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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 4/28 安慶　直樹 11.8/+2.1

長崎ﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

横尾　尽志  (3) 12.0/+1.4

大村

西村遼太郎  (3) 12.2/+1.4

大村

江田　達朗 12.3/+1.4

長崎ﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

吉永　武史 12.4/+2.1

ＪＭＳＤＦ

春山凜太郎  (3) 12.7/+1.4

ろう

山内　柊二  (2) 13.4/+2.1

ろう

柳　　翔馬  (1) 13.6/+2.1

大村

１１０ｍＨ 出場者なし

１５００ｍ 4/28 濱田　功志  (2)  4:25.5

大村

高比良広樹  (3)  4:26.4

大村

松永　旺介  (1)  4:34.0

大村

井手　敬介  (3)  4:40.5

大村工

小松　大地  (3)  4:45.4

大村城南

深田　颯士  (3)  4:48.1

大村工

山口　拓馬  (3)  4:49.1

大村城南

鍋倉　晴空  (1)  4:55.2

大村

２００ｍ 4/28 原口　翔太  (3) 24.3/+1.8

大村

江田　達朗 25.1/+1.6

長崎ﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

山内　柊二  (2) 27.3/+1.6

ろう

田道　英二  (2) 29.4/+1.8

虹の原特別支

佐々野幸太朗(1) 30.2/+1.6

虹の原特別支

古川　悠基  (2) 30.4/+1.8

虹の原特別支

濵田　優哉  (2) 32.0/+1.6

虹の原特別支

４×１００ｍ 4/28 長崎ﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 46.0

森　　史哉

江口　賢剛

安慶　直樹

江田　達朗

ＪＭＳＤＦ 50.1

屋良　龍紀

吉永　武史

中山健太郎

志方　瑞基

虹の原特別支 57.8

田道　英二  (2)

佐々野幸太朗(1)

古川　悠基  (2)

井ノ上隼人  (1)

５０００ｍ 4/28 濱田　功志  (2) 16:33.3

大村

松本　雄志  (2) 17:03.0

大村工

高比良広樹  (3) 17:15.2

大村

山下　雄希  (2) 17:43.5

大村工

８００ｍ 4/28 峯　　一真  (3)  2:19.5

大村城南

岩﨑　冬哉  (3)  2:24.0

大村城南

川添　竜也  (3)  2:24.9

ろう

上水流　辰  (2)  2:35.1

虹の原特別支

佐々野幸太朗(1)  2:38.0

虹の原特別支

走幅跳 4/28 齋藤　海貴  (2)   6m15/-1.3

大村工

吉永　武史   5m29/-1.0

ＪＭＳＤＦ

砲丸投 4/28 西村　勝美  (1)   8m64

大村

男子高
校・一
般共通

１０００ｍ 4/28 中　　遥翔  (6)  3:15.8

大村陸上ク

横田　　陸  (6)  3:18.8

長里MJC

黒田　空飛  (6)  3:19.8

大村陸上ク

牟田　颯太  (6)  3:21.9

ＭＪＣ

藤﨑　潤慈  (5)  3:22.4

大村陸上ク

高島　祐成  (6)  3:22.7

波佐見ジュニア陸上

口石　　諒  (6)  3:23.4

大村陸上ク

柴山　叶夢  (6)  3:24.2

時津クラブ

４×１００ｍ 4/28 ISAHAYA JrＡ 58.1

清水　　魁  (6)

中瀬　　力  (6)

池田　遥斗  (6)

近藤　庵慈  (6)

大村陸上ク 58.7

山田　陽翔  (6)

中　　遥翔  (6)

口石　　諒  (6)

安藤　直哉  (5)

長里MJC  1:01.3

村松　佳典  (6)

横田　　陸  (6)

藤原ひかる  (6)

横田　海斗  (5)

ISAHAYA JrＣ  1:01.4

藤本　裕哉  (6)

前田　哉太  (6)

松尾　宗紀  (5)

森　　楓真  (6)

明峰Ｊ  1:02.2

竹市宗太郎  (5)

用田　宗佑  (6)

榎並　拓也  (5)

