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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 10/13 今村　　衛  (3) 19.34/-5.9

中里クラブ

丸田　翔琉  (3) 19.54/-5.9

サセボジョガーズ

前田　穂希  (3) 19.78/-5.9

佐世保TC

坂口　　滉  (3) 20.03/-5.9

中里クラブ

福地　駿也  (3) 20.27/-5.9

サセボジョガーズ

濱田　恵汰  (3) 20.83/-5.9

9.Sports

佐々木海斗  (3) 21.85/-5.9

歌浦陸上クラブ

平井　碧人  (3) 21.98/-5.9

9.Sports

男子小
学3年

１００ｍ 10/13 加藤　優和  (4) 16.84/-4.1

9.Sports

松尾　恒輝  (4) 17.25/-5.2

中里クラブ

伊藤　静流  (4) 17.27/-5.2

MRCSASEBO

松本宗次朗  (4) 17.51/-4.1

中里クラブ

畑元　優人  (4) 9.Sports 17.54/-4.1

平良　涼人  (4) 9.Sports

渡　　敬進  (4) 17.65/-4.1

9.Sports

野元　幹介  (4) 17.85/-5.2

広田AC

走幅跳 10/13 松尾　恒輝  (4)   3m47/-0.1

中里クラブ

桃野　　葵  (4)   3m37/+2.9

鹿町陸上ク

小山　翔矢  (4)   3m31/+2.8

金比良クラブ

畑元　優人  (4)   3m07/+3.1

9.Sports

木村栄之助  (4)   2m99/+2.3

佐世保TC

笹岡　純光  (4)   2m97/+1.6

中里クラブ

中村　涼太  (4)   2m90/+1.6

中里クラブ

平良　涼人  (4)   2m88/+1.2

9.Sports

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 10/13 桃野　　葵  (4)  31m73

鹿町陸上ク

小山　翔矢  (4)  29m92

金比良クラブ

末永　太壱  (4)  28m54

AT大崎J

辻田　凌壽  (4)  27m58

中里クラブ

伊藤　静流  (4)  27m33

MRCSASEBO

野元　幹介  (4)  23m80

広田AC

中村　涼太  (4)  22m68

中里クラブ

松田　駿佑  (4)  19m95

歌浦陸上クラブ

男子小
学4年

１００ｍ 10/13 中溝　　蓮  (5) 16.14/-4.6

広田AC

井手　篤志  (5) 16.23/-4.6

相浦

江原　叶真  (5) 16.66/-4.9

9.Sports

鴨川　史門  (5) 16.70/-4.6

佐世保TC

白水慎太郎  (5) 16.90/-4.6

中里クラブ

山口　叶人  (5) 17.22/-5.5

佐世保TC

笹岡　真光  (5) 17.33/-4.6

中里クラブ

根本　和輝  (5) 17.72/-5.5

9.Sports

走高跳 10/13 池田　翔空  (5) 1m20

中里クラブ

久田　未弥  (5) 1m15

中里クラブ

吉永　結翔  (5) 1m05

歌浦陸上クラブ

一ノ瀬隼人  (5) 1m05

中里クラブ

走幅跳 10/13 久田　未弥  (5)   4m02/+3.4

中里クラブ

池田　翔空  (5)   3m60/+2.2

中里クラブ

山口　叶人  (5)   3m47/+2.5

佐世保TC

根本　和輝  (5)   3m40/+1.6

9.Sports

大水　海透  (5)   3m40/+2.7

中里クラブ

北川　陽音  (5)   3m14/+3.0

佐世保TC

飯田　和馬  (5)   3m03/+1.3

中里クラブ

一ノ瀬隼人  (5)   2m97/+0.7

中里クラブ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 10/13 中溝　　蓮  (5)  32m37

広田AC

笹岡　真光  (5)  31m56

中里クラブ

吉永　結翔  (5)  28m07

歌浦陸上クラブ

笠松　晃汰  (5)  27m86

9.Sports

松永　凌和  (5)  26m26

9.Sports

濵田　琉綜  (5)  24m73

世知原JAC

白水慎太郎  (5)  24m14

中里クラブ

野中　泰陽  (5)  22m55

世知原JAC

４×１００ｍ 10/13 中里クラブ　　Ｂ  1:04.29

大水　海透  (5)

笹岡　真光  (5)

一ノ瀬隼人  (5)

飯田　和馬  (5)

佐世保TC  1:04.61

前田　一輝  (5)

鴨川　史門  (5)

