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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 10/8 吉木　涼真  (4) 15.66/-1.0

ﾖｼｷ ﾘｮｳﾏ

IRRC

相良　流我  (4) 15.70/-1.4

ｻｶﾞﾗ ﾘｭｳｶﾞ

牧島ジュニア

立川　　稔  (4) 15.92/-1.4

ﾀﾁｶﾜ ｼﾞﾝ

IRRC

石橋　昊明  (4) 16.18/-1.4

ｲｼﾊﾞｼ ｺｳﾒｲ

西有田陸

熊川　晴彦  (4) 16.57/-1.2

ｸﾏｶﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ

IRRC

松髙　勇真  (4) 16.60/-1.0

ﾏﾂﾀｶ ﾕｳﾏ

伊万里三香クラブ

相良　斗真  (2) 16.60/-1.0

ｻｶﾞﾗ ﾄｳﾏ

牧島ジュニア

林　　啓太  (4) 16.63/-1.4

ﾊﾔｼ ｹｲﾀ

伊万里三香クラブ

男子小学4年

１００ｍ 10/8 大宅　峻介  (5) 14.31/-0.4

ｵｵﾔ ｼｭﾝｽｹ

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ

鬼塚　陽斗  (5) 15.31/+0.1

ｵﾆﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ

国広　翔太  (5) 15.36/+0.6

ｸﾆﾋﾛ ｼｮｳﾀ

川副陸上

谷口　　鉱  (5) 15.61/+0.1

ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳ

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ

緒方　拓馬  (5) 15.68/+0.6

ｵｶﾞﾀ ﾀｸﾏ

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ

前濱　守佑  (5) 15.71/-0.4

ﾏｴﾊﾏ ｼｭｳ

東山代Jr

廣瀬　正昊  (5) 15.76/+0.6

ﾋﾛｾ ｾｲｺﾞｳ

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ

松尾　征弥  (5) 15.96/-0.4

ﾏﾂｵ ｾｲﾔ

東山代Jr

男子小学5年

１００ｍ 10/8 福田　昂汰  (6) 13.98/+0.3

ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀ

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ

奥田　一真  (6) 14.18/+0.4

ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

東山代Jr

須賀　煌希  (6) 14.63/+0.3

ｽｶﾞ ｺｳｷ

東山代Jr

高森　春道  (6) 14.94/+0.4

ﾀｶﾓﾘ ﾊﾙﾐﾁ

ＩＪＡＣ

吉田　爽人  (6) 14.99/+0.3

ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾄ

東山代Jr

前田　幾斗  (6) 15.03/+0.4

ﾏｴﾀﾞ ｲｸﾄ

IRRC

庄司　優真  (6) 15.31/+0.4

ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾏ

川副陸上

木寺　優斗  (6) 15.47/+0.4

ｷﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ

東山代Jr

男子小学6年

１０００ｍ 10/8 北島　大翔  (5)  3:30.61

ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ

IRRC

吉村　鴻志  (5)  3:31.14

ﾖｼﾑﾗ ｺｳｼ

伊万里三香クラブ

相良　流我  (4)  3:38.41

ｻｶﾞﾗ ﾘｭｳｶﾞ

牧島ジュニア

福川　雅也  (4)  3:39.04

ﾌｸｶﾞﾜ ﾏｻﾔ

青嶺陸上

田中　雄登  (5)  3:49.93

ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ

伊万里三香クラブ

原　直太郎  (5)  3:51.09

ﾊﾗ ﾅｵﾀﾛｳ

東山代Jr

松尾秀太朗  (3) ﾏﾂｵ ｼｭｳﾀﾛｳ 牧島ジュニア  3:53.29

黒川　裕斗  (3) ｸﾛｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 牧島ジュニア

男子小学5年

１０００ｍ 10/8 大川内健太  (6)  3:09.61

ｵｵｶﾜﾁ ｹﾝﾀ

IRRC

野口　周大  (6)  3:21.87

ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾀ

伊万里三香クラブ

平野　公誠  (6)  3:24.98

ﾋﾗﾉ ｺｳｾｲ

伊万里三香クラブ

津山真大朗  (6)  3:25.25

ﾂﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ

伊万里三香クラブ

杉本翔二朗  (6)  3:27.61

ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｼﾞﾛｳ

ＩＪＡＣ

樋口　空汰  (6)  3:35.09

ﾋｸﾞﾁ ｿﾗﾀ

IRRC

青木　拓翔  (6)  3:35.35

ｱｵｷ ﾀｸﾄ

伊万里三香クラブ

吉田　爽人  (6)  3:36.52

ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾄ

東山代Jr

男子小学6年

１００ｍ 10/8 松本　汰壱  (3) 11.62/-1.2

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ

郷ノ浦中

竹邊　恒希  (3) 11.81/-1.2

ﾀｹﾍﾞ ｺｳｷ

伊万里中

岩本　　源  (3) 11.86/-1.2

ｲﾜﾓﾄ ｹﾞﾝ

伊万里中

川端　夏輝  (3) 12.00/-1.2

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ

青嶺

前　　直希  (2) ﾏｴ ﾅｵｷ 長与中 12.39/-1.2

駒木　雅峻  (2) ｺﾏｷ ﾏｻﾀｶ 長与中

川口　丈瑠  (3) 12.48/-1.2

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｹﾙ

伊万里中

幸松　侑亜  (2) 12.61/-1.2

ｺｳﾏﾂ ﾕｳｱ

国見中

３０００ｍ 10/8 中里　琉斐  (2)  9:37.63

ﾅｶｻﾞﾄ ﾙｲ

玄海中

辻　　昌秀  (3)  9:39.20

ﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ

田平中

宮副　雅生  (3)  9:52.94

ﾐﾔｿﾞｴ ﾏｻｷ

東陵中

坂本　　翔  (3) 10:05.58

ｻｶﾓﾄ ｶｹﾙ

玄海中

執行隆之介  (1) 10:31.39

ｼｷﾞｮｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

国見中

前田　隼都  (2) 10:45.29

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ

田平中

光岡　和哉  (1) 10:46.27

ﾐﾂｵｶ ｶｽﾞﾔ

玄海中

宮崎　諒太  (1) 10:48.38

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

長与中

走幅跳 10/8 松本　汰壱  (3)   6m57/ 1.5

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲﾁ NGR

郷ノ浦中

畑口　嵩真  (1)   5m30/ 0.2

ﾊﾀｸﾞﾁ ｼｭｳﾏ

長与中

幸松　侑亜  (2)   5m15/ 0.3

ｺｳﾏﾂ ﾕｳｱ

国見中

山口　　響  (1)   4m75/ 0.5

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ

国見中

石橋　柊守  (2)   4m69/ 0.4

ｲｼﾊﾞｼ ｼｭｳﾏ

長与中

男子中学

１００ｍ 10/8 永倉　　成  (3) 11.29/-1.1

ﾅｶﾞｸﾗ ﾅﾙﾐ

多久高

佐伯　裕也  (2) 11.49/-1.1

ｻｲｷ ﾕｳﾔ

多久高

満岡　翔太  (3) 11.51/-1.1

ﾐﾂｵｶ ｼｮｳﾀ

多久高

山口　竜矢  (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 伊万里高 11.54/-1.1

吉田　天馬  (1) ﾖｼﾀﾞ ﾃﾝﾏ 伊商

杉野　　嶺 11.79/-1.1

ｽｷﾞﾉ ﾚｲ

熊本陸協

野田　侑司  (3) 11.90/-1.1

ﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

中村学園大学

５０００ｍ 10/8 宮﨑　　丈  (2) 16:31.65

ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｮｳ

敬徳

古賀　慶彦 16:45.47

ｺｶﾞ ﾖｼﾋｺ

SUMCO伊万里

坂取　健斗 16:48.88

ｻｶﾄﾘ ｹﾝﾄ

SUMCO伊万里

上田　翔斗  (1) 16:54.66

ｳｴﾀﾞ ｶｲﾄ

敬徳

橋口　憲伸  (2) 17:18.72

ﾊｼｸﾞﾁ ｹﾝｼﾝ

敬徳

南　　柊    (2) 17:28.34

ﾐﾅﾐ ｼｭｳ

伊商

井手　晃大  (2) 17:32.10

ｲﾃﾞ ｺｳﾀﾞｲ

敬徳

中里　太紀  (3) 17:51.38

ﾅｶｻﾞﾄ ﾀﾞｲｷ

有工

走幅跳 10/8 福富　晃希   6m49/ 1.3

ﾌｸﾄﾞﾐ ｺｳｷ

コイケスポーツ

奥村　健司   6m25/ 0.7

ｵｸﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

江口ＡＣ

野田　侑司  (3)   5m75/ 0.5

ﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

中村学園大学

立石　蒼偉  (2)   5m29/ 0.6

ﾀﾃｲｼ ｱｵｲ

伊商

北島　新大  (1)   5m17/ 1.3

ｷﾀｼﾞﾏ ｱﾗﾀ

多久高

小嶋　雅人  (2)   4m76/ 0.6

ｺｼﾞﾏ ﾐﾔﾄ

伊商

やり投

(0.800kg)