上戸　翔太  (5)

ISAHAYA JrＢ  1:02.7

大我　　奨  (6)

石崎　侑世  (6)

岳本　裕羽  (6)

加藤　優希  (6)

時津クラブ  1:05.4

朝倉　洸太  (6)

柴山　叶夢  (6)

柴山　翔光  (5)

長尾　　翼  (5)

波佐見ジュニア陸上  1:07.1

瀬戸口　碧  (6)

永野　日向  (6)

坂本恭太郎  (6)

高島　祐成  (6)

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 4/28 村松　佳典  (6)  46m75

長里MJC

藤原ひかる  (6)  39m61

長里MJC

寺﨑　聖真  (6)  27m00

ISAHAYAJr

白岩　幸輝  (5)  22m62

大村陸上ク

山田　大誠  (6)  20m28

鷹島クラブ

走幅跳 4/28 木谷虎二郎  (6)   4m74/+0.5

NGR鷹島クラブ

藤本　裕哉  (6)   3m70/-0.6

ISAHAYAJr

安藤　直哉  (5)   3m63/-0.6

大村陸上ク

朝倉　洸太  (6)   3m47/-0.2

時津クラブ

音山　侑聖  (5)   3m45/+0.3

小長井Jr

東原　翔太  (5)   3m37/+0.5

遠竹JRC

大我　　奨  (6)   3m33/+0.6

ISAHAYAJr

田川　舜弥  (5)   3m29/+0.5

小長井Jr

男子小
学共通

１００ｍ 4/28 横田　英典  (3) 長里MJC 16.7/-0.6

本村　優也  (3) 大村陸上ク 16.7/-0.4

大久保晴來  (3) 16.9/+0.4

明峰Ｊ

早田　規成  (3) 17.1/+0.4

ISAHAYAJr

江口　　優  (3) 17.3/-0.5

大村陸上ク

米満　楓馬  (3) 17.4/-0.4

ISAHAYAJr

野田　匡人  (3) 17.5/-0.4

西大村小学校

白石　鈴平  (3) 17.8/-0.5

鷹島クラブ

男子小
学３年

１００ｍ 4/28 田端　恵梧  (4) 15.2/+1.2

時津クラブ

高橋　彪牙  (4) 15.5/-1.3

時津クラブ

百田　好希  (4) 明峰Ｊ 15.6/+0.3

二宮　　蓮  (4) 伊万里JAC 15.6/-1.3

河野　香冴  (4) 16.0/-0.1

大村陸上ク

中村　有輝  (4) ISAHAYAJr 16.2/+1.0

定方　啓晃  (4) 安中JAC 16.2/+1.2

近松　賢人  (4) 高来クラブ 16.2/+0.3

８００ｍ 4/28 河野　香冴  (4)  2:50.3

大村陸上ク

百田　好希  (4)  2:51.7

明峰Ｊ

細野　遼馬  (4)  2:57.4

波佐見ジュニア陸上

中島　颯土  (4)  2:59.0

高来クラブ

里山　　玄  (4)  3:01.9

波佐見ジュニア陸上

森山　仁斗  (4)  3:05.6

大村陸上ク

近松　賢人  (4)  3:06.2

高来クラブ

吉本　瑛真  (4)  3:07.1

高来クラブ

男子小
学４年

１００ｍ 4/28 安藤　直哉  (5) 14.6/+1.3

大村陸上ク

榎並　拓也  (5) 15.6/+0.5

明峰Ｊ

松尾　宗紀  (5) 15.8/+1.3

ISAHAYAJr

竹市宗太郎  (5) 明峰Ｊ 15.9/+0.3

白石　呼人  (5) 鷹島クラブ 15.9/+1.1

高原　幸大  (5) 安中JAC 16.0/+1.3

田川　舜弥  (5) 小長井Jr 16.0/+0.5

横田　海斗  (5) 16.1/+0.3

長里MJC

男子小
学５年

１００ｍ 4/28 木谷虎二郎  (6) 14.3/+1.3

鷹島クラブ

近藤　庵慈  (6) ISAHAYAJr 14.4/+0.9

中　　遥翔  (6) 大村陸上ク 14.4/-0.8

柴山　叶夢  (6) 時津クラブ 14.6/+0.9

中瀬　　力  (6) ISAHAYAJr 14.6/-0.8

久冨　大樹  (6) 萱瀬小学校 14.6/+0.8

横田　　陸  (6) 14.8/+1.4

長里MJC

森　　匠海  (6) 14.8/+1.4

ＭＪＣ

男子小
学６年

１００ｍ 4/28 山田　孝駿  (1) 13.0/+0.4

西大村

吉本　優太  (1) 13.5/+0.4

小長井

椎山　大生  (1) 13.8/+0.9

鷹島

野元　周佑  (1) 14.0/+0.4

大村

坂口　弘樹  (1) 14.9/+0.4

小長井

杉本翔二郎  (1) 15.2/+0.4

伊万里JAC

音山　弘英  (1) 15.3/+0.9

小長井

冨田龍之介  (1) 15.4/+0.4