北川　陽音  (5)

山口　叶人  (5)

9.SportsＡ  1:08.29

澤　　龍誠  (5)

根本　和輝  (5)

関谷　真弘  (5)

江原　叶真  (5)

9.SportsＢ  1:10.82

川口　真慧  (5)

松永　凌和  (5)

笠松　晃汰  (5)

田中　冬真  (5)

男子小
学5年

１００ｍ 10/13 野元　大雅  (6) 14.72/-4.1

広田AC

中村　晄大  (6) 14.78/-4.1

広田AC

塩谷　剛汰  (6) 14.88/-4.3

ｽﾏｲﾙ江迎

田尻　琉翔  (6) 14.91/-4.1

佐世保TC

西田　壮良  (6) 15.98/-4.1

広田AC

喜多　海斗  (6) 16.04/-4.3

9.Sports

吉住　太陽  (6) 16.05/-4.3

ｽﾏｲﾙ江迎

白武　大知  (6) 16.44/-4.1

広田AC

走高跳 10/13 中村　颯太  (6) 1m25

中里クラブ

走幅跳 10/13 中村　颯太  (6)   4m34/+2.4

中里クラブ

中村　晄大  (6)   3m87/+2.1

広田AC

田尻　琉翔  (6)   3m85/+1.8

佐世保TC

喜多　海斗  (6)   3m63/+3.0

9.Sports

石井颯乃佑  (6)   2m83/+3.0

佐世保TC

大平　夏輝  (6)   2m78/+2.7

中里クラブ

山田　優心  (6)   2m26/+2.3

鹿町陸上ク

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 10/13 吉住　太陽  (6)  34m64

ｽﾏｲﾙ江迎

大畑　朱莉  (6)  33m68

ｽﾏｲﾙ江迎

白武　大知  (6)  33m52

広田AC

前川　　陽  (6)  31m31

広田AC

石井颯乃佑  (6)  29m89

佐世保TC

山口　晟冬  (6)  28m42

広田AC

野元　大雅  (6)  26m54

広田AC

相川　嵐丸  (6)  24m61

佐世保TC

４×１００ｍ 10/13 広田AC 59.20

野元　大雅  (6)

中村　晄大  (6)

前川　　陽  (6)

白武　大知  (6)

中里クラブ　　Ａ  1:01.83

久田　未弥  (5)

中村　颯太  (6)

大平　夏輝  (6)

池田　翔空  (5)

佐世保TC  1:03.18

相川　嵐丸  (6)

小川　蒼太  (6)

石井颯乃佑  (6)

田尻　琉翔  (6)

世知原JAC  1:10.24

田中琥太朗  (5)

横山　涼太  (6)

吉川　武人  (6)

野中　泰陽  (5)

男子小
学6年
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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 10/13 久保　一輝  (1) 13.23/-5.4

中里

藤原　皓人  (1) 13.57/-5.4

広田

東原　志功  (1) 13.59/-5.4

祇園

立川　　翼  (1) 13.84/-5.4

９．Soprts

木下　侑飛  (1) 14.12/-5.4

中里

松本　一馬  (1) 14.15/-5.4

吉井

北川　朱凰  (1) 14.48/-5.4

相浦

瀨戸　彪雅  (1) 14.63/-5.4

相浦

１５００ｍ 10/13 伊藤　奏大  (1)  4:48.79

早岐

松下　健心  (1)  4:49.83

山澄

七種　遥斗  (1)  4:59.71

世知原

高原　美空  (1)  5:02.19

世知原

前田　幸星  (1)  5:04.29

世知原

眞﨑　翔太  (1)  5:10.11

中里

田中　慶佐  (1)  5:11.21

東明

林　　雅人  (1)  5:14.52

世知原

走幅跳 10/13 平山　大樹  (1)   5m11/+2.0

世知原

北川　朱凰  (1)   4m95/+1.2

相浦

北川　漣音  (1)   4m83/+4.4

早岐

木下　侑飛  (1)   4m77/+1.2

中里

西山　仙樹  (1)   4m21/+3.0

世知原

谷内　慎吾  (1)   4m04/+2.8

早岐

野中　　樹  (1)   3m85/+1.7

早岐

田川　拓海  (1)   3m81/+0.6

広田

砲丸投

(4.000kg)

10/13 平山　大志  (1)   5m85

早岐

４×１００ｍ 10/13 広田Ａ1年 52.39

髙取　優大  (1)

藤原　皓人  (1)

永田　朋慈  (1)

