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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 5/3 藤山　朋奈  (3) 14.8/+1.0

大村城南

白石まなか  (1) 15.6/+1.0

大村城南

田川　琉夏  (3) 21.7/+1.0

ろう

１５００ｍ 5/3 上本　綺音  (3)  6:20.1

大村工

女子高
校・一
般共通

１００ｍ 5/3 福本　礼雄  (1) 11.5/+0.3

大村城南

古川　優太  (3) 12.3/+0.3

大村城南

高川　椎太  (2) 12.4/+0.3

大村城南

山下　　涼  (3) 12.6/+0.3

大村城南

鶴丸　大翔  (1) 13.6/+0.3

大村城南

平野　晨斗  (1) 14.1/+0.3

大村城南

１５００ｍ 5/3 前野　弘隆  4:26.5

諫早市陸協

山田　隆広  4:28.4

諫早市陸協

川口　修駕  (1)  4:39.0

大村工

酒井　真幌  (3)  4:50.2

大村工

山田　陽翔  (1)  5:05.0

大村工

吉永　滉平  (1)  5:15.9

大村工

２００ｍ 5/3 奥野　大和  (3) 26.4/+0.5

ろう

４×１００ｍ 5/3 大村城南 47.5

福本　礼雄  (1)

古川　優太  (3)

山下　　涼  (3)

高川　椎太  (2)

５０００ｍ 5/3 山下　優馬  (2) 16:13.6

大村工

佐伯洸太朗  (3) 16:21.7

大村工

折田　　実 16:42.1

諫早市陸協

８００ｍ 5/3 相川　正樹  (2)  2:04.3

大村工

久間　晴心  (3)  2:06.9

大村工

一宮　礼汰  (2)  2:18.6

大村工

砲丸投

(6.000kg)

5/3 奥野　大和  (3)   9m50

ろう

男子高
校・一
般共通

１０００ｍ 5/3 池田　梗香  (6)  3:21.3

明峰J

山根あやな  (6)  3:21.5

大村陸上ｸ

旭　　ゆず  (6)  3:32.3

中央JAC

濵﨑こころ  (6)  3:33.6

高来クラブ

永田　花歩  (6)  3:34.8

MJC

釜元　彩良  (6)  3:35.8

MJC

久田彩海菜  (5)  3:36.7

大村陸上ｸ

藤﨑　愛美  (5)  3:39.3

大村陸上ｸ

４×１００ｍ 5/3 SC東彼杵･A 59.0

釜坂　紗妃  (6)

中里ひかり  (6)

阿比留羚心  (5)

長下　小梅  (6)

明峰J･A  1:00.3

高﨑　愛唯  (6)

稲田　望来  (6)

池田　梗香  (6)

小田さくら  (6)

明峰J･B  1:02.4

柴原　早希  (4)

原田　　空  (6)

坂口　心花  (6)

濱口　珂偉  (6)

MJC･A  1:03.3

佐仲　里帆  (6)

江口　愛莉  (6)

永田　花歩  (6)

釜元　彩良  (6)

長田JC･A  1:04.4

土井　結妃  (5)

白田　陽菜  (5)

山森　美紅  (5)

松尾　綾音  (6)

高来クラブ･A  1:05.1

福山　桜咲  (6)

濵﨑こころ  (6)

松本　莉未  (6)

本田　艶瑠  (6)

大村陸上ｸ･A  1:05.2

久田彩海菜  (5)

藤﨑　愛美  (5)

宮﨑　唯織  (5)

山根あやな  (6)

明峰J･C  1:05.4

篠﨑　都花  (5)

高木　結彩  (5)

木村　百希  (5)

荒川　奈保  (6)

