
令和元年度　西海市中学校総合体育大会　陸上競技 男子

令和元年 6月11日(火) 主催：西海市中学校体育連盟　　後援：西海市，西海市PTA連合会，長崎新聞社，西彼杵郡陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

種目 風速 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録

   100m +1.2 高村　一輝  (1) 西彼 13.29 日髙　聖章  (1) 西海 13.62 藤田　顕芯  (1) 大崎 14.00 金子　日向  (1) 大瀬戸 14.21 木上　蒼斗  (1) 西彼 14.26 松下　吏玖  (1) 大崎 14.45

  1500m 長岡　洸太  (1) 西海 4:56.25 川口　修生  (1) 西彼 4:58.23 柿本　騎音  (1) 大瀬戸 5:00.59 冨嶋　颯音  (1) 西海 5:15.97 志田　悠靖  (1) 西彼 5:28.45 山口　由真  (1) 大瀬戸 5:35.86

4×100mR 川口　修生  (1) 西彼 52.09 曽我部羽稀  (1) 大瀬戸 54.65 澁谷　颯宥  (1) 大崎 56.78 上野　　渚  (1) 西海 56.94

松永　透和  (1) 田中　優樹  (1) 松下　吏玖  (1) 土井真己斗  (1)

佐藤　光純  (1) 金子　日向  (1) 増山　侑雅  (1) 鈴田　裕大  (1)

高村　一輝  (1) 柿本　騎音  (1) 藤田　顕芯  (1) 日髙　聖章  (1)

   100m +0.4 平野　瑛士  (2) 西海 13.01 伊藤　優哉  (2) 大瀬戸 13.01 山　創太  (2) 西海 13.08 峯　蒼一郎  (2) 西彼 13.26 末永　隼人  (2) 大瀬戸 13.52 釜本　真杜  (2) 大崎 13.62

  1500m 大抜　青空  (2) 大瀬戸 4:49.24 北川　　慧  (2) 西彼 4:50.52 木場　大斗  (2) 西彼 5:03.67 坂本　健太  (2) 大崎 5:07.76 川島　颯真  (2) 大崎 5:10.83 田端　大誠  (2) 大崎 5:11.48

4×100mR 鈴田　孝平  (2) 西海 51.21 森口　空玲  (2) 西彼 52.11 上田　達也  (2) 大崎 54.13

山　創太  (2) 髙垣　侑生  (2) 松尾紘太朗  (2)

三田　海斗  (2) 峯　蒼一郎  (2) 釜本　真杜  (2)

平野　瑛士  (2) 浦　　琥春  (2) 北山　龍貴  (2)

   100m +2.0 今岡　大翔  (3) 西彼 11.85 本多　　岳  (3) 大崎 12.26 藤井　謙成  (3) 大崎 12.34 林田　莉空  (3) 大瀬戸 12.49 長尾　　芹  (3) 大瀬戸 12.60 増山　心人  (3) 西海 12.64

  1500m 坂本　迅太  (3) 大崎 4:28.31 竹口　拓海  (3) 大崎 4:37.18 福永　隼人  (3) 大崎 4:43.28 濵川　晃輔  (3) 大瀬戸 5:12.20 田口　泰盛  (3) 西彼 5:14.28 前田　大吾  (3) 西海 5:16.55

   200m +0.0 今岡　大翔  (3) 西彼 24.07 藤井　謙成  (3) 大崎 25.12 増山　心人  (3) 西海 25.45 杉本　貫太  (3) 大瀬戸 25.61 大久保　遼  (3) 西彼 26.35 原口　昂大  (3) 大瀬戸 26.56

   400m 大久保　遼  (3) 西彼 59.21 西村　和騎  (3) 西彼 59.37 川口　修平  (3) 大崎 59.95 木村　友哉  (3) 大瀬戸 1:00.69 川口　蒼生  (3) 西彼 1:01.07 林　　隆輝  (3) 大瀬戸 1:01.49

   800m 福永　隼人  (3) 大崎 2:13.57 西村　和騎  (3) 西彼 2:19.54 田口　泰盛  (3) 西彼 2:20.00 柿本　騎音  (1) 大瀬戸 2:20.10 青木　優人  (3) 大崎 2:22.93 川口　蒼生  (3) 西彼 2:23.32

  3000m 坂本　迅太  (3) 大崎 9:37.00 竹口　拓海  (3) 大崎 10:04.37 濵川　晃輔  (3) 大瀬戸 10:36.92 北川　　慧  (2) 西彼 10:37.17 大抜　青空  (2) 大瀬戸 10:43.19 木場　大斗  (2) 西彼 10:58.67