田川　拓海  (1)

早岐Ａ1年 54.38

谷内　慎吾  (1)

作田　俐久  (1)

北川　漣音  (1)

長島翔太郎  (1)

大野A 58.25

家中　颯大  (1)

奥野　泰啓  (1)

福野　　伶  (1)

古川　輝星  (1)

東明Ａ1年 58.49

坂口　悠斗  (1)

土山　岳斗  (1)

羽田　凌陽  (1)

吉原　東吾  (1)

大野Ｂ  1:01.32

坂本　峻哉  (1)

松永　悠暉  (1)

田渕　颯斗  (1)

菊地　真樹  (1)

男子中
学1年

１００ｍ 10/13 岩村　勇希  (3) 12.24/-6.6

広田

吉村　優輝  (2) 12.63/-6.6

佐世保北

藤原　一冴  (3) 12.92/-6.6

広田

大谷　朔乎  (2) 13.16/-6.6

早岐

藤井　優太  (3) 13.18/-6.6

広田

鴨川　優人  (3) 13.27/-6.6

広田

青山　舜季  (3) 13.59/-6.6

広田

関戸　一路  (3) 13.72/-6.6

広田

３０００ｍ 10/13 前田　一星  (2)  9:47.00

世知原

野見山宙将  (3)  9:47.72

世知原

戸村　力也  (3)  9:48.37

小佐々

小田　有悟  (2)  9:48.69

小佐々

松永　優生  (2)  9:54.39

東明

角田　志竜  (3) 10:18.51

広田

赤石　就堂  (3) 10:22.73

世知原

北村　太希  (2) 10:28.16

東明

走幅跳 10/13 大谷　朔乎  (2)   5m91/+2.0

早岐

福田　裕翔  (2)   5m60/+3.2

相浦

今村　　航  (3)   5m58/+2.0

中里

内布　優馬  (2)   5m39/+1.8

中里

武井　陸哉  (2)   5m06/+2.9

東明

今村　　颯  (2)   4m95/+4.2

中里

関戸　一路  (3)   4m87/+0.9

広田

川﨑　　明  (2)   4m82/+4.1

祇園

砲丸投

(4.000kg)

10/13 藤井　優太  (3)   8m72

広田

中野颯一郞  (2)   6m26

早岐

４×１００ｍ 10/13 広田Ａ 45.54

青山　舜季  (3)

岩村　勇希  (3)

藤井　優太  (3)

藤原　一冴  (3)

広田Ｂ 48.25

林　　一太  (3)

加留部　凪  (3)

鴨川　優人  (3)

関戸　一路  (3)

中里 50.24

塩﨑　遙人  (2)

今村　　颯  (2)

吉岡 悠太朗     (2)

内布　優馬  (2)

日宇 50.49

田端　伊吹  (2)

小川　真弘  (2)

永山　　蓮  (2)

佐野木　翼  (2)

佐世保北 51.36

出雲　智惺  (1)

吉村　優輝  (2)

根本　優太  (2)

平川　颯馬  (1)

小佐々 51.68

石田　圭吾  (3)

戸村　力也  (3)

小田　有悟  (2)

松尾　　徠  (2)

早岐Ｂ 52.15

中野颯一郞  (2)

大谷　朔乎  (2)

永田　翔琉  (2)

伊藤　奏大  (1)

山澄 53.23

吉原　吏亮  (2)

松下　健心  (1)

松下　市路  (1)

古田　宏輝  (2)

男子中
学2･3
年
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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 10/13 小山　知佑 11.22/-3.6

