
令和4年度 ＫＴＮ杯長崎地区中学校陸上競技新人大会 男子

令和5年3月4日（土） 主催：長崎市陸上競技協会・(公財)ＫＴＮスポーツ・文化振興財団 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

順位

種目 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録

川内　徹平 56.36 白石　侑聖 56.55 西嶌　圭人 57.20 田坂　斗吾 58.40 阿部　晄大 58.53 畑　　結智 58.97 岩永　直樹 59.18 葉山　陽春 59.48

福田(2)   青雲(2)   鳴北(2)   小江原(2)   青雲(2)   土井首(2)   橘(2)   長与第二(2)   

濵口　　楽 2:15.08 野母　拓海 2:20.47 中田　未來 2:23.39 芦塚　優斗 2:23.81 山下　征大 2:24.66 新井　亮太 2:25.29 小玉　琉翔 2:26.48 山口　黎仁 2:28.62

時津(2)   土井首(2)   小ヶ倉(1)   小江原(2)   滑石(1)   大瀬戸(1)   三重(2)   福田(2)   

尾﨑　和志 9:28.38 山下　柊哉 9:32.67 濵　　隼翔 9:56.46 木谷　海仁 10:02.36 山本虎太郎 10:07.74 平本　龍雅 10:12.11 濱田　悠希 10:18.93 鴨川　和生 10:29.52

西泊(2)   時津(2)   時津(2)   長崎大附属(2)   時津(1)   福田(2)   鳴北(2)   長崎大附属(2)   

福田　　渡 15.72 高橋　彪牙 17.31 吉田　温生 17.50 太田　行翔 18.39 作元凜太朗 18.60 柴田　英虎 19.49 田端　恵梧 20.57 久原　世寛 21.16

長崎大附属(2) NGR  時津(2)   東長崎(2)   琴海(2)   長崎大附属(2)   青雲(2)   時津(2)   琴海(2)   

東長崎 45.90 時津 47.16 青雲 47.36 小江原 49.61 長崎琴海 49.71 西浦上 49.81 長崎東 49.88 山里 50.26

吉田　温生  (2) 高橋　彪牙  (2) 阿部　晄大  (2) 野濱　凛久  (2) 神田龍之介  (2) 宮本　瑛斗  (2) 下川　知成  (1) 伊德　航汰  (2)

古川　　遼  (2) 田端　恵梧  (2) 白石　侑聖  (2) 芳野　佑生  (1) 藤井　遥斗  (2) 山口　倫央  (2) 川村　恵大  (2) 中村征士郎  (2)

若杉　遼雅  (2) 山口　弦志  (2) 平川　蒼恭  (2) 財間　蓮斗  (2) 相川　拓心  (2) 井上　晃希  (2) 安西　音人  (2) 田地　和志  (2)

松尾　穂澄  (2) 濵本　　陸  (2) 福田馨一朗  (2) 田坂　斗吾  (2) 深松　一颯  (1) 野田　知裕  (1) 井手　清馬  (2) 松﨑　俊介  (2)

宇都宮巧真 1m50 谷口　巧磨 1m35 出口　　丈 1m35 松下　典学 1m35 堀江紳一朗 1m30 寺岡　流生 1m30

東長崎(2)   長崎東(2)   長崎大附属(1)   長崎大附属(1)   青雲(1)   滑石(1)       

町田　拓海 5m38 山口　弦志 5m34 松野　優人 5m27 川口　蒼士 5m20 平石　海翔 5m04 森　　優和 5m03 伊德　航汰 5m03 野濱　凛久 4m99

桜馬場(2)   時津(2)   小ヶ倉(2)   時津(1)   滑石(2)   長崎大附属(1)   山里(2)   小江原(2)   

後田　蒼生 10m50 林田　　怜 9m45 甲斐　成耶 9m18 戸田　誠悟 9m12 村野　大夢 8m65 福江　豪輝 8m16 赤尾　洸英 6m88 清水　龍輝 6m45

時津(2)   時津(2)   滑石(1)   長与第二(1)   桜馬場(2)   琴海(2)   大瀬戸(2)   東長崎(1)   

