3)

諫早  3:18.54
三根　慶友  (3)
朝霧　純稀  (2)
二田　義大  (2)
増山　敬記  (3)

長崎日本大学  3:19.24
松尾詩勇斗  (2)
酒井　俊輔  (3)
馬場　雄己  (2)
指方　航汰  (3)

佐世保工  3:20.52
川田　耕大  (3)
荒木　　塁  (2)
酒井　大雅  (2)
川頭　晃喜  (3)

長崎西  3:21.21
深浦　弘章  (2)
永瀧　聡士  (2)
下釜　叶大  (3)
植木　　慈  (3)

上五島  3:21.99
柴垣　優太  (2)
佐々木大和  (3)
森下　　大  (2)
日高　太陽  (2)

男子

男子総合 諫早農 54点 長崎北陽台 41点 長崎南山 31点 西海学園 31点 長崎日本大学 27点 対馬 26点 五島 25点 瓊浦 24点

男子トラック 長崎北陽台 35点 長崎南山 29点 諫早農 24点 五島 24点 瓊浦 18点 島原 12点 創成館 11点 大村 10点

男子フィールド 諫早農 28点 西海学園 27点 長崎日本大学 13点 対馬 11点
長崎南

上五島 9点 西彼農 8点
中五島

男子混成 長崎日本大学 7点 対馬 6点 長崎明誠 5点 諫早農 2点 五島 1点

凡例（NGR:大会新記録）
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 6/4 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾗﾘ 12.14/+1.7

渡邊　　輝  (3)
諫早

ｽｴﾖｼ ｶﾎ 12.38/+1.7
末吉　花帆  (3)
純心女

ﾏﾂﾀｹ ﾐﾛ 12.43/+1.7
松竹　美蕗  (3)
長崎女

ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 12.52/+1.7
佐藤　美憂  (2)
長崎女

ﾏﾂｵ ｱﾐ 12.59/+1.7
松尾　亜美  (2)
西海学園

ﾋﾗﾀ ﾘｺ 12.62/+1.7
平田　莉子  (2)
五島

ｲｹｶﾞﾐ ｶﾎ 12.63/+1.7
池上　果歩  (2)
純心女

ｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 12.80/+1.7
伊藤　美月  (1)
諫早

２００ｍ 6/6 ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅｴ 25.61/+2.0
森山奈菜絵  (1)
純心女