長崎国際大

北川　雄翔 11.34/-3.6

長崎国際大

宮田　航希 11.38/-3.6

久留米大学

橋口　行生 11.71/-3.6

県立大佐世保

仁泉　大樹 12.06/-3.6

県立大佐世保

佐藤　史哉 12.34/-3.6

県立大佐世保

佐藤　一真 12.49/-3.6

県立大佐世保

梁瀬　大輔 12.72/-3.6

県立大佐世保

男子一
般40歳
未満

１００ｍ 10/13 田端　健児 12.32/-5.3

９．Sports

大宅　康喜 12.91/-5.0

大宅

宮田　　淳 12.94/-5.3

９．Sports

江田　達朗 12.99/-5.0

佐世保市陸協

渡邉　健三 12.99/-5.0

佐世保重工

友廣　真一 13.06/-5.0

MRCSASEBO

永田　竜次 13.07/-5.0

佐世保市陸協

前川　　準 13.97/-5.3

広田AC

男子一
般40歳
以上

５０００ｍ 10/13 堤　　拓郎 15:42.18

サセボジョガーズ

福地　宏行 15:45.20

サセボジョガーズ

尾﨑　　徹 16:04.30

佐世保市陸協

濱　　由嵩 16:20.16

MRCSASEBO

山下　将宏 16:52.58

佐世保消防

川端　勇樹 16:55.51

MRCSASEBO

酒井　玲雄 16:55.95

MRCSASEBO

鳥羽　虹貴 17:38.63

MRCSASEBO

男子一
般40歳
未満

５０００ｍ 10/13 戸田　国臣 17:12.54

MRCSASEBO

横山　知教 18:08.44

MRCSASEBO

迎　　晃 18:21.77

佐世保消防

麻生　正和 18:38.82

MRCSASEBO

楠本　　篤 19:16.73

MRCSASEBO

寺﨑耕太郎 19:26.76

佐世保消防

男子一
般40歳
以上

砲丸投

(7.260kg)

10/13 前川　　準   8m88

広田AC

坂本　洋二   7m92

佐世保TC

北川　洋一   7m88

佐世保TC

４×１００ｍ 10/13 長崎国際大 44.31

崎山　隆史

北川　雄翔

小山　知佑

佐藤　涼平

県立大佐世保Ａ 46.45

橋口　行生

宮崎　次玄

野口　拓朗

梁瀬　大輔

９．Sports 48.26

宮田　　淳

宮崎　健伍

田端　健児

小川　孝司

大谷工業 48.62

中村　勇理

大谷　頼威

田代　晃太

眞竹　学人

MRC SASEBOＡ 49.30

友廣　真一

岩﨑龍太郎

鳥羽　虹貴

伊藤　瑞記

佐世保消防 49.54

迎　　晃

松下　洸己

中本　諒平

山下　将宏

MRC SASEBOＢ 55.17

五嶋　拓也

川端　勇樹

麻生　正和

小長　賢二

県立大佐世保Ｂ  1:03.36

佐藤　一真

仁泉　大樹

梅田　祥伍

佐藤　史哉

男子一
般
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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 10/13 中村　心春  (3) 17.75/-2.3

