
長崎市民体育・レクリエーション祭 男子
平成25年10月14日（月・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

種別/種目 風速 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
小学 -0.5 杉野　　翼  (6) 13.74 谷渡　康大  (5) 13.86 吉田羽矢人  (6) 13.99 吉見　智貴  (6) 14.14 本田　雅浩  (6) 14.49 吉村　晃輝  (6) 14.52

100m 長崎陸上ク 長崎陸上ク 長崎陸上ク 長崎陸上ク 長崎陸上ク 長崎陸上ク
小学 荒木　涼平  (5) 4m18 田中　駿年  (5) 4m04 谷渡　康大  (5) 3m98 吉田羽矢人  (6) 3m94 永田　拓巳  (6) 3m92 本田　雅浩  (6) 3m92
走幅跳 東長崎JC  (0.0) 東長崎JC  (+1.2) 長崎陸上ク  (+0.5) 長崎陸上ク  (-0.8) 東長崎JC  (-0.9) 長崎陸上ク  (-0.4)

小学 長崎陸上ク-Ａ 54.55 長崎陸上ク-Ｂ 58.41 長崎陸上ク-Ｄ 58.83 東長崎JC-Ａ 59.26 東長崎JC-Ｂ 59.51 南部AC-Ａ 59.90
4×100m 本田　雅浩  (6) NGR 馬場　　旭  (6) 浦　　翼空  (5) 田中　駿年  (5) 木高　侃幹  (6) 井上　温太  (6)

吉見　智貴  (6) 久保雅玖斗  (6) 廣田麟太郎  (5) 荒木　涼平  (5) 髙比良颯馬  (5) 栁　　歩    (6)
吉田羽矢人  (6) 若杉　颯太  (6) 佐藤　誠也  (5) 永田　拓巳  (6) 吉田　和司  (5) 栁　　努    (6)
杉野　　翼  (6) 吉村　晃輝  (6) 谷渡　康大  (5) 宮本　侑和  (6) 鶴　　雄人  (6) 池村雄一郎  (6)

中学 -0.5 田添　奎一  (3) 11.46 本山　泰雅  (3) 11.83 宮﨑　隆史  (3) 11.92 伊藤　玲央  (2) 12.09 濵田　優叶  (1) 12.16 大保　修一  (3) 12.21
100m 長大附属 小江原 小江原 桜馬場 橘 長大附属

中学 栁　　圭祐  (3) 9:15.91 山口　誉斗  (2) 9:40.21 香月　鴻汰  (2) 9:45.65 坂本　　慎  (2) 9:48.95 山下　大海  (3) 10:04.10 中野　豪生  (2) 10:05.75
3000m 小ヶ倉 土井首 長崎琴海 土井首 小ヶ倉 小ヶ倉

中学 田添　奎一  (3) 6m68 川浦　瑞樹  (3) 6m23 大賀　亮也  (3) 5m80 横道　　凌  (2) 5m45 山口　剛毅  (2) 5m40 赤司　大樹  (2) 5m24
走幅跳 長大附属 NGR (0.0) 小江原  (+0.4) 山里  (+1.2) 長崎琴海  (-0.1) 長大附属  (+0.5) 桜馬場  (+1.9)

中学 寺田　明史  (2) 8m59 渡辺　彰悟  (2) 8m52 福田　　匠  (3) 8m33 皷　慎一郎  (2) 8m17 深川　渓介  (1) 7m99 梶村　龍生  (2) 7m90
砲丸投 土井首 長崎琴海 丸尾 長崎琴海 三重 山里

中学 小江原-Ｃ 45.15 滑石-Ａ 48.20 橘-Ａ 49.35 桜馬場-Ａ 49.71 長崎琴海-Ａ 49.75 小江原-Ａ 50.02
4×100m 末永　龍聖  (3) 楠田　宏大  (2) 濵田　優叶  (1) 林　　雅哉  (2) 山田　将大  (2) 尾上　　凌  (2)