10/8 大瀬良　力  (2)  52m09

ｵｵｾﾞﾗ ﾘｷ

敬徳

鶴田　勇介  (1)  38m54

ﾂﾙﾀﾞ ﾕｳｽｹ

伊農林

横田　　綱  (1)  37m42

ﾖｺﾀ ｺﾞｳ

伊農林

水田　仁志  35m32

ﾐｽﾞﾀ ﾋﾄｼ

伊商ＯＢ

松永　　響  (2)  34m43

ﾏﾂﾅｶﾞ ｷｮｳ

有工

男子一高

４００ｍ 10/8 山口　竜矢  (2) 52.27

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ

伊万里高

山崎　耕平  (2) 52.39

ﾔﾏｻｷ ｺｳﾍｲ

伊万里高

永田　崇馬  (1) 53.64

ﾅｶﾞﾀ ｿｳﾏ

敬徳

小柳　健吾  (2) 53.68

ｺﾔﾅｷﾞ ｹﾝｺﾞ

有工

大久保匡馬  (2) 54.32

ｵｵｸﾎﾞ ｷｮｳﾏ

敬徳

福川　　仁  (1) 54.37

ﾌｸｶﾞﾜ ｼﾞﾝ

敬徳

大串　明輝  (1) 55.40

ｵｵｸﾞｼ ｱｷﾗ

敬徳

豊本　昂甫  (2) 55.66

ﾄﾖﾓﾄ ｺｳｽｹ

郷ノ浦中

１５００ｍ 10/8 久保　亮太  (2)  4:15.72

ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ

武雄ＭＣ

手島　蓮太  (1)  4:19.95

ﾃｼﾏ ﾚﾝﾀ

武雄ＭＣ

古賀　慶彦  4:20.36

ｺｶﾞ ﾖｼﾋｺ

SUMCO伊万里

竹口　　然  (2)  4:26.02

ﾀｹｸﾞﾁ ｾﾞﾝ

郷ノ浦中

沖田　圭祐  (2)  4:26.94

ｵｷﾀ ｹｲｽｹ

伊万里高

杉原　悠太  (3)  4:31.14

ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ

東陵中

多久島彰太  (1)  4:31.63

ﾀｸｼﾏ ｼｮｳﾀ

伊商

筒井　　奏  (1)  4:36.65

ﾂﾂｲ ｿｳ

佐賀大学

男子共通

１００ｍ 10/8 差形　心悠  (4) 15.01/+0.2

ｻｼｶﾀ ｺﾊﾙ

ＩＪＡＣ

石竹　　唯  (4) 15.02/+0.2

ｲｼﾀｹ ﾕｲ

IRRC

望月　結衣  (4) 15.80/-0.2

ﾓﾁｽﾞｷ ﾕｲ

西有田陸

重富　麗良  (4) 16.24/+0.2

ｼｹﾞﾄﾐ ｳﾗﾗ

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ

中村　優亜  (4) 16.26/-0.3

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｱ

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ

松尾　　心  (4) 16.35/+0.2

ﾏﾂｵ ｺｺﾛ

伊万里三香クラブ

山本　羽凰  (4) 16.42/+0.2

ﾔﾏﾓﾄ ﾊｵ

川副陸上

山口　真央  (4) 16.43/-1.1

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ

女子小学4年

１００ｍ 10/8 川尻　らん  (5) 14.66/-1.1

ｶﾜｼﾞﾘ ﾗﾝ

西有田陸

澁田乃ノ佳  (5) 14.72/-1.1

ｼﾌﾞﾀ ﾉﾉｶ

ＩＪＡＣ

岩政　佑佳  (5) 15.33/-0.7

ｲﾜﾏｻ ﾕｳｶ

牧島ジュニア

川久保愛莉  (5) 15.85/+0.4

ｶﾜｸﾎﾞ ｱｲﾘ

西有田陸

久保田陽菜  (5) 16.09/+0.4

ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅ

西有田陸

二宮　杏莉  (5) 16.16/-0.7

ﾆﾉﾐﾔ ｱﾝﾘ

ＩＪＡＣ

百田　友菜  (5) 16.43/+0.4

ﾓﾓﾀ ﾕﾅ

西有田陸

梅崎　衣愛  (5) 16.47/-0.7

ｳﾒｻﾞｷ ｲﾁｶ

西有田陸

女子小学5年

１００ｍ 10/8 吉原　穂香  (6) ﾖｼﾊﾗ ﾎﾉｶ IRRC 14.53/-0.5

山本　小羽  (6) ﾔﾏﾓﾄ ｺﾊﾈ 川副陸上

黒木　　柚衣  (6) 14.97/-0.5

ｸﾛｷ ﾕｲ

IRRC

小田のぞ美  (6) 15.06/+0.5

ｵﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ

差形　華乃  (6) 15.06/+0.5

ｻｼｶﾀ ｶﾉ

ＩＪＡＣ

池末　莉緒  (6) 15.17/-0.5

ｲｹﾏﾂ ﾘｵ

川副陸上

重松　一花  (6) 15.28/-0.2

ｼｹﾞﾏﾂ ｲﾁｶ

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ

仁戸田　咲  (6) 15.38/-0.5

ﾆﾄﾀﾞ ｻｸ

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ

女子小学6年

８００ｍ 10/8 前田　華歩  (5)  2:45.57

ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ

IRRC

津山　結衣  (5)  2:54.58

ﾂﾔﾏ ﾕｲ

伊万里三香クラブ

岩政　佑佳  (5)  3:03.47

ｲﾜﾏｻ ﾕｳｶ

牧島ジュニア

三井　理生  (5)  3:09.14

ﾐﾂｲ ﾘｦ

東山代Jr

山本　妃菜  (5)  3:15.66

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅ

伊万里三香クラブ

前田　華那  (5)  3:19.67

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅﾅ

伊万里三香クラブ

増輪　　葵  (5)  3:20.86

ﾏｽﾜ ｱｵｲ

東山代Jr

本多　萌果  (4)  3:21.48

ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴｶ

山代西小

女子小学5年

８００ｍ 10/8 山口　　綾  (6)  2:51.27

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔ

牧島ジュニア

山口和香奈  (6)  2:52.24

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜｶﾅ

伊万里三香クラブ

山口　藍花  (6)  2:52.30

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲｶ

伊万里三香クラブ

坂本　和泉  (6)  2:52.40

ｻｶﾓﾄ ｲｽﾞﾐ

IRRC

藤川　結衣  (6)  2:55.97

ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｲ

伊万里三香クラブ

田中菜穂子  (6)  3:03.64

ﾀﾅｶ ﾅｵｺ

東山代Jr

岩﨑　百音  (6)  3:05.30

ｲﾜｻｷ ﾓﾈ

伊万里三香クラブ

弥永　実桜  (6)  3:09.09

ﾔﾅｶﾞ ﾐｵ

東山代Jr

女子小学6年

１００ｍ 10/8 長岡　幸奈 13.42/-0.6

ﾅｶﾞｵｶ　ﾕｷﾅ

郷ノ浦中

神尾　礼乃  (1) 13.69/-0.6

ｶﾐｵ ｱﾔﾉ

伊万里中

川原さくら  (3) 13.79/-0.6

ｶﾜﾊﾗ ｻｸﾗ

国見中

石竹　早希  (1) 14.21/-0.6

ｲｼﾀｹ ｻｷ

啓成中

久間亜弥乃  (1) 14.81/-0.6

ｸﾏ ｱﾔﾉ

伊万里中

深江　結女  (2) 15.03/-0.6

ﾌｶｴ ﾕﾒ

山内中

山田　理加  (2) 15.08/-0.6

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶ

伊万里中

久原ひなた  (2) 15.30/-0.6

ﾋｻﾊﾗ ﾋﾅﾀ

山内中

女子中学

凡例（NGR:大会新記録）



第３８回 国見台陸上競技カーニバル 17410707 2017年10月8日(日)      決勝一覧表
国見台陸上競技場 413010

  Page: 22017/10/08 15:39:32

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

２０００ｍ 10/8 谷口くるみ  (2)  7:34.02

ﾀﾆｸﾞﾁ ｸﾙﾐ

田平中

走幅跳 10/8 長岡　幸奈   4m64/ 0.1

ﾅｶﾞｵｶ　ﾕｷﾅ