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 後田　蒼生 46m46 福江　豪輝 34m23 甲斐　成耶 33m89 林田　　怜 27m55 竹下　陽翔 27m37

ｽﾛｰ 時津(2)   琴海(2)   滑石(1)   時津(2)   時津(2)         

100m 古川　　遼 11.50 福田　　渡 11.84 福田馨一朗 11.92 若杉　遼雅 11.96 濵本　　陸 11.97 神田龍之介 12.27 山口　快将 12.28 高橋　彪牙 12.29

(+1.0m) 東長崎(2)   長崎大附属(2)   青雲(2)   東長崎(2)   時津(2)   琴海(2)   長与(2)   時津(2)   

古川　　遼 23.46(-0.9) 松尾　穂澄 24.31(-0.9) 濵本　　陸 25.06(-0.9) 川内　徹平 25.48(-0.9) 中村征士郎 25.62(-0.0) 白石　侑聖 25.89(-0.9) 村野　大夢 26.03(-0.4) 関　　悠恭 26.24(-0.0)

東長崎(2) NGR  東長崎(2)   時津(2)   福田(2)   山里(2)   青雲(2)   桜馬場(2)   青雲(2)   

木戸　海秀 4:17.29 森田　　海 4:24.07 山下　柊哉 4:29.31 濵口　　楽 4:37.54 濵　　隼翔 4:41.66 木谷　海仁 4:42.08 濱田　悠希 4:43.94 芦塚　優斗 4:48.18

長与第二(2) NGR  福田(2)   時津(2)   時津(2)   時津(2)   長崎大附属(2)   鳴北(2)   小江原(2)   

100m 野口　冴斗 12.26 川口　蒼士 12.43 大久保慶志朗 12.59 倉田　　圭 12.71 宮崎　良太 12.72 島田　翔空 12.74 深松　一颯 12.75 森　　優和 12.82

(-0.0m) 梅香崎(1)   時津(1)   長与第二(1)   長崎大附属(1)   山里(1)   時津(1)   琴海(1)   長崎大附属(1)   

野口　冴斗 24.78(+1.4) 大久保慶志朗 25.51(+1.4) 久保田愛太郎 25.53(+1.4) 芳野　佑生 25.55(+1.4) 川口　尚煌 26.75(+1.1) 竹本　康祐 26.96(+1.4) 深松　一颯 27.03(+1.4) 尾崎　　薫 27.20(+1.1)

梅香崎(1)   長与第二(1)   東長崎(1)   小江原(1)   琴海(1)   滑石(1)   琴海(1)   土井首(1)   

長尾　羚煌 4:42.02 鳴瀬　夏輝 4:47.61 山本虎太郎 4:47.90 石川　比呂 4:57.06 下川　知成 4:58.43 大坪　奏仁 4:59.89 松本　弦人 5:01.04 谷口　椋亮 5:02.81

琴海(1)   青雲(1)   時津(1)   琴海(1)   長崎東(1)   時津(1)   時津(1)   緑が丘(1)   

島田　翔空 14.80 倉田　　圭 15.23 今村　蒼士 15.52 濱田　直央 16.86 中尾　　天 16.97 渡邉　壮太 17.26 田中　陽向 18.43 町田　優大 18.46

時津(1) NGR  長崎大附属(1) NGR  時津(1) NGR  青雲(1)   滑石(1)   岩屋(1)   戸町(1)   東長崎(1)   

時津 48.65 東長崎 50.57 三重 51.22 青雲 51.28 山里 52.67 長崎琴海 52.91 桜馬場 52.97 戸町 53.04

川口　蒼士  (1) 前田　理牡  (1) 松下　佑哉  (1) 朝倉　悠翔  (1) 數　　大河  (1) 石川　比呂  (1) 山﨑　蒼飛  (1) 永野　愛士  (1)

今村　蒼士  (1) 原口　一翔  (1) 濱　幸志郎  (1) 濱田　直央  (1) 德久　優真  (1) 川口　煌龍  (1) 松下　永和  (1) 吉原　歩夢  (1)

今村　桜士  (1) 永山　真大  (1) 中冨　佑真  (1) 松尾瑛太朗  (1) 東野　俊太  (1) 長尾　羚煌  (1) 飯田　瑛士  (1) 田中　陽向  (1)