萱瀬

男子中
学１年

１００ｍ 4/28 小栁　　新  (2) 11.9/+0.6

小長井

岩本　　巧  (2) 12.4/+2.5

萱瀬

坂本　千城  (2) 12.6/+2.5

鷹島

松本　昂大  (2) 川棚 12.7/+0.9

岡　　慧知  (2) 西諫早 12.7/+0.6

川﨑　優作  (2) 萱瀬 12.8/+0.9

小川　翔希  (2) 大村 12.8/+0.2

梅田依吹城  (2) 12.9/+0.6

桜が原

男子中
学２年

１００ｍ 4/28 岡　　隼人  (3) 11.9/+0.9

西諫早

田 紘       (3) 小ヶ倉中 12.1/+2.4

 柊冴         (3) 長田 12.1/+1.7

深田　巧士  (3) 西諫早 12.1/+1.7

木下　慎梧  (3) 小長井 12.1/+0.9

松本　和真  (3) 12.2/+1.5

桜が原

前田　浩斗  (3) 12.3/+1.5

長田

濵田　隆斗  (3) 12.4/+2.4

SC東彼杵
男子中
学３年

１５００ｍ 4/28 吉浦　　悠  (3)  4:16.7

志佐

西村　進哉  (3)  4:24.4

西大村

森山　太斗  (3)  4:29.2

西大村

佐伯洸太朗  (2)  4:30.7

桜が原

山口　義斗  (3)  4:31.1

西諫早

松村　剛輝  (2)  4:31.7

西諫早

福田　　渉  (3)  4:32.1

桜が原

牛島　大輔  (2)  4:33.9

西大村

３０００ｍ 4/28 後田　　築  (2)  9:39.4

西諫早

大島　望夢  (3)  9:52.9

西大村

石川　真人  (3)  9:54.4

長田

松永　秀太  (3)  9:56.5

川棚

佐伯洸太朗  (2)  9:58.1

桜が原

山田　蓮翔  (2) 10:01.1

萱瀬

豆田浩太朗  (3) 10:01.7

大村

福田　　渉  (3) 10:02.0

桜が原

８００ｍ 4/28 吉浦　　悠  (3)  2:04.8

NGR志佐

原田　陽大  (3)  2:14.4

大村

高田　開登  (3)  2:16.3

西諫早

馬場涼乃介  (2)  2:21.0

玖島中

小西　勇雅  (3)  2:21.5

志佐

久田　叶翔  (1)  2:22.3

郡

兒玉　友多  (3)  2:22.5

萱瀬

岩永　恭典  (1)  2:28.3

長田

２００ｍ 4/28 河内　祥吾  (3) 23.1/+1.0

郡

岡　　隼人  (3) 23.9/+1.0

西諫早

深田　巧士  (3) 24.5/+0.3

西諫早

辻　　昂生  (3) 24.8/+1.1

郡

永田　　航  (3) 24.9/+1.7

桜が原

松本　和真  (3) 桜が原 25.1/+0.3

津田　拓人  (3) 郡 25.1/+0.9

宮﨑　知大  (3) 郡 25.2/+1.0

前田　浩斗  (3) 長田 25.2/+1.7

１００ｍＨ 4/28 小栁　　新  (2) 14.5/-0.2

小長井

小川　翔希  (2) 16.9/-0.2

大村

松平　大和  (2) 17.3/-0.2

西諫早

神近凛太郎  (2) 20.1/-0.2

西諫早

１１０ｍＨ 4/28 久木山晴紀  (3) 15.5/+0.6

桜が原

中村　太星  (3) 18.4/+0.6

小長井

岩﨑　悠真  (3) 19.5/+0.6

郡

中竹　和樹  (3) 19.6/+0.6

郡

男子中
学共通

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
４×１００ｍ 4/28 桜が原Ａ 47.4

廣島　悠樹  (3)

永田　　航  (3)

松本　和真  (3)

久木山晴紀  (3)

郡Ａ 48.0

辻　　昂生  (3)

津田　拓人  (3)

前田承太朗  (3)

宮﨑　知大  (3)

西諫早Ａ 48.2

吉岡　朝陽  (3)

岡　　隼人  (3)

中道　俊也  (3)

深田　巧士  (3)

小長井Ａ 48.6

横田　大遥  (2)

小栁　　新  (2)

中村　太星  (3)

木下　慎梧  (3)

郡Ｂ 49.3

山本　空弥  (3)

中島　圭太  (3)

岩﨑　悠真  (3)

中竹　和樹  (3)

西大村 49.8

平田　悠真  (3)

村部　伊吹  (3)

有川　恭平  (3)

山田　孝駿  (1)

玖島中 50.3

西村　遥介  (3)

山口　陽平  (3)

三芳　崚雅  (2)

馬場涼乃介  (2)

長田 50.4

野田　優斗  (2)

前田　浩斗  (3)

大嶽　太誠  (2)

? 柊冴         (3)