女子小
学共通

８００ｍ 5/3 林　　明那  (4)  2:49.9

松村AC

木村　花純  (4)  2:56.8

高来クラブ

松尾　茉紀  (4)  2:59.1

ISAHAYAJr

柴原　早希  (4)  3:00.1

明峰J

西岡　　芹  (4)  3:02.0

松村AC

大坪　ゆめ  (4)  3:02.3

MJC

旭　　胡桃  (4)  3:06.3

中央JAC

髙橋　絵那  (4)  3:07.3

MJC

女子小
学４年

走幅跳 5/3 福﨑　　葵  (6)   3m91/+2.0

波佐見Jr

釜坂　紗妃  (6)   3m84/+1.0

SC東彼杵

稲田　望来  (6)   3m62/+1.2

明峰J

原田　　空  (6)   3m61/+1.0

明峰J

永田　花歩  (6)   3m59/+1.7

MJC

荒川　奈保  (6)   3m46/+1.3

明峰J

佐仲　里帆  (6)   3m43/+1.1

MJC

江口　愛莉  (6)   3m14/+1.9

MJC

女子小
学共通

１００ｍ 5/3 林　　明那  (4) 15.2/+1.5

松村AC

大坪　ゆめ  (4) 16.0/+1.5

MJC

三石　れな  (4) 中央JAC 16.1/+0.6

松尾　茉紀  (4) ISAHAYAJr 16.1/+1.5

柴原　早希  (4) 16.2/+1.5

明峰J

旭　　胡桃  (4) 16.5/+0.6

中央JAC

川下　　瞳  (4) 16.7/+0.6

MJC

木村　花純  (4) 高来クラブ 17.0/+0.6

平賀　紗英  (4) MJC 17.0/+1.5

女子小
学４年

１００ｍ 5/3 松尾　咲笑  (5) 15.7/+1.7

中央JAC

土井　結妃  (5) 16.1/+1.7

長田JC

白田　陽菜  (5) 16.2/+1.7

長田JC

久田彩海菜  (5) 大村陸上ｸ 16.3/+0.5

阿比留羚心  (5) SC東彼杵 16.3/+1.7

佐々木志歩  (5) 16.4/+1.2

ISAHAYAJr

藤﨑　愛美  (5) 16.5/+0.5

大村陸上ｸ

山森　美紅  (5) 16.7/+0.5

長田JC

女子小
学５年

１００ｍ 5/3 中里ひかり  (6) 13.9/+0.6

SC東彼杵

稲田　望来  (6) 14.6/+0.6

明峰J

長下　小梅  (6) 14.7/+0.6

SC東彼杵

福﨑　　葵  (6) 14.8/+0.2

波佐見Jr

小田さくら  (6) 15.0/+0.6

明峰J

釜坂　紗妃  (6) 15.1/+0.2

SC東彼杵

池田　梗香  (6) 15.2/+0.6

明峰J

江口　愛莉  (6) 15.4/+0.2

MJC

女子小
学６年

１０００ｍ 5/3 中瀬　　昊  (6)  3:15.6

明峰J

隈本虎次郎  (6)  3:15.6

小長井Jr

濵﨑　明飛  (6)  3:18.7

波佐見Jr

寺﨑　真都  (6)  3:24.2

明峰J

冨山　颯士  (6)  3:25.1

高来クラブ

山下　　輝  (6)  3:29.4

明峰J

北御門大輝  (6)  3:30.4

長田JC

田中　琉晴  (6)  3:30.6

中央JAC

４×１００ｍ 5/3 高来クラブ･A 59.7

石橋　悠聖  (6)

豆田　達郎  (6)

大石　隆貴  (6)

冨山　颯士  (6)

大村陸上ｸ･A  1:00.2

上之園琉心  (5)

船木　　楽  (6)

石田　瑛大  (5)

土屋　拓希  (5)

長田JC  1:00.5

下田　流空  (6)

岡野　真大  (6)

北御門大輝  (6)

平田　一眞  (6)

MJC･A  1:03.1

辻野　礼雅  (6)

原　琉空斗  (6)

田中　秀磨  (5)

木下　陽翔  (5)