島田　翔空  (1) 久保田愛太郎(1) 岩本　朔功  (1) 仲島　弘翔  (1) 宮崎　良太  (1) 桂木　皇惺  (1) 德永　優輝  (1) 山下　琉聖  (1)

備考　NGR:大会新

最優秀賞 古川　　遼（東長崎） 優秀賞 島田　翔空（時津） 田　夏子（時津）
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令和4年度 ＫＴＮ杯長崎地区中学校陸上競技新人大会 女子

令和5年3月4日（土） 主催：長崎市陸上競技協会・(公財)ＫＴＮスポーツ・文化振興財団 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

順位

種目 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録 氏名／所属 記録

安永　佳世 4:59.01 角町明世梨 4:59.86 川口　美緒 5:15.08 洲崎　愛奈 5:15.79 横堀　希星 5:23.64 水谷　心海 5:24.97 松尾さくら 5:28.78 長岡　葉月 5:29.62

鳴北(1)   長崎大附属(2)   時津(1)   時津(1)   鳴北(1)   琴海(1)   長与(1)   琴海(2)   

100mH 阿部万智子 16.33(-0.2) 達木　千明 17.04(+0.0) 東尾　颯月 17.42(-0.2) 渡　姫奈 17.46(+0.0) 片山　花子 18.17(+0.0) 内海　　薫 18.31(+0.0) 平間　ひな 18.75(+0.0) 松尾　蒼唯 18.98(-0.2)

長崎大附属(2)   桜馬場(2)   梅香崎(1)   小島(2)   岩屋(2)   高田(2)   三重(2)   東長崎(2)   

永峯　沙菜 1m40 小畑　吏玖 1m25 中井　結菜 1m15 小峰　　海 1m15

山里(2)   東長崎(2)   東長崎(2)   桜馬場(2)         

田口　優羽 4m74 松尾　皆実 4m64 三浦　萌結 4m56 諸石　叶和 4m51 山崎　美心 4m32 上野百合衣 4m23 岩永　詩花 4m10 黒岩　ね音 3m90

時津(2)   長崎東(1)   山里(2)   長崎大附属(2)   琴海(2)   橘(1)   橘(1)   時津(2)   

阿部万智子 9m20 福島　陽菜 8m27 栁　　仁美 8m15 金田帆乃華 8m05 森　真愛美 7m84 中島　結菜 7m77 若松　澄怜 7m18 本多　柚葉 6m76

長崎大附属(2)   橘(2)   丸尾(2)   橘(1)   長与第二(1)   緑が丘(1)   桜馬場(2)   東長崎(1)   

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ 山﨑　渉夢 14m74 森山　詩音 10m40

ｽﾛｰ 土井首(2)   淵(1)               

時津 53.19 山里 53.57 長与第二 54.41 東長崎 55.19 桜馬場 55.47 橘 56.63 青雲 57.24 小江原 57.25

田口　優羽  (2) 櫻井ひなこ  (2) 江原　風花  (2) 梅北　捺希  (2) 若松　澄怜  (2) 豊田ひまり  (2) 浦川　花凛  (2) 伊藤　柚香  (2)

宮崎　新菜  (2) 三浦　萌結  (2) 山口　未来  (2) 峯　　碧依  (2) 達木　千明  (2) 福島　陽菜  (2) 天本　陽菜  (2) 柴原　聖奈  (2)

丸尾　彩寧  (1) 永峯　沙菜  (2) 森　真愛美  (1) 中井　結菜  (2) 金城　　舞  (1) 宮口　乃紅  (2) 高木　杏菜  (2) 柴原　　楓  (2)

田　夏子  (2) 船井　蒼蘭  (2) 鍬取　想奈  (1) 山﨑　愛華  (2) 小峰　　海  (2) 松尾　優亜  (2) 松本　碧生  (2) 橋　　桜花  (2)

100m 田　夏子 13.15 峯　　碧依 13.27 達木　千明 13.56 山口　未来 13.58 田口　優羽 13.75 船井　蒼蘭 13.81 中村　香葉 13.90

