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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 6/30 船木　　楽  (3) 15.88/-1.2

大村陸上ク

上戸　恵太  (3) 16.11/-1.2

明峰Ｊ

寺田　蓮涼  (3) 16.15/-1.2

明峰Ｊ

土井　和輝  (3) 16.26/-1.2

明峰Ｊ

中瀬　　昊  (3) 16.31/-1.2

ISAHAYAJr

松本　直樹  (3) 16.65/-1.2

東長崎JC

濱口　大翔  (3) 16.71/-1.2

長与北

福田　　悟  (3) 16.92/-1.2

長崎陸上ク

男子３
年

１００ｍ 6/30 小峯　栄志  (4) 15.45/-0.1

時津北

永吉　璃恩  (4) 15.49/-0.1

西有家ＡＣ

瀬崎　蒼士  (4) 15.50/-0.1

時津東

本村　優也  (4) 15.57/-0.1

大村陸上ク

松村　優志  (4) 15.66/-0.1

松村AC

江口　　優  (4) 15.78/-0.1

大村陸上ク

松尾瑛太朗  (4) 15.80/-0.1

長与北

辻丸　英佑  (4) 15.84/-0.1

ＭＪＣ

男子４
年

１００ｍ 6/30 福原　悠吾  (5) 13.94/+0.3

壱岐Jr

仲松優希斗  (5) 14.11/+0.3

長与クラブ

犬束　颯志  (5) 14.24/+0.3

美津島北部

田端　恵梧  (5) 14.35/+0.3

時津クラブ

林田　真陽  (5) 14.58/+0.3

島原ＪＲＣ

古川　　遼  (5) 14.64/+0.3

東長崎JC

武本　凰希  (5) 14.75/+0.3

調川Ｊｒ

中田　裕隆  (5) 14.81/+0.3

UNZEN橘JAC

男子５
年

１００ｍ 6/30 本多　恵丞  (6) 12.95/+0.5

梅谷SC

石田　悠太  (6) 13.50/+0.5

AT大崎J

松尾　宗紀  (6) 13.63/+0.5

ISAHAYAJr

安藤　直哉  (6) 13.66/+0.5

大村陸上ク

鈴木　良和  (6) 13.82/+0.5

鳴鼓陸上ク

中村　晄大  (6) 14.24/+0.5

広田AC

小西桜ノ介  (6) 14.25/+0.5

壱岐Jr

男子６
年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

80mH-走高跳

6/30 柴山　翔光  (6)  1975

時津クラブ

13.71/+0.8-1m25

榎並　拓也  (6)  1815

明峰Ｊ

13.97/+0.8-1m15

中村　颯太  (6)  1769

中里クラブ

13.90/+0.8-1m10

町田　優斗  (6)  1690

UNZEN橘JAC

15.04/+0.4-1m20

池田　翔空  (5)  1624

中里クラブ

15.43/+1.3-1m20

竹市宗太郎  (6)  1620

明峰Ｊ

15.11/+0.4-1m15

上戸　翔太  (6)  1595

明峰Ｊ

14.92/+0.8-1m10

山野　泰知  (6)  1545

AT大崎J

15.55/+1.3-1m15

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/30 藤　颯太  (6)  1989

長崎陸上ク

4m72/-0.3-41m03

岩本　篤弥  (6)  1828

壱岐Jr

4m13/+0.2-41m25

濱屋　健斗  (6)  1824

東長崎JC

4m05/+0.2-42m19

原口　育大  (5)  1743

西海RC

3m47/-1.0-46m18

川上　星夜  (6)  1701

UNZEN橘JAC

3m88/+0.6-38m42

藤﨑　潤慈  (6)  1701

大村陸上ク

3m57/+0.2-42m74

鶴田　宇大  (6)  1675

南部AC

4m05/+0.2-34m87

後田　彪斗  (6)  1650

時津東

3m62/-0.2-39m51

男子
5･6年

１００ｍ 6/30 稲田　望来  (3) 16.57/-0.3

明峰Ｊ

神崎陽菜乃  (3) 16.89/-0.3

南部AC

小田さくら  (3) 16.95/-0.3

明峰Ｊ

田﨑　心羽  (3) 17.03/-0.3

松村AC

吉岡陽真璃  (3) 17.06/-0.3

諫早クラブ