ISAHAYA Jr･A  1:03.2

山口　雅陽  (6)

田渕　一真  (5)

草野　蒼空  (5)

西川　壱織  (6)

明峰J･B  1:03.3

岩永　涼聖  (5)

山下　　輝  (6)

野﨑　幹太  (6)

三浦　凛斗  (6)

松村AC  1:03.9

小林　陽仁  (5)

吉田　智貴  (5)

冨岡　　奏  (5)

藤山　　希  (5)

明峰J･A  1:04.6

島　汐音  (6)

中瀬　　昊  (6)

寺﨑　真都  (6)

山本颯太郎  (6)

男子小
学共通

８００ｍ 5/3 米満　飛晴  (4)  2:45.7

明峰J

前野　琉芯  (4)  2:47.7

明峰J

土井　結斗  (4)  2:55.4

明峰J

元村　龍太  (4)  3:00.1

松村AC

晦日　有志  (4)  3:01.0

中央小

松島　朋希  (4)  3:03.6

MJC

本田　雄真  (4)  3:05.5

高来クラブ

川本　悠生  (4)  3:05.8

松村AC

男子小
学４年

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 5/3 西川　壱織  (6)  39m13

ISAHAYAJr

音西　悠志  (6)  36m58

波佐見Jr

山本颯太郎  (6)  34m96

明峰J

大石　隆貴  (6)  33m61

高来クラブ

鵜木　恭介  (5)  30m19

高来クラブ

真壁朝二郎  (6)  30m14

SC東彼杵

岩永　涼聖  (5)  29m68

明峰J

森　　快晴  (5)  24m59

明峰J

走幅跳 5/3 濵﨑　明飛  (6)   3m81/+1.0

波佐見Jr

島　汐音  (6)   3m80/+0.8

明峰J

滝川　由雅  (5)   3m67/+1.9

SC東彼杵

岡野　真大  (6)   3m46/+1.0

長田JC

草野　蒼空  (5)   3m29/+0.8

ISAHAYAJr

小林　佑斗  (6)   3m26/+0.8

高来クラブ

原　琉空斗  (6)   3m26/+0.8

MJC

井手上優仁  (6)   3m22/+0.6

長田JC

男子小
学共通

１００ｍ 5/3 米満　飛晴  (4) 15.8/+1.0

明峰J

松島　朋希  (4) 16.1/+1.0

MJC

田中　龍誠  (4) 16.5/+1.0

明峰J

川島　仁平  (4) 16.6/+1.0

波佐見Jr

大江　綺音  (4) 小長井Jr 16.8/+0.9

寺側　厚紀  (4) 長田JC 16.8/+1.0

土井　結斗  (4) 16.9/+1.0

明峰J

伯野虎太郎  (4) ISAHAYAJr 17.0/+1.0

前野　琉芯  (4) 明峰J

男子小
学４年

１００ｍ 5/3 田中　秀磨  (5) 15.2/+0.6

MJC

田渕　一真  (5) ISAHAYAJr 15.5/+0.8

石田　瑛大  (5) 大村陸上ｸ 15.5/+1.8

土屋　拓希  (5) 大村陸上ｸ 15.5/+0.6

朝長　　快  (5) 15.6/+0.6

中央JAC

上之園琉心  (5) 15.7/+0.6

大村陸上ｸ

小林　陽仁  (5) 16.0/+1.8

松村AC

藤山　　希  (5) 16.0/+1.8

松村AC

男子小
学５年

１００ｍ 5/3 西川　壱織  (6) 14.3/+0.5

ISAHAYAJr

中瀬　　昊  (6) 14.5/+0.5

明峰J

野﨑　幹太  (6) 明峰J 14.7/+0.7

石橋　悠聖  (6) 高来クラブ 14.7/+0.5

船木　　楽  (6) 大村陸上ｸ 14.7/+0.5

平田　一眞  (6) 14.8/+0.5

長田JC

大石　隆貴  (6) 高来クラブ 15.0/+0.7

寺﨑　真都  (6) 明峰J 15.0/+0.5

男子小
学６年

１００ｍＨ

(0.762m)