走幅跳 4/28 門　　大喜  (3)   6m12/-1.4

NGR鷹島

島　　崇心  (3)   5m53/-0.9

西諫早

山本　空弥  (3)   5m41/-1.0

郡

木下　慎梧  (3)   5m36/-1.1

小長井

小池　陽大  (3)   5m34/-2.1

北諫早

坂本　千城  (2)   5m27/-0.9

鷹島

中道　俊也  (3)   5m17/-0.9

西諫早

林　真沙希  (3)   5m10/-2.0

北諫早

砲丸投 4/28 中島　圭太  (3)  10m46

郡

吉岡　朝陽  (3)   9m59

西諫早

大浦　宏文  (2)   9m36

郡

村部　伊吹  (3)   7m36

西大村

男子中
学共通

１００ｍ 4/28 山下　実紗  (3) 13.0/+1.4

EGR大村

田中　翔子  (3) 13.5/+1.4

大村

浦山　若菜  (1) 15.1/+1.4

大村

浅野　清霞  (3) 15.1/+1.4

ろう

中村　春果  (2) 15.5/+1.4

虹の原特別支

田橋　令那  (2) 19.5/+1.4

ろう

森川　柾稀  (1) 21.9/+1.4

虹の原特別支

２００ｍ 4/28 浅野　清霞  (3) 32.1/+1.5

ろう

中村　春果  (2) 33.0/+1.5

虹の原特別支

８００ｍ 4/28 川原　美梨  (2)  2:23.7

NGR大村

中條　和奏  (2)  2:42.7

大村

池田　理沙  (3)  2:46.8

大村城南

１５００ｍ 4/28 川原　美梨  (2)  4:57.3

大村

中條　和奏  (2)  5:43.5

大村

３０００ｍ 4/28 伊藤　　茜  (3) 11:04.7

大村

１００ｍＨ 4/28 山口　りな  (3) 17.6/-0.2

大村

４×１００ｍ 出場者なし

走幅跳 4/28 田中　奏羽  (3)   4m90/-0.2

大村

三浦早紀子  (2)   4m83/-1.1

大村

松村　乙香  (2)   4m29/+0.1

大村

砲丸投 4/28 上杉野々花  (1)   7m77

大村

女子高
校・一
般共通

１０００ｍ 4/28 船木　　歌  (6)  3:14.4

NGR大村陸上ク

増丸　奈央  (6)  3:21.0

大村陸上ク

西嶋　真央  (5)  3:22.2

大村陸上ク

森田そよ香  (6)  3:32.3

ＭＪＣ

大久保美空  (5)  3:37.7

明峰Ｊ

犬塚　咲希  (6)  3:39.8

ＭＪＣ

北浦りりあ  (6)  3:40.1

ＭＪＣ

藤　　真弥  (6)  3:40.4

大村陸上ク

４×１００ｍ 4/28 大村陸上クＡ 57.9

NGR橋本　華花  (6)

船木　　歌  (6)

増丸　奈央  (6)

松尾咲也加  (6)

安中JAC  1:00.6

谷本　芳美  (6)

森本　　麗  (5)

小島　黎花  (6)

馬場　心望  (5)

小長井JrＡ  1:01.1

中園　結葵  (6)

尾﨑　由芽  (6)

松本　彩香  (6)

立川　志優  (6)

明峰ＪＡ  1:01.2

近藤　涼音  (6)

松田　晏奈  (6)

田嶋ひなた  (5)

大久保美空  (5)

伊万里JAC  1:01.5

二宮　杏莉  (6)

差形　心悠  (5)

相原　未空  (5)

澁田乃ノ佳  (6)

大村陸上クＢ  1:01.5

藤　　真弥  (6)

馬場亜莉沙  (5)

橋口こいき  (6)

西嶋　真央  (5)

ISAHAYA JrＡ  1:02.1

津村　実祈  (6)

中村くるみ  (5)

稲﨑　陽南  (6)

渡部　奈桜  (5)

大村陸上クＣ  1:02.6

尾形　華英  (6)

柳田　心奏  (6)

岡本　茉央  (6)

川下　華凜  (6)