ｽｴﾖｼ ｶﾎ 25.89/+2.0
末吉　花帆  (3)
純心女

ﾌｶｲ ﾏﾄﾞｶ 26.07/+2.0
深井まどか  (3)
長崎女

ﾏﾂｵ ｱﾐ 26.22/+2.0
松尾　亜美  (2)
西海学園

ｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 26.32/+2.0
伊藤　美月  (1)
諫早

ﾔｽﾅｶ ﾊﾙｶ 26.38/+2.0
安中　　悠  (3)
佐世保西

ﾋﾗﾀ ﾘｺ 26.46/+2.0
平田　莉子  (2)
五島

ｲｹｶﾞﾐ ｶﾎ 26.76/+2.0
池上　果歩  (2)
純心女

４００ｍ 6/3 ﾓﾘﾔﾏ ﾅﾅｴ 56.89
森山奈菜絵  (1)
純心女

ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 57.74
山本　早恵  (3)
長崎西

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 59.03
前田　陽香  (3)
佐世保西

ｳﾗｶﾜ ﾅﾅｴ 59.04
浦川奈々枝  (3)
純心女

ｸﾘﾓﾄ ﾏｲｶ 59.14
栗元　舞香  (3)
壱岐

ｺｻﾞｻ ﾒｸﾞﾐ 59.35
小笹　萌美  (3)
長崎工

ﾁｸﾁ ﾘｺ 59.63
築地　理子  (3)
上五島

ﾖｼｵｶ ﾅﾅ  1:00.02
吉岡　奈那  (3)
青雲

８００ｍ 6/5 ﾓﾘｷﾀ ｼｵﾝ  2:15.55
森北　詩音  (1)
口加

ｸﾘﾓﾄ ﾏｲｶ  2:18.67
栗元　舞香  (3)
壱岐

ﾅｶﾑﾗ ｷﾕ  2:19.11
中村　綺宥  (1)
青雲

ﾐｶﾐ ﾓﾓｶ  2:19.37
三上ももか  (3)
長崎南

ﾋﾗﾔﾏ ﾏﾅｶ  2:19.54
平山　愛花  (2)
諫早

ｶﾜﾊﾗ ﾐﾘ  2:20.86
川原　美梨  (1)
大村

ﾏｷ ﾅｷﾞｻ  2:21.38
牧　　　渚  (3)
長崎商

ｼﾛﾀﾆ ｻｸﾗｺ  2:26.34
城谷　桜子  (3)
島原

１５００ｍ 6/3 ﾋﾛﾅｶ ﾘﾘｶ  4:20.77
廣中璃梨佳  (2)
長崎商

ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｷ  4:29.16
柴原　佑紀  (3)
長崎南

ﾖｼﾂﾞｶ ﾕｷｺ  4:31.27
吉塚有紀子  (2)
川棚

ﾑｶｴ ﾐﾕ  4:35.82
迎　　美夢  (1)
川棚

ﾏﾂﾀﾞ ｽﾐｶ  4:36.19
松田　純香  (3)
諫早

ﾏﾂｷ ｱｵｲ  4:36.41
松木　葵依  (1)
長崎商

ﾔｽﾅｶﾞ ｲｵﾘ  4:36.45
安永　衣織  (1)
川棚

ﾑｶｴ ﾏﾕ  4:50.10
迎　　真夢  (2)
佐世保高専

３０００ｍ 6/6 ﾋﾛﾅｶ ﾘﾘｶ  9:13.42
廣中璃梨佳  (2)
長崎商

ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ﾐｸ  9:23.55
森林　未来  (3)
諫早

ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｷ  9:29.00
柴原　佑紀  (3)
長崎南

ｵｶﾓﾄ ﾐﾅﾙ  9:30.27
岡本　海愛  (3)
諫早

ﾖｼﾂﾞｶ ﾕｷｺ  9:36.73
吉塚有紀子  (2)
川棚

ﾊﾏｿﾞｴ ﾏﾅ  9:40.02
濵添　麻那  (1)
長崎商

ﾎﾝﾀﾞ ｽﾐﾚ  9:56.31
本田　純麗  (3)
長崎商

ﾃﾞｼﾏﾙ ｺﾊﾙ  9:58.68
弟子丸小春  (1)
諫早

１００ｍＨ
(0.840m)

6/6 ﾏﾂﾀｹ ﾐﾛ 14.27/-1.9
松竹　美蕗  (3) NGR
長崎女

ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 14.75/-1.9
佐藤　美憂  (2)
長崎女

ｻｲｷ ﾏｲｺ 14.78/-1.9
佐伯　舞子  (1)
純心女

ｻﾈﾌｼﾞ ﾓﾓｺ 15.17/-1.9
實藤　桃子  (1)
純心女

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾉﾝ 15.23/-1.9
山口　愛音  (2)
五島

ﾎﾘｳﾁ ｷｻｺ 15.54/-1.9
堀内紀彩子  (1)
長崎南

ﾀﾅｶ ｺﾊﾙ 16.86/-1.9
田中　来春  (2)
西陵

ｵｵｶﾜ ﾅﾐｺ 16.88/-1.9
大川奈美子  (3)
長崎日本大学

４００ｍＨ
(0.762m)

6/4 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾉﾝ  1:04.56
山口　愛音  (2)
五島