5/3 髙原　優希  (3) 19.8/+1.0

大村

１５００ｍ 5/3 蔦野奈々紗  (3)  5:06.9

桜が原

白下　佳奈  (3)  5:21.2

桜が原

鈴木　美貴  (2)  5:29.8

郡

才藤　陽和  (2)  5:31.5

郡

中橋　真優  (3)  5:32.3

桜が原

深浦　ゆら  (3)  5:33.1

桜が原

船越　理央  (2)  5:38.4

郡

兵働　望結  (3)  5:51.8

郡

２００ｍ 5/3 岡本　怜佳  (3) 27.0/+0.9

郡

田中みちる  (3) 28.5/+0.9

西大村

浦川　結衣  (3) 28.8/+0.9

桜が原

宮﨑　　凛  (2) 29.0/+0.9

大村

池田　茉生  (3) 29.6/+1.8

郡

堀内　　藍  (3) 29.8/+1.8

桜が原

南　空怜愛  (2) 30.0/+1.8

郡

溝田　瑠菜  (3) 30.4/+1.4

郡

女子中
学共通
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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 5/3 郡･A 54.3

池田　茉生  (3)

岡本　怜佳  (3)

溝田　瑠菜  (3)

西尾　美咲  (3)

桜が原･B 57.4

福田　寧々  (2)

市瀨　結理  (2)

森田　芽生  (2)

前川　菜月  (3)

桜が原･A 57.6

小川　　華  (2)

堀内　菜々  (3)

堀内　　藍  (3)

浦川　結衣  (3)

西大村･A 57.8

三浦　沙希  (2)

田中みちる  (3)

野田結衣香  (2)

前田　茉凜  (2)

郡･B 58.0

山﨑　玲美  (2)

久田日菜海  (3)

諸正　莉寧  (3)

南　空怜愛  (2)

真城 58.5

峯脇　　歩  (2)

岸本　姫苗  (3)

深川　葵子  (2)

宮﨑なつみ  (2)

８００ｍ 5/3 蔦野奈々紗  (3)  2:25.0

桜が原

白下　佳奈  (3)  2:34.6

桜が原

井上　愛梨  (2)  2:38.1

波佐見

船越　理央  (2)  2:42.3

郡

中橋　真優  (3)  2:43.5

桜が原

深浦　ゆら  (3)  2:46.4

桜が原

鈴木　美貴  (2)  2:46.7

郡

才藤　陽和  (2)  2:47.5

郡

走幅跳 5/3 山田みさと  (3)   4m23/+1.5

真城

森田　芽生  (2)   4m20/+1.6

桜が原

宮﨑　梨愛  (1)   3m89/+1.5

大村

岸本　姫苗  (3)   3m84/+2.0

真城

三浦　沙希  (2)   3m70/+0.4

西大村

上戸　紗菜  (2)   3m25/+1.2

真城

砲丸投

(2.721kg)