郷ノ浦中

女子中学

１００ｍ 10/8 松本　華奈 13.24/-0.8

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ

国見台AC

貞方望紀慧  (2) 13.36/-0.8

ｻﾀﾞｶﾀ ﾐｷｴ

伊万里高

永石　千陽  (1) 15.47/-0.8

ﾅｶﾞｲｼ ﾁﾊﾙ

伊農林

岡本　悠南  (2) 16.42/-0.8

ｵｶﾓﾄ ﾕﾅ

有工

４００ｍ 10/8 中尾　真依  (2)  1:01.50

ﾅｶｵ ﾏｲ

伊商

走幅跳

やり投

(0.600kg)

10/8 鬼頭　実里  (2)  31m90

ｷﾄｳ ﾐｻﾄ

伊農林

福川　礼乃  (1)  25m69

ﾌｸｶﾞﾜ ﾚﾉ

敬徳

湯村　　凛  (1)  21m82

ﾕﾑﾗ ﾘﾝ

有工

女子一高

８００ｍ 10/8 中尾　真依  (2)  2:19.38

ﾅｶｵ ﾏｲ

伊商

山下　莉穂  (2)  2:22.23

ﾔﾏｼﾀ ﾘﾎ

伊万里高

塚部穂乃佳  (2)  2:26.62

ﾂｶﾍﾞ ﾎﾉｶ

伊万里高

堀田　佳奈  (1)  2:35.71

ﾎｯﾀ ｶﾅ

啓成中

谷口　莉蘭  (3)  2:39.37

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾗﾝ

伊万里中

馬場　優希  (2)  2:39.72

ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ

山内中

原賀　　舞  (2)  2:44.64

ﾊﾗｶﾞ ﾏｲ

啓成中

田中美彩紀  (1)  2:44.72

ﾀﾅｶ ﾐｻｷ

伊万里中

３０００ｍ 10/8 山口　　桜  (1) 11:58.36

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｸﾗ

伊万里高

吉田　裕悠  (2) 12:18.99

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾕ

伊商

山口　　舞  (1) 12:28.94

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ

伊万里高

女子共通

４×１００ｍ 10/8 東山代Jr小Ａ 57.33

吉田　爽人  (6)

須賀　煌希  (6)

木寺　優斗  (6)

奥田　一真  (6)

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ小Ａ 57.77

鬼塚　陽斗  (5)

大宅　峻介  (5)

廣瀬　正昊  (5)

福田　昂汰  (6)

IRRC小Ａ 58.27

前田　幾斗  (6)

吉木　涼真  (4)

樋口　空汰  (6)

大川内健太  (6)

IRRC小Ｂ  1:02.57

熊川　晴彦  (4)

北島　大翔  (5)

笠原　悠以  (6)

立川　　稔  (4)

ＩＪＡＣ小Ａ  1:03.09

竹崎　龍生  (4)

高森　春道  (6)

木寺　駿介  (5)

杉本翔二朗  (6)

東山代Jr小Ｂ  1:04.27

松尾　征弥  (5)

原　直太郎  (5)

田端　彪我  (5)

前濱　守佑  (5)

青嶺陸上小Ａ  1:05.06

植松　空蒼  (5)

福川　雅也  (4)

松尾　咲希  (5)

前田　空透  (5)

牧島ジュニア小Ａ  1:06.27

江頭　和輝  (4)

相良　斗真  (2)

松尾秀太朗  (3)

相良　流我  (4)

男子小学

４×１００ｍ 10/8 伊万里中中Ａ 46.34

池田　駿真  (3)

竹邊　恒希  (3)

川口　丈瑠  (3)

岩本　　源  (3)

長与中中Ａ 46.90

中嶋　佑慎  (2)

駒木　雅峻  (2)

前　　直希  (2)

畑口　嵩真  (1)

国見中中Ａ 49.15

西原　翔太  (2)

幸松　侑亜  (2)

山口　　響  (1)

川原　佑太  (1)

啓成中中Ａ 49.54

大川内朋哉  (2)

松尾　宥汰  (1)

本山　奨馬  (1)

犬塚　俊貴  (2)

青嶺中Ａ 50.18

楠田　聖晏  (1)

岩野　　凜  (2)

大西　優汰  (2)

川端　夏輝  (3)