   110mH +2.7 本多　　岳  (3) 大崎 17.05 石本　龍翔  (3) 大崎 19.76 澤山　佳文  (3) 西彼 20.48 前田拳士朗  (3) 西彼 21.26 中川　晟太  (3) 西海 21.37 浜谷　桜輝  (3) 大崎 21.48

4×100mR 田口　泰盛  (3) 西彼 47.40 林田　莉空  (3) 大瀬戸 49.01 本多　　岳  (3) 大崎 49.51

西村　和騎  (3) 杉本　貫太  (3) 青木　優人  (3)

川口　蒼生  (3) 長尾　　芹  (3) 宮原　唯人  (3)

今岡　大翔  (3) 松本　祐輝  (3) 藤井　謙成  (3)

走高跳 松尾紘太朗  (2) 大崎 1m40 中川　晟太  (3) 西海 1m35 渡辺　脩太  (2) 大瀬戸 1m30

棒高跳 出場者なし

走幅跳 宮原　唯人  (3) 大崎 4m98(+1.5) 伊藤　優哉  (2) 大瀬戸 4m90(+1.0) 谷口　遼斗  (2) 西彼 4m62(+1.0) 川尻琥大朗  (2) 西彼 4m61(+1.3) 村岡　翔汰  (3) 西海 4m52(+0.8) 澤瀬弘太郎  (3) 大崎 4m38(+1.5)

三段跳 長尾　　芹  (3) 大瀬戸 10m51(+0.4) 井田　健太  (2) 西彼 9m83(+0.4) 島口　泰輔  (2) 大瀬戸 9m63(+1.1) 浦冨　雄成  (3) 西彼 9m51(+1.6) () ()

砲丸投 林田　莉空  (3) 大瀬戸 9m93 北川　颯太  (3) 西彼 9m62 中沼　海斗  (2) 大瀬戸 8m42 中村　海音  (3) 大崎 8m04 難波　斗羽  (2) 西彼 7m76 水間健太朗  (2) 大瀬戸 6m83

   100mH +1.2 髙垣　侑生  (2) 西彼 19.26 鈴田　孝平  (2) 西海 19.53 上田　達也  (2) 大崎 20.16 日髙　聖章  (1) 西海 20.48 濱上恵太郎  (2) 大崎 20.50 森口　空玲  (2) 西彼 21.64

4×100mR 峯　蒼一郎  (2) 西彼 51.71 別当　栞樹  (2) 大瀬戸 52.50 鈴田　孝平  (2) 西海 54.42 松尾紘太朗  (2) 大崎 56.36

高村　一輝  (1) 柿本　騎音  (1) 日髙　聖章  (1) 藤田　顕芯  (1)

川口　修生  (1) 曽我部羽稀  (1) 土井真己斗  (1) 松下　吏玖  (1)

髙垣　侑生  (2) 伊藤　優哉  (2) 三田　海斗  (2) 北山　龍貴  (2)

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

西彼 129 点 大崎 113 点 大瀬戸 91 点 西海 60 点

備考　◎:大会新　△:大会ﾀｲ
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令和元年度　西海市中学校総合体育大会　陸上競技 女子

令和元年 6月11日(火) 主催：西海市中学校体育連盟　　後援：西海市，西海市PTA連合会，長崎新聞社，西彼杵郡陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

種目 風速 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録 氏　名　(学年) 所属 記録

100m +2.4 西川　愛実  (1) 西海 13.57 本山　　瞳  (1) 大瀬戸 14.68 竹村　紗奈  (1) 西海 14.69 本山　夢乃  (1) 大瀬戸 15.26 木浦　和奏  (1) 大崎 15.27 浦田ちなみ  (1) 大崎 15.31

800m 田口　莉紗  (1) 西彼 2:51.72 本山　　瞳  (1) 大瀬戸 2:58.03 山口　夕葵  (1) 西彼 2:58.89 冨永かなで  (1) 大崎 2:59.04 口　伊吹  (1) 大崎 3:08.53 林　　愛菜  (1) 大瀬戸 3:10.83

4×100m 深水　心来  (1) 西海 57.32 廣田　香菜  (1) 西彼 59.28 菜切　心愛  (1) 大瀬戸 1:00.61 木浦　和奏  (1) 大崎 1:01.40

竹村　紗奈  (1) 田口　莉紗  (1) 本山　　瞳  (1) 山田　望水  (1)

山村　志帆  (1) 山口　夕葵  (1) 本山　夢乃  (1) 上間　心花  (1)

西川　愛実  (1) 瀬川　真子  (1) 廣田　真那  (1) 浦田ちなみ  (1)

