
第34回　全国小学生陸上競技交流大会　長崎県大会

平成30年 6月24日(日) 主催：(一財)長崎陸上競技協会 競技場：トランスコスモススタジアム長崎（長崎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 本多　恵丞 14.36 鶴田　宇大 14.47 安藤　直哉 14.59 石田　悠太 14.64 立石　雅人 14.79 齋藤　颯太 14.91 千布　心汰 15.07 小西桜ノ介 15.08

(-1.3m) 梅谷SC(5) 南部AC(5) 大村陸上ク(5) AT大崎J(5) 壱岐Jr(5) 長崎陸上ク(5) 鳴鼓陸上ク(5) 壱岐Jr(5)

6年100m 橋本　龍太 13.28 川下　晃汰 13.45 重井　鞍吏 13.53 東谷　豊連 13.62 山口　遥椰 13.67 武本　悠汰 13.80 篠原　雄斗 14.08

(-1.9m) スマイル(6) 北諫早(6) 壱岐Jr(6) 壱岐Jr(6) 時津クラブ(6) 調川Ｒ(6) 長与クラブ(6)

共通80mH 柴山　叶夢 13.88 後田　　歩 13.92 柴原　秀斗 14.07 岳本　裕羽 14.20 黒田　空飛 14.75 樫山　　鳴 15.24 榎並　拓也 15.94

(-1.6m) 時津クラブ(6) 明峰Ｊ(6) 南部AC(6) ISAHAYA Jr(6) 大村陸上ク(6) 北諫早(6) 明峰Ｊ(5)

久田　楓弥 14.20

中里クラブ(6)

共通 壱岐Jr 54.14 ISAHAYA Jr-Ａ 55.97 村松クラブ-Ａ 56.02 時津クラブ 56.47 明峰Ｊ-Ａ 57.58 長与クラブ 57.59 時津東-Ａ 57.77 福江クラブ-Ａ 1:00.03
4×100mR

有川　陽琉 1m41 本木　遥和 1m34 鶴川　隼豊 1m28 磯沖　太一 1m20 末吉　慶太 1m20 草野　優介 1m15

時津東(6) =GR 中里クラブ(6) 福江クラブ(6) 福江クラブ(6) 長与南(6) 洗切クラブ(6)

柴山　翔光 1m15

時津クラブ(5)

樫山　　鳴 1m15

北諫早(6)

堤田　伊織 1m15

中里クラブ(6)

木谷虎二郎 4m91 山口　遥椰 4m64 本木　遥和 4m25 藤本　裕哉 4m22 山口　　翼 4m20 船本　優斗 4m18 德永　拓眞 4m13 横山　青空 4m07

鷹島クラブ(6) (+0.8) 時津クラブ(6) (+0.2) 中里クラブ(6) (+1.7) ISAHAYA Jr(6) (+0.7) 村松クラブ(6) (+0.9) 時津東(6) (0.0) 小野クラブ(6) (+2.6) 長与クラブ(6) (-0.1)

川下　晃汰 51m00 福山　暁介 50m12 篠原　雄斗 46m53 後田　　歩 45m21 綾部　広夢 43m64 村松　佳典 42m94 浜町　優輝 42m75 西津　陽向 42m52

北諫早(6) NGR 東長崎JC(6) NGR 長与クラブ(6) 明峰Ｊ(6) 加津佐ク(6) 長里MJC(6) 時津東(6) 福江クラブ(6)

5年100m 永吉　杏樹 14.33 西嶋　真央 14.59 馬場亜莉沙 14.77 岩﨑　　茜 14.83 出田　桜子 14.97 渡部　奈桜 15.13 中村くるみ 15.21

(-1.7m) 梅谷SC(5) 大村陸上ク(5) 大村陸上ク(5) 中里クラブ(5) 島原ＪＲＣ(5) ISAHAYA Jr(5) ISAHAYA Jr(5)

6年100m 村中美沙乃 13.49 松田　晏奈 13.60 西川　愛実 13.89 林田　咲良 14.00 上田　鈴華 14.02 瀧口　愛琥 14.17 森田そよ香 14.26

(-1.3m) 諫早クラブ(6) 明峰Ｊ(6) AT大崎J(6) 洗切クラブ(6) 南部AC(6) 長与クラブ(6) ＭＪＣ(6)

共通80mH 井上みさき 13.37 峰　　小春 13.53 佐藤こころ 14.54 今村　梨紗 14.55 尾﨑　由芽 14.59 岩﨑　　茜 14.76 手島　小雪 15.15

(-0.8m) 明峰Ｊ(6) 南部AC(6) 長里MJC(6) 口之津JAC(6) 小長井Jr(6) 中里クラブ(5) 中里クラブ(6)