(+0.7m) 時津(2)   東長崎(2)   桜馬場(2)   長与第二(2)   時津(2)   山里(2)   長崎大附属(2)     

田　夏子 26.94(+0.7) 峯　　碧依 27.30(+0.7) 山口　未来 27.71(+0.7) 中村　香葉 29.51(+0.7) 船井　蒼蘭 29.57(+0.7) 高木　杏菜 29.82(+0.7) 山﨑　愛華 30.20(+0.4) 天本　陽菜 30.41(+0.7)

時津(2)   東長崎(2)   長与第二(2)   長崎大附属(2)   山里(2)   青雲(2)   東長崎(2)   青雲(2)   

角町明世梨 2:26.63 田中由梨奈 2:36.12 柏木　亜海 2:39.55 水谷　風香 2:41.37 五反田旭帆 2:43.07 岳本　結愛 2:51.27 岡野　芯妃 2:57.92 中村　彩結 3:03.83

長崎大附属(2)   東長崎(2)   大瀬戸(2)   三重(2)   小江原(2)   鳴北(2)   西彼(2)   山里(2)   

100m 河原　愛華 14.00 柏田　梨夏 14.09 川﨑　　凛 14.12 福田　祢音 14.14 丸尾　彩寧 14.17 松尾　皆実 14.28 東尾　颯月 14.29 佐藤　向愛 14.35

(-0.1m) 山里(1)   長崎大附属(1)   東長崎(1)   緑が丘(1)   時津(1)   長崎東(1)   梅香崎(1)   長崎大附属(1)   

佐藤　向愛 29.45(+0.2) 川﨑　　凛 29.61(-0.2) 森田想乃香 29.67(-0.2) 坂田　寧々 30.33(+0.2) 福田　祢音 30.42(+0.2) 上林　梨紗 30.63(+0.1) 福島　沙菜 30.64(-0.2) 熊本　莉茉 31.39(+0.2)

長崎大附属(1)   東長崎(1)   橘(1)   滑石(1)   緑が丘(1)   西浦上(1)   橘(1)   青雲(1)   

安永　佳世 2:26.19 横堀　希星 2:30.22 川口　美緒 2:30.83 上川　紗來 2:34.03 大久保美空 2:39.69 竹野　芹亜 2:48.67 中本　梨緒 2:48.72 畑口　衣織 2:50.28

鳴北(1)   鳴北(1)   時津(1)   長崎大附属(1)   長崎東(1)   滑石(1)   梅香崎(1)   長与(1)   

柏田　梨夏 13.71(+0.0) 松尾　瑳姫 14.51(+0.8) 近藤　和奏 15.27(+0.0) 井川　綾乃 15.39(+0.0) 金城　　舞 15.53(+0.8) 坂井　奈々 15.77(+0.8) 朝長　莉樹 15.91(+0.0) 梶村　　瑞 16.04(+0.0)

長崎大附属(1)   東長崎(1)   西浦上(1)   岩屋(1)   桜馬場(1)   東長崎(1)   三重(1)   長崎東(1)   

橘 55.61 長崎東 56.91 山里 57.22 西浦上 57.41 滑石 57.80 三重 59.24 長与 59.73 青雲 59.79

福島　沙菜  (1) 時津　凜花  (1) 深堀　愛彩  (1) 近藤　和奏  (1) 喜多　綾香  (1) 朝長　莉樹  (1) 山口　世羅  (1) 千治松璃子  (1)

古野　花梨  (1) 松尾　皆実  (1) 北原璃莉愛  (1) 芝田　琉歌  (1) 坂田　寧々  (1) 山口　桃花  (1) 田端　雪音  (1) 熊本　莉茉  (1)

岩永　詩花  (1) 大久保美空  (1) 上田菜々香  (1) 吉野　有希  (1) 竹野　芹亜  (1) 松林　阿子  (1) 畑口　衣織  (1) 田浦　優衣  (1)

森田想乃香  (1) 小林　実紅  (1) 河原　愛華  (1) 上林　梨紗  (1) 中村　汐里  (1) 大塚　茉歩  (1) 山口　真愛  (1) 柴田　美優  (1)
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