ｻﾈﾌｼﾞ ﾓﾓｺ  1:04.95
實藤　桃子  (1)
純心女

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ  1:06.08
前田　陽香  (3)
佐世保西

ﾀﾆﾜｷ ﾕｳﾘ  1:06.22
谷脇　由梨  (3)
西海学園

ｲﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ  1:06.53
岩﨑　瑞希  (3)
瓊浦

ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｶｺ  1:06.91
北川裕佳子  (3)
五島

ﾌﾙｲﾁ ﾘｮｳ  1:10.06
古市　　涼  (2)
佐世保西

５０００ｍＷ 6/3 ﾃﾗｵ ﾏﾖ 26:21.83
寺尾　真世  (3)
諫早商

ﾅｶﾞﾄﾞﾒ ｱﾔ 29:07.18
永留　　彩  (3)
豊玉

ﾀｼﾛ ﾏｲ 29:45.82
田代　舞衣  (2)
佐世保商

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵ 31:26.83
川端　南央  (2)
諫早商

ｻｻｷ ﾏｲ 32:46.65
佐々木麻衣  (2)
長崎北

ﾄﾞｳﾂ ﾅﾙﾐ 37:53.91
道津　成美  (1)
上五島

ﾖｼﾓﾄ ﾅｵ 37:55.40
吉元　菜緒  (1)
佐世保商

走高跳 6/3 ﾊｷﾞﾔﾏ ﾕｲ 1m63
萩山　由衣  (2)
佐世保西

ｻｲｷ ﾏｲｺ 1m63
佐伯　舞子  (1)
純心女

ﾄﾓﾅﾘ ﾁﾋﾛ 1m54
友成千比呂  (3)
長崎女

ﾐﾂﾕｷ ﾅﾂﾐ 1m51
満行奈津美  (3)
西海学園

ﾐﾈ ﾊﾙｶ 1m51
峯　　遥花  (3)
大村

ﾖｺﾏﾂ ｺｺﾛ 1m48
横松　　和  (3)
長崎南

ｼﾀﾞ ｵｳｶ 1m48
志田　央佳  (1)
純心女

ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓｶ 1m48
山下　桃香  (2)
上五島

棒高跳 6/3 ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ 2m40
本田　早紀  (2)
島原

ﾅｶﾀ ﾕｳｶ 2m40
中田　有香  (2)
島原

ﾆｼﾔﾏ ｱｵｲ 2m10
西山　　碧  (3)
佐世保商

ﾖｼﾀｹ ﾕﾒﾉ 2m10
吉武　夢乃  (2)
西海学園

ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ 2m10
前田　理奈  (3)
島原農

ﾐﾔﾉ ｱｵｲ 2m00
宮野　　葵  (1)
島原農

走幅跳 6/5 ﾔﾏｻｷ ﾓﾓｶ   5m68/+1.3
山﨑　百華  (2)
純心女

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅﾅ   5m48/+2.2
今泉　那菜  (3)
長崎東

ｼﾗｲｼ ﾘｻ   5m45/+0.3
白石　莉彩  (2)
長崎南

ｾｷﾄﾞ ﾅﾂﾐ   5m35/+0.5
関戸　夏未  (2)
長崎南

ｺﾏﾀ ｶﾅｺ   5m35/+3.0
小又香那子  (2)
諫早

ｳｴｷ ﾒｲ   5m30/+1.0
植木　希衣  (1)
口加

ﾐｳﾗ ｻｷｺ   5m23/+2.9
三浦早紀子  (1)
大村

ｷﾔﾏ ﾓｴ   5m19/+1.6
木山　もえ  (1)
諫早

三段跳 6/6 ﾔﾏｻｷ ﾓﾓｶ  11m80/+0.7
山﨑　百華  (2)
純心女

ｾｷﾄﾞ ﾅﾂﾐ  11m65/+0.8
関戸　夏未  (2)
長崎南

ﾓﾘ ｺﾅﾂ  10m89/+0.4
森　　小夏  (2)
長崎女

ｳﾗﾉ ｱﾝﾅ  10m79/+0.7
浦野　杏奈  (3)
純心女

ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕﾒｺ  10m67/+0.2
林田優女子  (3)
長崎女

ﾖｼﾀﾞ ｹｲ  10m49/+0.4
吉田　　蛍  (3)
長崎女

ｸﾎﾞ ﾕｷ  10m41/-1.5
久保　友紀  (3)
佐世保西

ﾖｼﾄﾐ ｻｷ  10m39/+0.1
吉冨　咲喜  (3)
大村

砲丸投
(4.000kg)