5/3 小川　　華  (2)   7m60

桜が原

本村扶実子  (2)   7m22

玖島

峯脇　　歩  (2)   7m05

真城

女子中
学共通

１００ｍ 5/3 名取　愛音  (1) 14.9/+0.4

玖島

宮﨑　梨愛  (1) 15.4/+0.4

大村

田島　怜菜  (1) 15.8/+0.4

玖島

上杉　結徠  (1) 16.4/+0.4

大村

女子中
学１年

１００ｍ 5/3 宮﨑　　凛  (2) 13.6/+1.5

大村

宮﨑なつみ  (2) 14.0/+1.5

真城

小川　　華  (2) 14.1/+1.5

桜が原

市瀨　結理  (2) 14.3/+1.5

桜が原

森田　芽生  (2) 14.5/+1.5

桜が原

前田　茉凜  (2) 14.5/+1.5

西大村

本村扶実子  (2) 14.9/+0.1

玖島

野田結衣香  (2) 15.1/+0.1

西大村

女子中
学２年

１００ｍ 5/3 岡本　怜佳  (3) 12.9/+0.7

郡

田中みちる  (3) 13.5/+0.7

西大村

浦川　結衣  (3) 13.9/+0.7

桜が原

前川　菜月  (3) 14.7/+1.8

桜が原

宮田さくら  (3) 14.8/+1.8

波佐見

髙原　優希  (3) 14.8/+1.8

大村

岸本　姫苗  (3) 15.2/+0.7

真城

松尾　千鶴  (3) 15.8/+1.8

郡

女子中
学３年

８０ｍＨ

(0.762m)

5/3 深川　葵子  (2) 14.6/+0.4

真城

宮﨑なつみ  (2) 14.7/+0.4

真城

女子中
学低学
年

１１０ｍＨ

(1.067m)

5/3 坂田　幸亮  (3) 18.9/+0.8

西大村

中尾　桂大  (3) 19.3/+0.8

玖島

１５００ｍ 5/3 藤﨑　潤慈  (3)  4:24.2

玖島

森　　慶斗  (3)  4:33.5

大村

髙田　優剛  (2)  4:35.2

波佐見

山下　拓海  (2)  4:38.5

波佐見

森山　仁斗  (2)  4:43.0

大村

川島　大和  (3)  4:43.6

波佐見

木原　　惺  (3)  4:45.0

真城

山口　陽太  (3)  4:46.0

大村

３０００ｍ 5/3 山下　拓海  (2)  9:56.9

波佐見

髙田　優剛  (2)  9:59.0

波佐見

相川　大和  (3) 10:16.8

郡

森山　仁斗  (2) 10:22.5

大村

川島　大和  (3) 10:26.0

波佐見

地福　日向  (3) 10:32.9

西大村

川本　悠太  (2) 10:44.7

大村

宮田　拓真  (2) 10:53.8

波佐見

４×１００ｍ 5/3 郡･A 46.1

NGR田口　真惺  (3)

佐藤　　翔  (3)

安藤　直哉  (3)

中島　旭陽  (3)

玖島 48.4

一瀬　由登  (3)

髙橋　知暉  (2)

中尾　桂大  (3)

荒木　蒼生  (3)

桜が原･A 48.9

吉永　恭涼  (3)

一ノ瀬柊路  (3)

白岩　幸輝  (3)

井石　隼人  (3)

桜が原･B 50.5

大塚　　翔  (2)

寺田　　秋  (2)

江頭　佑貴  (2)

松山　遥真  (2)

真城 50.9

西村　謙介  (2)

福井　吏人  (2)

鳥? 瑛太    (2)

山口　睦翔  (2)

西大村･A 51.1

奥野　龍心  (2)

松岡　　優  (3)

坂田　幸亮  (3)

廣田　友弥  (2)

大村･A 51.4

溝江　一真  (3)

辻　　龍斗  (3)

山口　陽太  (3)

松本　郁哉  (3)

大村･B 54.6

荒木　晴大  (2)

若元　佳太  (2)

北嶋福太郎  (2)

渡海　颯太  (2)

８００ｍ 5/3 荒木　蒼生  (3)  2:19.7

玖島

中尾　朗久  (3)  2:20.4

大村

松本　郁哉  (3)  2:21.3

大村

田中　惺也  (2)  2:22.1

玖島

辻　　大晴  (2)  2:27.6

東彼杵

白濱　凛空  (2)  2:30.2

波佐見

永野　蒼真  (2)  2:33.4

大村

三浦　　怜  (2)  2:33.5

郡

走幅跳 5/3 佐藤　　翔  (3)   5m56/+1.6

郡

髙橋　知暉  (2)   5m55/+0.7

玖島

渡海　颯太  (2)   5m16/+2.0

大村

白岩　幸輝  (3)   4m63/+1.2

桜が原

吉永　恭涼  (3)   4m58/+1.0

桜が原

北嶋福太郎  (2)   4m39/+0.8

大村

荒木　晴大  (2)   3m28/+1.1

大村

砲丸投

(5.000kg)