   100m +1.5 木下　穂香  (2) 大崎 13.43 北川　あい  (2) 大瀬戸 13.64 山本　珠璃  (2) 大崎 14.66 藤田　桃花  (2) 大崎 14.80 平松　妃那  (2) 大瀬戸 15.18 道頭　優花  (2) 大瀬戸 15.40

   800m 田口　由莉  (2) 西彼 2:32.70 荒牧　真凜  (2) 大瀬戸 2:33.27 冨嶋　　澪  (2) 西海 2:41.67 水谷　綾歌  (2) 大崎 2:49.56 國嶋　元乃  (2) 大崎 2:55.18 千葉　明菜  (2) 大瀬戸 2:57.56

4×100mR 藤田　桃花  (2) 大崎 56.08 荒牧　真凜  (2) 大瀬戸 56.42

山本　珠璃  (2) 北川　あい  (2)

水谷　綾歌  (2) 千葉　明菜  (2)

木下　穂香  (2) 平松　妃那  (2)

   100m +1.9 中澤あすか  (3) 西海 14.25 浦里　知愛  (3) 大瀬戸 14.88 松本　汐里  (3) 大崎 14.94 岸下　瑚悠  (3) 大瀬戸 15.21 塩﨑　凜佳  (3) 西彼 15.23 富口　結乃  (3) 大瀬戸 15.37

   800m 山村　朱虹  (3) 西海 2:28.18 立木　乃彩  (3) 西彼 2:35.38 木村　彩美  (3) 大瀬戸 2:57.63 百岳　愛心  (3) 大崎 3:08.27 山口　珠月  (3) 大崎 3:14.43 野口　乃愛  (3) 大崎 3:16.57

   200m +0.0 木下　穂香  (2) 大崎 28.16 増山　歩夢  (3) 大崎 30.60 濵口　双葉  (2) 大崎 31.34 浦里　知愛  (3) 大瀬戸 31.36 富口　結乃  (3) 大瀬戸 31.57 岸下　瑚悠  (3) 大瀬戸 31.89

  1500m 山村　朱虹  (3) 西海 5:07.12 田口　由莉  (2) 西彼 5:15.93 荒牧　真凜  (2) 大瀬戸 5:22.30 冨嶋　　澪  (2) 西海 5:39.06 田口　莉紗  (1) 西彼 5:42.02 濱田　苺花  (3) 大崎 5:56.02

   100mH -0.3 立木　乃彩  (3) 西彼 18.36 増山　歩夢  (3) 大崎 19.67 清浦　美空  (3) 西彼 20.69 松尾　瑠音  (3) 大崎 21.73 川口　　倫  (3) 大瀬戸 23.22

4×100mR 榎並和華菜  (3) 大瀬戸 59.10 百岳　愛心  (3) 大崎 59.76

浦里　知愛  (3) 増山　歩夢  (3)

富口　結乃  (3) 松本　汐里  (3)

岸下　瑚悠  (3) 谷川　　薫  (3)

走高跳 打田　蒼空  (3) 西海 1m50 藤田　桃花  (2) 大崎 1m20 松本　汐里  (3) 大崎 1m15 道頭　優花  (2) 大瀬戸 1m15 園田　心詩  (2) 大瀬戸

走幅跳 北川　あい  (2) 大瀬戸 4m71(+0.6) 中澤あすか  (3) 西海 4m36(+0.8) 西川　愛実  (1) 西海 4m28(+0.4) 榎並和華菜  (3) 大瀬戸 3m84(+1.2) 廣田　香菜  (1) 西彼 3m83(+1.2) 濱田　苺花  (3) 大崎 3m49(+1.6)

砲丸投 峰原　そら  (2) 西彼 9m29 志田　真凜  (2) 西彼 8m23 佐々木円捺  (1) 大瀬戸 7m53 山田　彩水  (3) 大崎 7m16 川口　　倫  (3) 大瀬戸 6m88 中尾　美月  (2) 西海 6m87

    80mH +0.9 山本　珠璃  (2) 大崎 14.96 平松　妃那  (2) 大瀬戸 16.70 石本　琉依  (2) 大崎 16.73 入口　未琴  (2) 大崎 17.43 千葉　明菜  (2) 大瀬戸 17.88

4×100mR 千葉　明菜  (2) 大瀬戸 58.22 山本　珠璃  (2) 大崎 58.68

本山　　瞳  (1) 浦田ちなみ  (1)

本山　夢乃  (1) 木浦　和奏  (1)

北川　あい  (2) 木下　穂香  (2)

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

大崎 105 点 大瀬戸 99 点 西彼 58 点 西海 57 点

備考　◎:大会新　△:大会ﾀｲ

女子総合得点

１
年

３
年

区
分

順位

決 勝 記 録 一 覧 表

２
年

共
通

低
学
年