走幅跳 4/28 松田　晏奈  (6)   4m18/-0.9

NGR明峰Ｊ

尾﨑　由芽  (6)   4m01/-0.7

NGR小長井Jr

松森　美月  (5)   3m71/-2.0

遠竹JRC

西嶋　真央  (5)   3m67/-1.4

大村陸上ク

熊本　侑亜  (6)   3m57/-1.0

鷹島クラブ

北川　　祐  (5)   3m44/-1.9

鷹島クラブ

宮崎　柑奈  (5)   3m39/-0.9

遠竹JRC

宮原　亜未  (6)   3m33/-0.8

波佐見ジュニア陸上

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 4/28 中園　結葵  (6)  40m98

小長井Jr

新宮　由愛  (5)  32m40

遠竹JRC

山開　杏奈  (6)  29m44

小長井Jr

田畑愛采美  (5)  25m89

鷹島クラブ

林田　星羅  (5)  25m74

SC東彼杵

池田　真唯  (5)  25m37

遠竹JRC

青木　　恋  (5)  25m19

遠竹JRC

松尾　咲弥  (5)  23m00

明峰Ｊ

女子小
学共通

１００ｍ 4/28 田嶋　　笑  (3) 17.2/+0.1

明峰Ｊ

澤村　愛來  (3) 17.3/+0.6

波佐見ジュニア陸上

横田　莉子  (3) 17.5/+1.6

ISAHAYAJr

木谷　心愛  (3) 17.6/+0.1

鷹島クラブ

田中　杏奈  (3) 17.7/+0.6

ＭＪＣ

向井　千晴  (3) 17.9/+0.1

大村陸上ク

中村　心美  (3) 18.0/+1.6

大村陸上ク

井上　彩花  (3) 18.1/+0.6

ISAHAYAJr

女子小
学３年

１００ｍ 4/28 吉永　優衣  (4) 15.0/+0.7

NGRＭＪＣ

井上ひより  (4) 15.6/+0.4

明峰Ｊ

稲﨑　心音  (4) 15.7/+1.1

ISAHAYAJr

岳本　桃羽  (4) 15.8/+0.8

ISAHAYAJr

東　小都子  (4) 16.4/+0.5

ISAHAYAJr

滝川　萌音  (4) 16.5/+0.4

SC東彼杵

水田　珠悠  (4) 明峰Ｊ 16.8/+1.1

平野　　杏  (4) 長田JC 16.8/+0.8

８００ｍ 4/28 井上ひより  (4)  2:54.9

明峰Ｊ

吉永　優衣  (4)  2:58.6

ＭＪＣ

稲﨑　心音  (4)  3:00.2

ISAHAYAJr

濱邉　百花  (4)  3:00.7

大村陸上ク

岳本　桃羽  (4) ISAHAYAJr  3:01.7

平野　　杏  (4) 長田JC

水田　珠悠  (4)  3:05.3

明峰Ｊ

滝川　萌音  (4)  3:06.6

SC東彼杵

女子小
学４年

１００ｍ 4/28 差形　心悠  (5) 14.8/+0.9

NGR伊万里JAC

馬場　心望  (5) 15.0/+0.8

EGR安中JAC

中村くるみ  (5) ISAHAYAJr 15.2/+2.3

馬場亜莉沙  (5) 大村陸上ク 15.2/+1.6