広田AC

横山菜々美  (3) 17.83/-2.3

世知原JAC

百枝　空絢  (3) 18.38/-2.3

中里クラブ

根本　莉花  (3) 18.44/-4.5

9.Sports

久田　弥來  (3) 18.80/-2.3

中里クラブ

横山　美優  (3) 19.41/-4.5

佐世保TC

太田　玲奈  (4) 19.65/-4.5

世知原JAC

市田　桜子  (3) 20.13/-4.5

信愛児童ｸﾗﾌﾞ

女子小
学3年

１００ｍ 10/13 冨永　実桜  (4) 16.19/-4.7

MRCSASEBO

川口亜里沙  (4) 16.49/-4.7

鹿町陸上ク

松尾　玲奈  (4) 16.68/-4.1

早岐

石橋　優花  (4) 17.56/-4.1

9.Sports

升水　紗希  (4) 17.85/-4.7

中里クラブ

田端　凛心  (4) 17.92/-3.3

9.Sports

久田　和奏  (4) 17.93/-3.3

9.Sports

岡　さくあ  (4) 17.98/-3.3

金比良クラブ

走幅跳 10/13 冨永　実桜  (4)   3m23/+4.6

MRCSASEBO

川口亜里沙  (4)   3m13/+1.2

鹿町陸上ク

堤　　楓花  (4)   3m09/+2.8

中里クラブ

升水　紗希  (4)   2m96/+3.0

中里クラブ

岡　さくあ  (4)   2m88/-0.1

金比良クラブ

井手　彩乃  (4)   2m80/+2.2

中里クラブ

山田　紗和  (4)   2m37/+0.1

鹿町陸上ク

引塲かりん  (4)   2m20/+1.6

佐世保TC

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 10/13 須藤　皐月  (4)  17m85

世知原JAC

池田　莉心  (4)  13m85

世知原JAC

女子小
学4年

１００ｍ 10/13 平石椛々音  (5) 15.97/-3.9

9.Sports

松瀬　伊織  (5) 16.39/-3.9

佐世保TC

渡辺　琴羽  (5) 16.94/-6.8

鹿町陸上ク

田島　　涼  (5) 17.81/-3.9

世知原JAC

川田　陽菜  (5) 18.01/-6.8

中里クラブ

林　　亜弥  (5) 18.27/-6.8

世知原JAC

津上菜乃芭  (5) 18.79/-3.9

佐世保TC

七種　成望  (5) 19.23/-6.8

世知原JAC

走高跳 10/13 山口　麗愛  (5) 中里クラブ 1m10

石元　寿実  (5) 中里クラブ

須藤　菜月  (5) 1m05

中里クラブ

走幅跳 10/13 平石椛々音  (5)   3m74/+2.1

9.Sports

石元　寿実  (5)   3m62/+1.7

中里クラブ

山口　麗愛  (5)   3m56/+1.2

中里クラブ

尾﨑くるみ  (5)   3m53/+2.4

中里クラブ

上村　　環  (5)   3m11/+0.3

鹿町陸上ク

須藤　菜月  (5)   3m05/+2.2

中里クラブ

渡辺　琴羽  (5)   2m79/+1.9

鹿町陸上ク

坂本　結椛  (5)   2m09/+3.4

鹿町陸上ク

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 10/13 濵田　栞名  (5)  30m52

鹿町陸上ク

尾﨑くるみ  (5)  20m10

中里クラブ

川田　陽菜  (5)  12m25

中里クラブ

４×１００ｍ 10/13 中里クラブ　　Ｂ  1:05.49

尾﨑くるみ  (5)

石元　寿実  (5)

須藤　菜月  (5)

山口　麗愛  (5)

世知原JAC  1:09.34

横山菜々美  (3)

七種　成望  (5)

田島　　涼  (5)

林　　亜弥  (5)

佐世保TC  1:11.86

横山　美優  (3)

引塲かりん  (4)

津上菜乃芭  (5)

松瀬　伊織  (5)

女子小
学5年

１００ｍ 10/13 岩﨑　　茜  (6) 14.69/-4.1

中里クラブ

香田　華那  (6) 16.19/-4.1

広田AC

嘉村希々花  (6) 16.99/-4.1

広田AC

中島　清華  (6) 17.00/-4.1

広田AC

桝田　　楓  (6) 17.02/-4.1

鹿町陸上ク

澤　彩花音  (6) 17.41/-4.1

中里クラブ

堤　　雫玖  (6) 17.94/-4.1

中里クラブ

走高跳 10/13 嘉村希々花  (6) 1m15

広田AC

山内　祐奈  (6) 1m15

中里クラブ

走幅跳 10/13 岩﨑　　茜  (6)   4m12/+2.0

中里クラブ

澤　彩花音  (6)   3m70/+1.4

中里クラブ

堤　　雫玖  (6)   3m37/+2.6

中里クラブ

桝田　　楓  (6)   3m32/+1.8

鹿町陸上ク

山内　祐奈  (6)   3m31/+1.9

中里クラブ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 10/13 香田　華那  (6)  23m34

広田AC

中島　清華  (6)  16m38

広田AC

４×１００ｍ 10/13 中里クラブ　　Ａ  1:01.79

澤　彩花音  (6)

岩﨑　　茜  (6)

山内　祐奈  (6)

堤　　雫玖  (6)

鹿町陸上ク  1:04.31

桝田　　楓  (6)

川口亜里沙  (4)

上村　　環  (5)

渡辺　琴羽  (5)

女子小
学6年
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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 10/13 八並　奈緒  (1) 14.75/-3.6

広田

辻田　玲奈  (1) 14.93/-3.6

中里

手島　小雪  (1) 14.99/-3.6

中里

中村胡柚子  (1) 15.13/-3.6

世知原

筒井　彩心  (1) 15.23/-3.6

山澄

横田　遥和  (1) 15.31/-3.6

相浦

松瀨　俐南  (1) 15.32/-3.6

山澄

伊佐　琴美  (1) 15.45/-3.6

東明

１５００ｍ 10/13 中村　雛乃  (1)  5:44.57

広田

志方　香恋  (1)  5:47.82

東明

池田　栞奈  (1)  5:48.76

早岐

宮原　玲菜  (1)  5:52.25

早岐

中野　真愛  (1)  5:54.28

鹿町

藤澤　りの  (1)  5:57.15

東明

沖田　陽菜  (1)  6:03.37

世知原

吉永　真綺  (1)  7:15.41

鹿町

走幅跳 10/13 手島　小雪  (1)   4m76/+0.7

中里

松瀨　俐南  (1)   4m45/+2.2

山澄

筒井　彩心  (1)   4m27/+0.9

山澄

中村胡柚子  (1)   4m18/+2.2

世知原

伊佐　琴美  (1)   4m17/+4.7

東明

森　　あむ  (1)   3m99/+4.8

東明

石田恋桃音  (1)   3m92/+2.5

九州文化学園

上田　咲希  (1)   3m75/+2.8

早岐

砲丸投

(2.721kg)

