
日清食品カップ 21420003

第37回 全国小学生陸上競技交流大会 長崎県予選会
2021年6月19日(土)      決勝一覧表

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） 421030

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 6/19 和泉　澄海  (3) 15.92/+0.1

9.Sports

日迫　　椋  (3) 16.01/+0.1

遠竹JRC

松本倫太郎  (3) 16.19/+0.1

AT大崎J

久松　己哲  (3) 16.21/+0.1

長崎ＡＣＪ

濱﨑　　翼  (3) 16.46/+0.1

末広会

古賀　一星  (3) 16.48/+0.1

長与北

前田　幸親  (3) 16.51/+0.1

島原ＪＲＣ

甲斐　陽翔  (3) 16.71/+0.1

UNZEN橘JAC

男子３年

１００ｍ 6/19 五十川最哉  (4) 14.66/-0.1

NGR9.Sports

高　史也  (4) 15.15/-0.1

NGR村松クラブ

大川　友悠  (4) 15.37/-0.1

NGR9.Sports

出雲　貴瑛  (4) 15.46/-0.1

佐世保TC

屋　拓希  (4) 15.49/-0.1

大村陸上ク

田中　秀磨  (4) 15.50/-0.1

ＭＪＣ

松尾美沙輝  (4) 15.54/-0.1

UNZEN橘JAC

中田　結翔  (4) 15.81/-0.1

UNZEN橘JAC

男子４年

１００ｍ 6/19 古賀　一斗  (5) 13.86/-0.5

長与北

福田　蓮翔  (5) 14.23/-0.5

口之津JAC

濱﨑　遥仁  (5) 14.62/-0.5

長崎ＡＣＪ

西川　壱織  (5) 14.71/-0.5

ISAHAYAJr

田中　陽翔  (5) 14.73/-0.5

東長崎JC

谷川華夏太  (5) 14.76/-0.5

福江クラブ

中瀬　　昊  (5) 14.85/-0.5

明峰Ｊ

濵口　大翔  (5) 14.89/-0.5

長与北

男子５年

１００ｍ 6/19 久保田愛太郎(6) 13.44/-0.5

東長崎JC

佐藤　正英  (6) 13.63/-0.5

波佐見Jr

芳野　佑生  (6) 13.69/-0.5

長崎陸上ク

尾上　聡佑  (6) 13.86/-0.5

SC東彼杵

倉田　　圭  (6) 14.06/-0.5

福江クラブ

辻丸　英佑  (6) 14.24/-0.5

ＭＪＣ

松村　優志  (6) 14.51/-0.5

松村AC

江口　　優  (6) 14.53/-0.5

大村陸上ク

男子６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

80mH-走高跳

6/19 松本宗次朗  (6)  2193

NPE NGR中里クラブ

13.04/+1.3-1m34

瀬崎　蒼士  (6)  1912

時津東

14.28/+0.3-1m28

瀬崎　桜士  (6)  1898

時津東

14.57/+0.3-1m31

松尾　恒輝  (6)  1850

中里クラブ

14.44/+1.3-1m25

米満　楓馬  (6)  1791

明峰Ｊ

14.45/+0.3-1m20

辻田　凌壽  (6)  1673

中里クラブ

14.80/+1.3-1m15

森　雄太郎  (6)  1658

口之津JAC

15.23/+1.3-1m20

土井　和輝  (5)  1656

明峰Ｊ

14.56/+1.3-1m10

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/19 桃野　　葵  (6)  1997

NGR鹿町陸上ク

4m46/-1.1-45m05

石松　　啓  (5)  1715

長崎ＡＣＪ

4m09/ 0.0-36m23

川上　富輝  (6)  1703

北串クラブ

3m38/-0.6-45m45

青木　斗我  (6)  1680

遠竹JRC

3m42/-1.0-43m78

伊藤　静流  (6)  1588

MRCSASEBO

3m69/-0.7-35m56

大倉　雄星  (6)  1561

AT大崎J

3m36/+1.3-38m75

大坪生夫斗  (5)  1537

小長井Jr

3m30/-0.8-38m41

馬場　悠真  (5)  1529

北串クラブ

3m53/-0.2-34m78

男子5･6年

１００ｍ 6/19 島津　咲希  (3) 15.00/+0.2

NGRAT大崎J

林　　明那  (3) 15.69/+0.2

NGR松村AC

東尾　明莉  (3) 15.80/+0.2

NGR長崎陸上ク

大倉ひかる  (3) 16.21/+0.2

NGRAT大崎J

大坪　ゆめ  (3) 16.47/+0.2

=GRＭＪＣ

松尾　茉紀  (3) 16.60/+0.2