6/6 ｻﾄﾅｶ ｱﾔｶ  13m14
里中　彩華  (2)
五島

ｺｼﾞﾏ ﾎﾉｶ  11m45
小島ほのか  (2)
五島

ﾀｶﾀﾞ ﾐﾎ  10m91
高田　美歩  (2)
長崎商

ﾏﾂｵ ﾐｻｷ  10m71
松尾　美咲  (3)
口加

ﾋﾗﾉ ｽｽﾞﾊ  10m54
平野　鈴葉  (1)
五島

ﾔﾏﾑﾗ ﾌﾐｶ  10m50
山村　文香  (3)
口加

ﾖｺｵ ﾐﾉｶ  10m16
横尾美乃佳  (3)
諫早商

ﾌｼﾞﾔﾏ ﾏﾅﾐ   9m34
藤山　愛美  (1)
長崎女

円盤投
(1.000kg)

6/4 ｻﾄﾅｶ ｱﾔｶ  35m27
里中　彩華  (2)
五島

ﾏﾂｵ ﾐｻｷ  33m10
松尾　美咲  (3)
口加

ｺｼﾞﾏ ﾎﾉｶ  32m69
小島ほのか  (2)
五島

ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｷﾅ  32m62
杉原ゆきな  (3)
西海学園

ｸｻﾊﾞ ｶﾅｺ  30m57
草場花菜子  (3)
大村

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ  30m16
山田　晏菜  (3)
純心女

ﾋｸﾞﾁ ﾌﾐｶ  29m66
樋口　史佳  (3)
佐世保商

ﾔﾏｻｷ ｱｲｶ  28m83
山﨑　愛香  (3)
長崎女

やり投
(0.600kg)

6/3 ｸﾛｷ ｳﾗﾗ  41m90
黑木うらら  (3)
長崎北陽台

ﾄｸﾏｽ ﾐﾕﾘ  39m01
德増美優里  (3)
長崎女

ｻﾄﾅｶ ｱﾔｶ  37m42
里中　彩華  (2)
五島

ﾐﾔﾓﾄ ｼｵﾝ  35m77
宮本　紫苑  (2)
純心女

ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｷﾅ  35m45
杉原ゆきな  (3)
西海学園

ｱﾋﾞﾙ ﾐｳ  35m14
阿比留美羽  (3)
対馬

ﾔﾏﾑﾗ ﾌﾐｶ  34m94
山村　文香  (3)
口加

ﾅｶﾞｲ ｻｷ  33m76
永井　　幸  (1)
対馬

ハンマー投
(4.000kg)

6/5 ｱｷﾅｶﾞ ｱﾕﾐ  38m36
秋永あゆみ  (3)
西海学園

ｿｳｼﾏ ｱﾐ  36m48
惣島　愛実  (3)
大村

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｼﾛ  35m45
富永　真白  (2)
五島

ｵｵｸﾎﾞ ﾎﾉｶ  33m13
大久保穂乃佳(2)
長崎日本大学

ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｷﾅ  31m89
杉原ゆきな  (3)
西海学園

ﾋｸﾞﾁ ﾌﾐｶ  31m28
樋口　史佳  (3)
佐世保商

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ  29m56
山田　晏菜  (3)
純心女

ﾀﾅｶ ｼｮｳｺ  29m14
田中　翔子  (2)
大村

７種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m
走幅跳-やり投-800m

6/4
6/5

ｻｲｷ ﾏｲｺ  4522
佐伯　舞子  (1)
純心女
15.09/+0.1-1m58-7m86-25.99/+0.4
5m44/-1.6-27m32-2:30.81

ｱﾋﾞﾙ ﾐｳ  3832
阿比留美羽  (3)
対馬
17.05/-0.2-1m40-8m75-27.41/+1.3
4m76/-0.1-29m68-2:34.56

ｱﾗｷ ｽｽﾞﾅ  3818
荒木　鈴奈  (3)
長崎南
16.06/-0.2-1m40-6m59-26.46/+1.3
5m19/+2.9-21m60-2:37.46