共通 大村陸上ク-Ａ 54.85 明峰Ｊ-Ａ 55.58 諫早クラブ-Ａ 56.36 安中JAC 56.64 島原ＪＲＣ-Ａ 56.74 洗切クラブ-Ａ 58.05 ＭＪＣ-Ａ 58.75 長与クラブ 58.94
4×100mR

松本　陽鞠 1m21 柴田あかね 1m21 手島　小雪 1m21 檀　　美陽 1m21 松永　華穂 1m21 吉野　樹奈 1m18 佐伯菜々子 1m18

壱岐Jr(6) 長与南(6) 中里クラブ(6) 時津北(6) 長崎陸上ク(6) 長与南(6) 長与南(6)

松森　美月 1m18

遠竹JRC(5)

尾﨑　由芽 4m34 松田　晏奈 4m27 熊本　侑亜 3m97 林田　咲良 3m90 宮﨑　葵唯 3m87 本山　　瞳 3m84 神津　扶季 3m79 山下　愛湖 3m74

小長井Jr(6) (+0.1) 明峰Ｊ(6) (-0.2) 鷹島クラブ(6) (+0.2) 洗切クラブ(6) (+2.1) 島原ＪＲＣ(6) (-0.4) 大瀬戸JC(6) (+1.4) 洗切クラブ(5) (0.0) 小野クラブ(6) (+0.2)

井上みさき 46m57 近藤　涼音 46m03 長嶋　緩菜 46m01 中屋　華望 41m33 中園　結葵 36m43 吉岡　真陽 36m17 福田　　葵 35m09 橋本　結衣 34m91

明峰Ｊ(6) NGR 明峰Ｊ(6) NGR 壱岐Jr(6) NGR 鶏鳴陸上(6) NGR 小長井Jr(6) NGR ももたろう(6) NGR 加津佐ク(5) 松村AC(6)

NPE:県小学新 総務 松元　利弘 技術総務 中島　憲一
NGR:大会新
=GR:大会ﾀｲ 審判長 久田　敏幸 記録主任 鮎川　良英

風向風速 松浦　和明

山口　　翼  (6)

柴山　叶夢  (6)

決 勝 記 録 一 覧 表

篠原　雄斗  (6)用田　宗佑  (6)

福冨　将大  (6) 横山　青空  (6)

吉田陽夏太  (6)柴山　翔光  (5) 後田　　歩  (6)

吉田　汐愛  (6)後山　昌那  (6)

田中咲稀人  (6) 冨岡　天誠  (6) 濵﨑　大悟  (5)

山下慎太郎  (6) 山口　遥椰  (6)

橋本　華花  (6) 松尾　　麗  (6) 谷本　芳美  (6)

北浦りりあ  (6)

片山　瞬輔  (6)

有川　陽琉  (6)

船本　優斗  (6) 鶴川　隼豊  (6)

野口　太煌  (6)

小泉　諒汰  (5) 弓川　颯太  (6)

畑口　詩月  (6)

風速(m/s)

晴れ
南南西

0.8

松原琥太郎  (5)

廣谷　結菜  (5)

朝倉　洸太  (6)

相川　侑輝  (6) 吉田　　椋  (6)

神津　扶季  (5)

共通ｼﾞｬﾍﾞ
ﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

時刻

66

14:00

27.0
0.71.6

南南西
天候
風向

13:00

28.5
64 66

27.5

12:00
晴れ
南南東
0.5

晴れ

66 60
28.0

10:00
晴れ

0.3
南
晴れ
11:00

27.0

南東
0.71.4

南東

27.5

南

66 70
27.5気温(℃)

湿度(％)

区
分

共通ｼﾞｬﾍﾞ
ﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

山内　琉空  (6)

東谷　豊連  (6)

重井　鞍吏  (6)

共通走高跳

共通走幅跳

男
子

清水　　魁  (6)

近藤　庵慈  (6)

晴れ

田嶋ひなた  (5)

池田　遥斗  (6)

8:50
晴れ
9:20

柴崎　来夢  (6)

有川　葉月  (6)

船木　　歌  (6) 松田　晏奈  (6) 古川　彩生  (6) 小鉢ひより  (6) 辻野　百花  (6) 林田　咲良  (6) 森田そよ香  (6)

牛田　芽衣  (6) 松永　涼香  (5) 瀧口　愛琥  (6)松尾咲也加  (6) 井上みさき  (6) 村中美沙乃  (6) 馬場　心望  (5)

共通走高跳

共通走幅跳

女
子 出田　桜子  (5)

宮﨑　心花  (6) 小島　黎花  (6)

宮﨑　葵唯  (6)

宗　　優歩  (5)近藤　涼音  (6)西嶋　真央  (5)