ISAHAYAJr

久村　なる  (3) 16.65/+0.2

長崎陸上ク

柴原　早希  (3) 16.90/+0.2

明峰Ｊ

女子３年

１００ｍ 6/19 藤島ことみ  (4) 15.46/-0.3

LTC対馬

森下　実蕾  (4) 15.63/-0.3

長崎ＡＣＪ

濱本　望桜  (4) 15.65/-0.3

明峰Ｊ

松尾　侑莉  (4) 15.86/-0.3

長与北

町田　真優  (4) 15.88/-0.3

UNZEN橘JAC

柴田　結愛  (4) 15.91/-0.3

諫早クラブ

吉岡帆乃香  (4) 16.04/-0.3

島原ＪＲＣ

矢竹　結芽  (4) 16.07/-0.3

UNZEN橘JAC

女子４年

１００ｍ 6/19 中里ひかり  (5) 14.47/-1.0

SC東彼杵

佐藤　美玖  (5) 14.85/-1.0

末広会

長下　小梅  (5) 14.88/-1.0

SC東彼杵

稲田　望来  (5) 14.91/-1.0

明峰Ｊ

吉岡陽真璃  (5) 15.18/-1.0

諫早クラブ

山﨑　心陽  (5) 15.20/-1.0

ISAHAYAJr

福﨑　　葵  (5) 15.32/-1.0

波佐見Jr

福田　楓華  (5) 15.56/-1.0

口之津JAC

女子５年

１００ｍ 6/19 戸塚　麗奈  (6) 13.69/-0.3

長崎陸上ク

冨永　実桜  (6) 13.92/-0.3

MRCSASEBO

黒川　愛唯  (6) 14.19/-0.3

福江クラブ

永田　日和  (6) 14.34/-0.3

長田JC

横田　莉子  (6) 14.59/-0.3

ISAHAYAJr

川﨑　　凛  (6) 14.66/-0.3

SC東彼杵

増山　萌音  (6) 14.67/-0.3

高来クラブ

鍬取　想奈  (6) 14.75/-0.3

長崎ＡＣＪ

女子６年

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

80mH-走高跳

6/19 井畑ののか  (6)  1910

NGR明峰Ｊ

13.82/+0.2-1m21

東尾　颯月  (6)  1871

長崎陸上ク

14.45/+0.2-1m27

藤　　らら  (6)  1852

LTC対馬

13.96/+0.2-1m18

西津　美陽  (6)  1788

福江クラブ

14.13/+0.6-1m15

小田さくら  (5)  1759

明峰Ｊ

14.70/+0.6-1m21

池田　梗香  (5)  1643

明峰Ｊ

14.98/+0.3-1m15

田嶋　　笑  (6)  1641

明峰Ｊ

14.99/+0.3-1m15

浦田　和佳  (5)  1636

明峰Ｊ

15.02/+0.6-1m15

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

6/19 木谷　心愛  (6)  1667

鷹島クラブ

4m06/+0.7-34m31

出田　桃子  (6)  1616

島原ＪＲＣ

4m11/-0.5-31m09

宗　　葵心  (6)  1585

島原ＪＲＣ

3m76/-0.3-34m39

畑島　　百  (6)  1539

LTC対馬

3m81/-0.2-31m45

田中　杏奈  (6)  1527

ＭＪＣ

3m76/+1.0-31m53

釜坂　紗妃  (5)  1416

SC東彼杵

3m44/-0.3-30m51

宅島　虹羽  (6)  1413

北串クラブ

3m47/-0.6-29m95

田端　雪音  (6)  1400

長崎陸上ク

3m31/ 0.0-31m50

女子5･6年

４×１００ｍ 6/19 福江クラブ 55.54

谷川華夏太  (5)

西津　美陽  (6)

黒川　愛唯  (6)

倉田　　圭  (6)

SC東彼杵 55.92

中里ひかり  (5)

尾上　聡佑  (6)

尾上　　心  (6)

川﨑　　凛  (6)

長崎陸上ク 56.52

田端　雪音  (6)

東尾　颯月  (6)

松下　永和  (6)

芳野　佑生  (6)

島原ＪＲＣ 57.26

吉岡佑一郎  (6)

出田　桃子  (6)

内田　蒼人  (6)

宗　　葵心  (6)

東長崎JC 58.02

松本　直樹  (5)

松尾　皆実  (6)

福島　沙菜  (6)

久保田愛太郎(6)

口之津JAC 58.49

森　雄太郎  (6)

井関　璃子  (6)

本田　咲帆  (6)

福田　蓮翔  (5)

時津東 58.81

島田　翔空  (6)

川口　蒼士  (6)

洲崎　愛奈  (6)

丸尾　彩寧  (6)

長崎ＡＣＪ 59.37

石松　　啓  (5)

濱﨑　遥仁  (5)

森川　雪菜  (6)

鍬取　想奈  (6)

男女5･6年

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録/ NPE:県小学新記録）


