
市民体育・レクリエーション祭 男子
平成20年 10月13日（祝） 主催：長崎市教育委員会・長崎市陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

順位 1 2 3 4 5 6
種別／種目 風速 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属
小学 一入　将祐 14.20 髙橋　孝一 14.29 木場　圭祥 14.67 平尾　一晃 14.70 田添翔一朗 15.01 宮崎　亮輔 15.35

100m +1.8 長崎陸上ク(5) 長崎陸上ク(6) 長崎陸上ク(5) 東長崎JC(6) 長崎陸上ク(6) 長崎陸上ク(6)
小学 一入　将祐 3m95(-1.3) 若杉幸一郎 3m69(-0.6) 小無田　蓮 3m62(-1.1) 木場　圭祥 3m60(-1.5) 植木　魁士 3m55(-1.9) 石坂洋一朗 3m34(-2.0)

走幅跳 長崎陸上ク(5) 東長崎JC(6) 長崎陸上ク(5) 長崎陸上ク(5) 東長崎JC(5) 長崎陸上ク(5)
小学 長崎陸上クＡ 59.01 長崎陸上クＢ 59.18 東長崎JCＡ  1:03.65 長崎陸上クＣ  1:03.97

4×100m

中学 野上喜一郎 11.87 馬場　貴海 12.09 城戸　郁弥 12.15 松尾　功武 12.16 田中　耕史 12.24 宮川　慶太 12.26
100m +0.7 桜馬場(2) 桜馬場(2) 小江原(2) 桜馬場(2) 東長崎(2) 桜馬場(3)

中学 久間　大樹  9:43.03 松永　雄樹 10:00.15 河野　　健 10:13.71 沖中　亮祐 10:19.22 船津太威智 10:22.62 酒井　友成 10:45.06
3000m 小ヶ倉(2) 桜馬場(2) 滑石(2) 東長崎(1) 東長崎(1) 淵(2)

中学 栁口　和哉 5m74(-1.3) 馬場　貴海 5m48(-1.4) 上田　拓未 5m27(-0.3) 松屋　英喜 4m85(-1.9) 西浦　義雄 4m85(-2.4) 森　　貴弘 4m72(-2.3)
走幅跳 淵(2) 桜馬場(2) 東長崎(2) 小島(2) 小江原(2) 桜馬場(2)

中学 宮川　慶太  12m83 布田　拓夢   9m60 下岸　大介   9m03 山本　泰士   8m17 田中　耕史   7m51 浦　　功樹   6m91
砲丸投 桜馬場(3) NGR 小江原(2) 東長崎(2) 桜馬場(2) 東長崎(2) 東長崎(2)

中学 桜馬場Ａ 46.79 東長崎Ａ 48.25 小島Ａ 50.33 淵 50.39 小江原Ｃ 50.70 滑石Ａ 51.92
4×100m

高校 木滑　　良 15:09.99 岩崎　仁志 15:33.25 朝長　真弘 15:48.61 川口　彩門 16:24.26 川上　竜馬 16:25.16 本田　伸雄 16:30.90
5000m 瓊浦滑　良 瓊浦　仁志 瓊浦　真弘 瓊浦　彩門 瓊浦　竜馬 瓊浦　伸雄

一般30才未満 山川　貴広 15:51.02
5000m 瓊浦教員

一般30才代 山田　英基 12.19 宮田　拓治 13.89 石田　健吾 14.00 大渕　智浩 14.68
100m -1.9 滑石 葉山 浜平 岩屋

一般40才代 浦山　一寛 12.14 小田　友昭 13.77 木下　和博 16.18
100m -1.8 小浦 城栄 富士見町

一般40才代 辻　　孝一 18:21.69 木下　和博 20:08.87 古木　　浩 20:31.16
5000m 梁川 富士見町 女の都

一般70才以上 小川　　直 16.66
100m -2.7 下町

NGR:大会新 寺井　等 久保　英樹
EGR:大会ﾀｲ

小川広太郎 鮎川　良英

(ﾄﾗｯｸ)向　潮　　(ﾌｨｰﾙﾄﾞ)藤島　義信
48湿度(％) 43 46 44 5952

22.5 審判長気温(℃) 24.0 24.0 24.0 23.5 23.0

記録主任

風速(m/s) 1.5 1.6 0.5 1.9 0.6 1.2
技術総務風向 南南西 北北東 北北西 北北西 北西 東北東

風向風速

天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
総 務14:00 15:00 16:00気象 11:30 12:00 13:00

記録 記録 記録 記録 記録 記録

尾上　悠太  (2)中嶋　潤輝  (2)
松本　真亮  (2)
山本　真史  (2)

張本　悠太  (2)
下岸　大介  (2)
上田　拓未  (2)
田中　耕史  (2)

奥野　響平  (2)
奥村　拓也  (2)南　　和樹  (2)

布田　拓夢  (2) 森田　拓海  (2)

決 勝 記 録 一 覧 表

野上喜一郎  (2)
松尾　功武  (2)

田添翔一朗  (6) 木場　圭祥  (5) 平尾　一晃  (6) 渋谷　崇幸  (5)

松屋　英喜  (2)岡本　大輝  (2)
馬場　貴海  (2) 河野　　健  (2)

徳永　雄飛  (1)
栁口　和哉  (2) 高山　　諒  (2)