10/13 小栗ひらり  (1)   7m26

東明

小川　那歩  (1)   4m95

早岐

４×１００ｍ 10/13 広田1年 56.89

岩永　夢乃  (1)

八並　奈緒  (1)

中溝　咲希  (1)

齋藤　礼佳  (1)

東明1年 58.79

小栗ひらり  (1)

伊佐　琴美  (1)

藤澤　りの  (1)

森　　あむ  (1)

女子中
学1年

１００ｍ 10/13 笹浦祐里香  (2) 13.58/-3.5

広田

前川　　優  (2) 13.92/-3.5

広田

竹内　海加  (3) 14.00/-3.5

世知原

北島　永惺  (2) 14.04/-3.5

広田

小川久瑠美  (2) 14.15/-3.5

中里

岡﨑　香奈  (2) 14.19/-3.5

世知原

川田　ふみ  (2) 14.41/-3.5

中里

大宅　花奈  (2) 14.76/-3.5

日野

１５００ｍ 10/13 野中　紫恩  (3)  5:08.49

鹿町

田崎　小春  (3)  5:16.39

広田

川口友加吏  (2)  5:25.05

広田

鳥巣　友夏  (3)  5:45.51

広田

平林小乃羽  (2)  5:46.05

大野

樫山　愛菜  (3)  5:54.86

小佐々

公門　柚菜  (2)  6:03.06

広田

桒田萌々菜  (2)  6:12.30

広田

走幅跳 10/13 笹浦祐里香  (2)   4m77/+1.4

広田

前川　　優  (2)   4m59/+1.6

広田

小川久瑠美  (2)   4m34/+4.5

中里

嘉村奈々葉  (2)   4m33/+2.1

広田

川田　ふみ  (2)   4m27/+1.5

中里

川口　愛夏  (3)   4m20/+3.4

広田

中尾　　萌  (2)   4m12/-0.5

中里

中村こころ  (2)   3m74/+3.6

広田

砲丸投

(2.721kg)

10/13 前川　潤海  (2)   9m32

小佐々

柿平あみか  (2)   7m65

広田

松本　歩華  (2)   7m45

早岐

濵口みほな  (2)   5m30

山澄

４×１００ｍ 10/13 広田Ｂ 53.23

中村こころ  (2)

笹浦祐里香  (2)

北島　永惺  (2)

前川　　優  (2)

広田Ａ 55.70

七種　梨央  (3)

太田　愛菜  (3)

西田　侑良  (3)

川口　愛夏  (3)

中里 56.33

中尾　　萌  (2)

升水　渚紗  (2)

川田　ふみ  (2)

小川久瑠美  (2)

世知原 58.30

太田　彩音  (2)

赤木　鈴奈  (2)

堤　瑠々彩  (2)

岡﨑　香奈  (2)

佐世保北 58.92

田上　昂奈  (1)

下津浦梨乃  (1)

林　美乃里  (2)

東島　瑞紗  (2)

広田Ｃ 59.82

谷口　愛奈  (3)

加地莉々奈  (3)

中島菜々花  (3)

谷口　夕奈  (3)

広田Ｅ  1:00.94

柿平あみか  (2)

志方　亜樹  (2)

松井　結菜  (2)

嘉村奈々葉  (2)

早岐B  1:07.41

今野　　光  (1)

小川　那歩  (1)

池田　栞奈  (1)

宮原　玲菜  (1)

女子中
学2･3
年
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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
３０００ｍ 10/13 松尾　智子 11:17.95

佐世保重工

山田　真樹 12:03.13

MRCSASEBO

林田愛優美 12:58.30

長崎国際大

女子一
般40歳
未満

３０００ｍ 10/13 中村せき子 15:02.12

MRCSASEBO

松尾　圭子 15:14.92

MRCSASEBO

女子一
般40歳
以上

４×１００ｍ 10/13 MRC SASEBOＣ  1:15.98

永田　　萌

筒井　智穂

小椋 もにか

松尾　圭子

MRC SASEBOＤ  1:16.95

山田　真樹

安岡　寛子

栗元　正子

中村せき子

女子一
般