ｱｼﾞﾛ ﾘｻ  3641
網代　理佐  (3)
上対馬
17.56/-0.2-1m35-7m74-28.47/+0.4
4m72/+2.6-31m75-2:31.51

ﾖｺﾏﾂ ｺｺﾛ  3555
横松　　和  (3)
長崎南
17.48/+0.1-1m46-8m97-28.98/+0.4
4m41/+1.1-27m68-2:39.54

ﾊｼｸﾞﾁ ﾕﾒ  3143
橋口　優芽  (3)
佐世保西
18.20/-0.2-1m20-7m89-28.63/+1.3
4m65/-1.2-26m63-2:45.60

ｳﾀﾞ ﾋﾅﾀ  2886
卯田ひなた  (2)
佐世保西
16.85/+0.1-1m15-6m99-29.74/+1.3
4m50/-0.8-19m48-2:49.85

ﾅｶﾞｳﾗ ｻﾗ  2524
長浦　彩良  (3)
大崎
22.22/-0.2-1m25-7m25-31.90/+1.3
3m72/+0.9-30m55-2:39.49

４×１００ｍ 6/5 純心女 48.29
池上　果歩  (2)
森山奈菜絵  (1)
末吉　花帆  (3)
山﨑　百華  (2)

長崎女 48.79
深井まどか  (3)
松竹　美蕗  (3)
近藤　美輝  (2)
佐藤　美憂  (2)

諫早 48.95
渡部　圭香  (3)
橋本　紗希  (1)
伊藤　美月  (1)
渡邊　　輝  (3)

大村 49.11
山口　由葵  (2)
松崎　玲奈  (3)
岩本　菜未  (2)
山下　実紗  (2)

佐世保西 49.15
松尾　凪紗  (2)
久保　友紀  (3)
安中　　悠  (3)
前田　陽香  (3)

長崎西 49.85
中島　綾花  (2)
山本　早恵  (3)
酒井あすか  (3)
前田　咲菜  (2)

五島 50.12
仁田　萌花  (3)
平田　莉子  (2)
山口　愛音  (2)
北川裕佳子  (3)

長崎南 50.16
荒木　鈴奈  (3)
白石　莉彩  (2)
関戸　夏未  (2)
堀内紀彩子  (1)

４×４００ｍ 6/6 純心女  3:54.80
浦川奈々枝  (3)
山﨑　百華  (2)
佐伯　舞子  (1)
森山奈菜絵  (1)

長崎女  3:59.15
島谷　晴菜  (2)
深井まどか  (3)
近藤　美輝  (2)
佐藤　美憂  (2)

五島  4:00.32
北川裕佳子  (3)
平田　莉子  (2)
平田万紀子  (3)
山口　愛音  (2)

大村  4:00.74
山下　実紗  (2)
渡邊麻友香  (2)
岩本　菜未  (2)
山口　由葵  (2)

佐世保西  4:00.94
久保　友紀  (3)
前田　陽香  (3)
松尾　凪紗  (2)
古市　　涼  (2)

諫早商  4:03.28
菅　　友香  (2)
長濵　未来  (3)
山川　茉莉  (2)
森　　彩乃  (2)

口加  4:03.87
植木　希衣  (1)
松本　万由  (1)
馬場　愛純  (2)
森北　詩音  (1)

青雲  4:08.43
吉岡　英里  (3)
中村　綺宥  (1)
吉村　早加  (3)
吉岡　奈那  (3)

女子

女子総合 純心女 79点 長崎女 48点 五島 45点 長崎南 32点 西海学園 27点 諫早 26点 佐世保西 20点 長崎商 18点

女子トラック 純心女 49点 長崎女 32点 諫早 24点 長崎商 14点 五島 14点 長崎南 13点 佐世保西 13点 諫早商 10点

女子フィールド 五島 31点 純心女 24点 西海学園 19点 長崎女 16点 長崎南 13点 島原 11点 口加 10点 大村 9点

女子混成 純心女 6点 長崎南 6点 対馬 5点 上対馬 3点 佐世保西 1点

凡例（NGR:大会新記録）