永田　花歩  (3) 17.07/-0.3

ＭＪＣ

中村　心春  (3) 17.11/-0.3

広田AC

井口　栞那  (3) 17.12/-0.3

村松クラブ

女子３
年

１００ｍ 6/30 黒川　愛唯  (4) 15.09/+0.0

福江クラブ

戸塚　麗奈  (4) 15.33/+0.0

長崎陸上ク

冨永　実桜  (4) 15.46/+0.0

MRCSASEBO

出田　桃子  (4) 15.72/+0.0

島原ＪＲＣ

横田　莉子  (4) 15.75/+0.0

ISAHAYAJr

宗　　葵心  (4) 15.83/+0.0

島原ＪＲＣ

井関　璃子  (4) 16.15/+0.0

口之津JAC

川﨑　　凛  (4) 16.26/+0.0

SC東彼杵

女子４
年

１００ｍ 6/30 吉永　優衣  (5) 14.18/+1.2

ＭＪＣ

稲﨑　心音  (5) 14.68/+1.2

ISAHAYAJr

岳本　桃羽  (5) 14.72/+1.2

ISAHAYAJr

田口　優羽  (5) 14.97/+1.2

時津東

吉田　夏子  (5) 14.97/+1.2

時津東

東　小都子  (5) 15.07/+1.2

ISAHAYAJr

滝川　萌音  (5) 15.16/+1.2

SC東彼杵

加藤　　涼  (5) 15.39/+1.2

島原ＪＲＣ

女子５
年

１００ｍ 6/30 西嶋　真央  (6) 13.75/-0.1

大村陸上ク

馬場　心望  (6) 13.91/-0.1

安中JAC

永吉　杏樹  (6) 13.97/-0.1

梅谷SC

出田　桜子  (6) 14.00/-0.1

島原ＪＲＣ

長門　　紬  (6) 14.02/-0.1

壱岐Jr

神崎　綾乃  (6) 14.14/-0.1

南部AC

馬場亜莉沙  (6) 14.29/-0.1

大村陸上ク

渡部　奈桜  (6) 14.37/-0.1

ISAHAYAJr

女子６
年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

80mH-走高跳

6/30 藤原　咲来  (6)  1908

明峰Ｊ

13.83/+0.8-1m21

松森　美月  (6)  1854

遠竹JRC

15.16/+0.1-1m36

岩﨑　　茜  (6)  1833

中里クラブ

14.07/+1.0-1m18

吉原　智子  (6)  1804

北串クラブ

14.24/-0.2-1m18

小山　夏子  (6)  1769

七釜JC

14.85/+1.0-1m24

原口　芽衣  (6)  1738

西海RC

14.42/+1.0-1m15

深堀冬萌香  (6)  1647

島原ＪＲＣ

15.16/-0.2-1m18

大久保美空  (6)  1610

明峰Ｊ

15.17/+0.1-1m15

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/30 長岡　美桜  (6)  1688

壱岐Jr

4m00/-0.8-36m18

今田　希美  (6)  1655

壱岐Jr

3m78/+0.1-37m58

森下らいか  (6)  1599

島原ＪＲＣ

3m74/-0.9-35m32

木谷　心花  (6)  1592

鷹島クラブ

4m36/+0.5-26m49

関戸あり紗  (6)  1577

広田AC

3m84/-0.8-32m90

新宮　由愛  (6)  1559

遠竹JRC

3m41/-0.3-37m95

田嶋ひなた  (6)  1547

明峰Ｊ

4m09/-4.0-27m96

北川　　祐  (6)  1493

鷹島クラブ

4m13/+0.8-24m77

女子
5･6年

４×１００ｍ 6/30 長崎陸上ク 53.05

天本　真菜  (5)

天本　陽菜  (5)

伊東　誠生  (6)

楠田　大翔  (6)

壱岐Jr 54.33

長門　　紬  (6)

今田　希美  (6)

小西桜ノ介  (6)

立石　雅人  (6)

大村陸上ク 54.65

西嶋　真央  (6)

安藤　直哉  (6)

馬場亜莉沙  (6)

森山　仁斗  (5)

ISAHAYA Jr 55.46

渡部　奈桜  (6)

中村くるみ  (6)

中村　有輝  (5)

松尾　宗紀  (6)

南部AC 56.89

山口　颯爽  (6)

神崎　綾乃  (6)

上原　典子  (5)

鶴田　宇大  (6)

村松クラブ 57.79

濵﨑　大悟  (6)

長岡　春道  (6)

谷内　美咲  (6)

濵口　虹空  (6)

男女
5･6年