伊万里中中Ｂ 56.11

中島　歩音  (1)

山口　蓮斗  (1)

徳永　樹一  (1)

水田　悠哉  (1)

男子中学

４×１００ｍ 10/8 多久高一Ａ 44.96

高木　　翔  (2)

佐伯　裕也  (2)

永倉　　成  (3)

中倉　良真  (3)

伊商一Ａ 45.05

大古場　廉  (1)

吉田　天馬  (1)

池田　裕次  (2)

立石　蒼偉  (2)

伊万里高一Ａ 45.42

山崎　耕平  (2)

多々良一真  (2)

水田　和馬  (1)

山口　竜矢  (2)

敬徳一Ａ 45.62

牧瀬　宏陽  (2)

大串　明輝  (1)

大久保匡馬  (2)

永田　崇馬  (1)

多久高一Ｂ 47.06

鶴　真輝人  (1)

山口　健人  (1)

峯　　希龍  (1)

北島　新大  (1)

男子一高

４×４００ｍ 10/8 敬徳一Ａ  3:30.53

牧瀬　宏陽  (2)

永田　崇馬  (1)

山口　優樹  (2)

大串　明輝  (1)

伊万里高一Ａ  3:34.46

山口　竜矢  (2)

山崎　耕平  (2)

沖田　圭祐  (2)

原賀　　慧  (2)

伊商一Ａ  3:42.28

立石　蒼偉  (2)

池田　裕次  (2)

辻　　雅稀  (2)

多久島彰太  (1)

有工一Ａ  3:43.65

草津　竜也  (2)

小柳　健吾  (2)

芝原　龍平  (2)

藤川　晴矢  (1)

伊農林一Ａ  3:53.34

金津　翔真  (2)

井手　翔太  (3)

大川内友規  (2)

川原　吉平  (2)

山内中一Ａ  4:07.82

八田　天聖  (3)

上田　大樹  (2)

坂口　海音  (2)

山北　竜大  (1)

男子共通

４×１００ｍ 10/8 IRRC小Ａ 57.71

黒木　　柚衣  (6)

石竹　　唯  (4)

前田　華歩  (5)

吉原　穂香  (6)

川副陸上小Ａ 58.50

池末　莉緒  (6)

山本　小羽  (6)

柏原　彩花  (6)

野田　詩織  (6)

ＩＪＡＣ小Ｂ 59.02

差形　心悠  (4)

差形　華乃  (6)

桑原　璃乃  (6)

澁田乃ノ佳  (5)

西有田陸小Ｂ  1:01.45

百田　友菜  (5)

川尻　らん  (5)

久保田陽菜  (5)

川久保愛莉  (5)

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ小Ａ  1:02.15

重松　一花  (6)

松尾　春佳  (6)

仁戸田　咲  (6)

小田のぞ美  (6)

西有田陸小Ａ  1:03.90

梅崎　衣愛  (5)

桒原　　椿  (6)

山口　桜羽  (6)

中島　瑠那  (6)

ﾀｹｵｸﾗﾌﾞ小Ｂ  1:04.39

重富　麗良  (4)

中村　優亜  (4)

竹下　琉加  (4)

山口　真央  (4)

ＩＪＡＣ小Ａ  1:05.23

相原　未空  (4)

二宮　杏莉  (5)

相原日菜乃  (6)

小林　美心  (6)

女子小学

４×１００ｍ 10/8 伊万里女子一Ａ 51.63

貞方望紀慧  (2)

中尾　真依  (2)

永益　未菜

松本　華奈

伊万里中中Ａ 56.51

山田　理加  (2)

神尾　礼乃  (1)

谷口真璃亜  (2)

久間亜弥乃  (1)

啓成中中Ａ 56.87

松永佳楠子  (3)

津上由希乃  (3)

前山　紋里  (3)

土田　萌衣  (3)

国見中中Ａ 59.58

大久保怜七  (3)

川原さくら  (3)

長谷部野乃香(1)

居石　彩花  (3)

田平中中Ａ  1:00.77

松永志恵良  (3)

谷口くるみ  (2)

松永樹利愛  (1)

坂中　綸果  (2)

女子中学

４×４００ｍ 10/8 伊万里高一Ａ  4:22.91

貞方望紀慧  (2)

谷川　実咲  (1)

山下　莉穂  (2)

塚部穂乃佳  (2)

女子一高