5/3 川添　泉輝  (2)   7m80

大村

男子中
学共通

１００ｍ 5/3 前田　浩貴  (1) 14.6/+1.2

玖島

男子中
学１年

１００ｍ 5/3 福井　吏人  (2) 12.3/+0.6

真城

西村　謙介  (2) 12.5/+0.6

真城

松山　遥真  (2) 12.7/+0.6

桜が原

奥野　龍心  (2) 12.8/+0.9

西大村

寺田　　秋  (2) 13.0/+0.6

桜が原

大塚　　翔  (2) 13.3/+0.9

桜が原

江頭　佑貴  (2) 13.5/+0.6

桜が原

藤　太一  (2) 桜が原 13.6/+1.2

久岡　民生  (2) 桜が原 13.6/+0.9

男子中
学２年

１００ｍ 5/3 田口　真惺  (3) 11.9/+0.6

郡

松岡　　優  (3) 12.0/+0.6

西大村

一ノ瀬柊路  (3) 12.1/+0.6

桜が原

溝江　一真  (3) 12.4/+0.6

大村

白岩　幸輝  (3) 12.8/+0.6

桜が原

吉永　恭涼  (3) 12.8/+0.6

桜が原

辻　　龍斗  (3) 12.9/+0.6

大村

知名　恵斗  (3) 13.0/+0.8

桜が原

男子中
学３年

１００ｍＨ

(0.762m)

5/3 渡海　颯太  (2) 18.9/+0.9

大村

男子中
学低学
年

２００ｍ 5/3 安藤　直哉  (3) 23.9/+0.5

郡

中島　旭陽  (3) 24.5/+0.5

郡

松岡　　優  (3) 24.9/+0.5

西大村

一ノ瀬柊路  (3) 24.9/+0.5

桜が原

中尾　桂大  (3) 25.3/+0.5

玖島

髙橋　知暉  (2) 25.3/+0.5

玖島

溝江　一真  (3) 26.0/+1.1

大村

前田　憲旺  (3) 26.2/+0.5

郡

男子中
学共通

１００ｍ 5/3 田渕　大生  (3) ISAHAYAJr 17.1/+0.5

羽山　怜佑  (3) 高来クラブ 17.1/+1.2

森　廉之介  (3) 松村AC 17.3/+0.5

佐々木誠太朗(3) ISAHAYAJr 17.3/+0.2

西川　充洋  (3) ISAHAYAJr 17.3/+1.2

三浦　晟心  (3) 17.4/+0.2

明峰J

金原　悠真  (3) 長田JC 17.7/+0.5

真壁朝三郎  (3) SC東彼杵 17.7/+0.2

男子小
学３年

１００ｍ 5/3 奥村　結衣  (3) 17.5/+0.8

ISAHAYAJr

平野　叶采  (3) 18.0/+1.0

松村AC

平尾　汐帆  (3) 18.0/+1.0

松村AC

濵﨑　夢明  (3) 波佐見Jr 18.1/+0.8

木下　陽莉  (3) MJC 18.1/+1.0

陣野　仁瑚  (3) 明峰J 18.2/+1.4

佐仲　志織  (3) MJC 18.2/+1.0

山﨑　珠理  (3) 18.4/+1.4

ISAHAYAJr

女子小
学３年

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 5/3 濱口　珂偉  (6)  36m23

明峰J

音西　心結  (5)  16m83

波佐見Jr

篠﨑　都花  (5)  16m29

明峰J

高﨑　愛唯  (6)  12m44

明峰J

木村　百希  (5)  11m13

明峰J

女子小
学共通

凡例（NGR:大会新記録）