田嶋ひなた  (5) 15.5/+1.5

明峰Ｊ

森本　　麗  (5) 15.5/+1.5

安中JAC

渡部　奈桜  (5) 15.6/+1.6

ISAHAYAJr

松永　涼香  (5) 15.7/+2.3

ＭＪＣ

女子小
学５年

１００ｍ 4/28 松尾咲也加  (6) 14.0/-0.5

大村陸上ク

佐藤こころ  (6) 14.2/+0.2

長里MJC

森田そよ香  (6) 14.4/+1.4

ＭＪＣ

船木　　歌  (6) 14.5/+1.0

大村陸上ク

澁田乃ノ佳  (6) 14.7/+1.1

伊万里JAC

橋本　華花  (6) 14.8/+1.4

大村陸上ク

尾﨑　由芽  (6) 15.0/+1.0

小長井Jr

宮原　亜未  (6) 波佐見ジュニア陸上 15.4/+1.1

増丸　奈央  (6) 大村陸上ク15.4/+1.0

女子小
学６年

２００ｍ 4/28 小川　由愛  (2) 27.7/+1.5

西諫早

本田　彩心  (3) 28.6/+0.7

桜が原

音西　咲那  (2) 28.7/+0.8

大村

田中　結羽  (3) 29.0/-0.3

西大村

山下　紗季  (3) 29.3/+0.4

郡

松尾香奈美  (3) 29.5/+0.8

西大村

松竹　真保  (3) 29.8/-0.3

真城

後田さくら  (2) 30.1/+1.5

真城

８００ｍ 4/28 吉浦　明希  (2)  2:23.1

志佐

樋口みさき  (3)  2:24.3

西諫早

蔦野萌々香  (2)  2:25.5

桜が原

林田　苑子  (3)  2:33.3

桜が原

志方　咲良  (3)  2:34.4

川棚

後田　心美  (3)  2:35.2

川棚

花尾　真綺  (2)  2:36.0

桜が原

川原　ゆう  (2)  2:36.9

西大村

１５００ｍ 4/28 吉浦　明希  (2)  4:49.0

志佐

樋口みさき  (3)  4:50.8

西諫早

藤丸　　結  (2)  4:52.2

玖島中クラブ

蔦野萌々香  (2)  4:59.8

桜が原

花尾　真綺  (2)  5:11.4

桜が原

林田　苑子  (3)  5:11.9

桜が原

阿部　美月  (3)  5:17.1

郡

川原　ゆう  (2)  5:17.7

西大村

８０ｍＨ 4/28 松﨑　結葉  (2) 13.4/ 0.0

小長井

隅　　紅葉  (2) 14.1/+0.3

玖島中

立石　優奈  (2) 14.2/+0.3

西諫早

野田　咲紀  (2) 14.5/ 0.0

西諫早

横溝　咲良  (2) 14.9/ 0.0

大村

山内　愛子  (2) 16.2/ 0.0

波佐見

岡田美沙葵  (2) 16.5/ 0.0

西大村

船木　　花  (2) 16.6/ 0.0

玖島中

１００ｍＨ 4/28 桑原　　望  (3) 18.3/ 0.0

西大村

松尾　娃杜  (2) 18.4/ 0.0

大村

冨永　萌絵  (3) 20.4/ 0.0

郡

４×１００ｍ 4/28 西諫早Ａ 52.0

小川　由愛  (2)