西浦　義雄  (2) 山形　航大  (1)

辻　　真樹  (5)宮崎　亮輔  (6)
髙橋　孝一  (6) 一入　将祐  (5) 諸熊　夏来  (6) 辻　　浩樹  (5)

小無田　蓮  (5) 中山　隼輔  (6)

髙木　駿平  (6) 石坂洋一朗  (5) 若杉幸一郎  (6) 石場　健太  (5)



市民体育・レクリエーション祭 女子
平成20年 10月13日（祝） 主催：長崎市教育委員会・長崎市陸上競技協会 競技場：長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

順位 1 2 3 4 5 6

種別／種目 風速 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

小学 小川　千早 14.50 杉本　絵理 14.64 今福　友美 14.92 福地　果歩 15.21 岩木　理紗 15.69 下小牧伶菜 15.86

100m -0.1 長崎陸上ク(6) 長崎陸上ク(6) 長崎陸上ク(6) 東長崎JC(6) 長崎陸上ク(5) 長崎陸上ク(6)

小学 福地　果歩 3m69(-2.2) 小川　千早 3m55(-1.4) 平井　璃花 3m50(-1.0) 浦岡　友緒 3m40(-0.7) 下小牧伶菜 3m37(-1.5) 岩木　理紗 3m25(-0.9)

走幅跳 東長崎JC(6) 長崎陸上ク(6) 東長崎JC(5) 長崎陸上ク(5) 長崎陸上ク(6) 長崎陸上ク(5)

小学 長崎陸上クＡ 58.69 東長崎JCＡ  1:04.08 長崎陸上クＢ  1:04.11 東長崎JCＢ  1:05.53
4×100m

中学 島田　沙絵 12.73 木村　海花 12.92 山崎　有紀 13.28 坪内　明莉 13.34 荒木玲央奈 13.47 西原奈美子 13.73

100m -0.1 東長崎(2) 桜馬場(2) 桜馬場(1) 小ヶ倉(2) 桜馬場(2) 岩屋(2)

中学 若杉　莉奈  5:19.24 松浦　咲子  5:29.45 小川　千晶  5:31.87 宗　英美里  5:40.74 川上　智美  5:43.43 山口　結菜  5:45.19

1500m 小島(2) 小ヶ倉(1) 岩屋(2) 岩屋(1) 小江原(2) 小江原(2)

中学 岩崎　美波 4m37(-0.1) 土井　　楓 4m37(+1.9) 佐藤有香奈 4m30(+1.6) 境　　優 4m28(+1.6) 中谷はるな 3m97(+2.1) 吉原　美咲 3m94(-0.4)

走幅跳 桜馬場(2) 小島(2) 小ヶ倉(2) 小島(2) 岩屋(2) 桜馬場(2)

中学 山崎　有紀  10m30 林田　優希   8m97 森　　みさ   7m95 疋田　綾華   7m47 山中このみ   7m23 中山絵里加   6m50

砲丸投 桜馬場(1) 小島(3) 小ヶ倉(2) 桜馬場(2) 岩屋(2) 淵(1)

中学 桜馬場Ａ 51.60 東長崎Ａ 52.70 桜馬場Ｂ 54.35 岩屋Ａ 54.44 小島Ａ 55.04 小ヶ倉Ａ 55.52
4×100m NGR

NPL

一般30才未満 辻川　志穂 12:08.60

3000m 伊良林

NGR:大会新 寺井　等 久保　英樹
EGR:大会ﾀｲ
NPL:県中学 小川広太郎 鮎川　良英
　　低学年新

(ﾄﾗｯｸ)向　潮　　(ﾌｨｰﾙﾄﾞ)藤島　義信
524844

晴れ
北北西
1.9風速(m/s) 0.6

荒木理恵子  (2)

下小牧伶菜  (6)

気象
天候
風向

荒木玲央奈  (2)
山崎　有紀  (1)

木村　海花  (2)

11:30
晴れ
南南西
1.5

決 勝 記 録 一 覧 表

岩本　華子  (1)
陶山佳代子  (2)

今福　友美  (6) 松尾映里佳  (6) 田口　伶美  (5) 小島　光莉  (5)

吉原　美咲  (2)

銭神　佑紀  (2)
簗瀬　美穂  (2)

佐藤有香奈  (2)土井　　楓  (2)
伊藤　由樹  (2)
境　　優    (2)
山本　紫乃  (2) 松尾　美紀  (2)

坪内　明莉  (2)
井村　ナナ  (2)

中谷はるな  (2)
山戸れいか  (2)
西原奈美子  (2)
山口　　綾  (2)

岩崎　美波  (2)

59

平野　　優  (2)
島田　沙絵  (2)

晴れ
北西

総 務

審判長
46

風向風速

記録主任技術総務

13:00 14:00 15:00 16:0012:00

24.0 23.5

晴れ
北北東
1.6

晴れ
北北西
0.5

24.0 23.0

晴れ
東北東
1.2
22.5気温(℃)

湿度(％)
24.0
43

記録 記録記録 記録 記録 記録

杉本　絵理  (6) 藤　あゆみ  (6) 岩木　理紗  (5) 平井　璃花  (5)

小川　千早  (6) 福地　果歩  (6) 浦岡　友緒  (5) 小山　夏鈴  (5)
小笠原知美  (6) 安田　悠羽  (5) 田島　祐葉  (5)