森田　羽音  (3)

濵松　亜子  (3)

濵松　真子  (3)

桜が原Ａ 53.9

朝霧　　澪  (3)

西村　樹乃  (3)

山口なずな  (3)

本田　彩心  (3)

玖島中A 54.9

隅　　紅葉  (2)

小林　美月  (2)

船木　　花  (2)

緒方　彩乃  (2)

大村Ａ 55.4

渡海　萌花  (1)

音西　咲那  (2)

松尾　娃杜  (2)

上谷　友希  (3)

北諫早Ａ 55.7

松岡　莉弥  (3)

吉原　咲香  (2)

下釡　　華  (2)

田中　梨穂  (3)

西大村Ａ 55.9

桑原　　望  (3)

松尾香奈美  (3)

田中　結羽  (3)

金子　実南  (3)

桜が原Ｃ 56.0

酒井　花望  (2)

田中　綾華  (2)

中島　凜乃  (2)

山口　芽生  (2)

真城Ａ 56.2

浦川　　恵  (1)

後田さくら  (2)

大内田陽菜  (2)

松山　　空  (3)

走幅跳 4/28 緒方　彩乃  (2)   4m83/-1.5

玖島中

田中　梨穂  (3)   4m67/-0.2

北諫早

西村　樹乃  (3)   4m63/-0.6

桜が原

濵松　亜子  (3)   4m53/-1.3

西諫早

松山　　空  (3)   4m50/-0.8

真城

多田　桃佳  (3)   4m39/-0.9

郡

熊本　小夏  (1)   4m31/-0.9

鷹島

松岡　莉弥  (3)   4m26/-0.3

北諫早

砲丸投 4/28 長岡寿々花  (3)  11m34

西大村

松本　未麗  (3)   9m74

鷹島

桑原　　望  (3)   8m20

西大村

岡田美沙葵  (2)   7m79

西大村

金子　実南  (3)   6m01

西大村

女子中
学共通

凡例（NGR:大会新記録/ EGR:大会ﾀｲ記録）
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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 4/28 渡海　萌花  (1) 14.3/+1.2

大村

浦川　　恵  (1) 14.5/+1.3

真城

富田　虹来  (1) 14.6/+1.2

小長井

山開　悠璃  (1) 14.7/+1.3

小長井

宮崎　舞佳  (1) 14.8/+1.2

鷹島

熊本　小夏  (1) 14.9/+1.3

鷹島

山森　桜奈  (1) 15.7/+1.2

長田

江頭　美樹  (1) 17.0/+1.3

大村

女子中
学１年

１００ｍ 4/28 小川　由愛  (2) 13.3/+1.5

西諫早

音西　咲那  (2) 大村 13.5/+2.0

緒方　彩乃  (2) 玖島中 13.5/+1.0

野田　咲紀  (2) 西諫早 13.9/+1.1

田中　綾華  (2) 桜が原 13.9/+2.0

隅　　紅葉  (2) 玖島中 14.0/+1.5

中島　凜乃  (2) 桜が原 14.0/+1.1

後田さくら  (2) 真城 14.0/+1.1

松﨑　結葉  (2) 小長井 14.0/+1.1

女子中
学２年

１００ｍ 4/28 森田　羽音  (3) 12.9/+1.1

西諫早

本田　彩心  (3) 13.6/+1.7

桜が原

田中　梨穂  (3) 13.6/+1.7

北諫早

濵松　亜子  (3) 13.7/ 0.0

西諫早

松尾香奈美  (3) 13.7/ 0.0

西大村

濵松　真子  (3) 13.8/+0.8

西諫早

田中　結羽  (3) 13.9/+1.1

西大村

松山　　空  (3) 14.1/+0.8

真城

女子中
学３年