宮﨑　隆史  (3) 木下　　匡  (2) 徳永　悠真  (2) 伊藤　玲央  (2) 皷　慎一郎  (2) 朝長　健吾  (2)
本山　泰雅  (3) 本木　廉音  (1) 中谷　大希  (2) 赤司　大樹  (2) 大串　允巳  (2) 川崎　悟綺  (2)
川浦　瑞樹  (3) 田島　颯大  (2) 宮﨑　　輝  (2) 小村　由朗  (2) 髙屋　龍斗  (2) 岡田　悠理  (2)

30才未満 -0.7 宮副　航洋 11.44 坪田　健人 11.92 松尾　　駿 12.01 森　　史哉 12.16 桑原　諒太 12.45 林　　紀孝 12.87
100m 戸石 長崎大 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ 平山町 滑石 晴海台

30才未満 森　　史哉 23:43.15
5000m 平山町

30才未満 松尾　　駿 5m75
走幅跳 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ  (0.0)

30才代 -0.1 山田　英基 12.26 福田　洋行 13.94 中尾　俊郎 14.68 石田　健吾 15.08
100m 滑石 万才町 旭町 浜平

30才代 福田　洋行 18:14.12
5000m 万才町

40才代 -0.1 浦山　一寛 12.01 永田　竜太 13.23
100m 小浦町 戸石

40才代 福島　　隆 17:08.38
5000m 滑石

60才代 -0.2 菊野　正幸 13.77 桑原　武久 17.17 田中　正和 19.13
100m 平山町 NGR 晴海台 本原町

60才代 森山　恵悟 11:45.00 山本　博弓 11:47.94 川端　七臣 12:03.93 山下　悦男 12:20.60 田中　正和 14:26.62
3000m 平山台 長崎CMC 城山台 岩川町 本原町

70才代 -0.2 松浦　　孝 15.63 小川　　直 17.93 濱　　繁之 23.57
100m 北陽町 下町 魚の町

備考　NGR:大会新記録，=GR:大会タイ記録

決 勝 記 録 一 覧 表

順位 5 61 2 3 4



長崎市民体育・レクリエーション祭 女子

平成25年10月14日（月・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

種別/種目 風速 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

小学 +0.1 中山　　綾  (6) 14.46 吉田ひかる  (6) 14.47 濱屋なつみ  (5) 15.06 松本はるか  (6) 15.20 永尾　巴佳  (6) 15.63 松本　夏音  (6) 15.66

100m 東長崎JC 南部AC 東長崎JC 東長崎JC 東長崎JC 長崎陸上ク

小学 永尾　巴佳  (6) 3m86 中山　　綾  (6) 3m67 松本はるか  (6) 3m58 濱屋なつみ  (5) 3m39 浦川さくら  (5) 3m38 吉田まどか  (6) 3m31

走幅跳 東長崎JC  (-0.3) 東長崎JC  (0.0) 東長崎JC  (+1.1) 東長崎JC  (0.0) 長崎陸上ク  (0.0) 南部AC  (+0.6)

小学 東長崎JC 58.23 長崎陸上ク-Ｂ 1:01.18 南部AC-Ａ 1:01.25 長崎陸上ク-Ａ 1:03.48 南部AC-Ｂ 1:05.27 長崎陸上ク-Ｃ 1:06.76

4×100m 永尾　巴佳  (6) 石原　愛梨  (6) 中野菜々美  (6) 松田　紗祈  (6) 西村　優香  (5) 内山優衣美  (5)

濱屋なつみ  (5) 東原萌々子  (5) 吉田ひかる  (6) 佐藤　朝希  (6) 北村　結季  (5) 甲村香菜子  (5)

松本はるか  (6) 濵口　郁音  (5) 吉田まどか  (6) 角町　姫梨  (6) 喜浦　玲央  (5) 植田　百葉  (5)

中山　　綾  (6) 松本　夏音  (6) 島田　愛花  (6) 中村　綺宥  (6) 柳井　美乃  (6) 浦川さくら  (5)

中学 0.0 山﨑　百華  (1) 13.41 松﨑あずみ  (3) 13.52 中村　百花  (2) 13.59 岩尾　歩佳  (2) 13.61 板屋　伶奈  (2) 13.63 河内　美咲  (2) 13.90

100m 長崎琴海 長大附属 岩屋 長大附属 岩屋 岩屋

中学 岩﨑　莉奈  (2) 4:52.63 古川さくら  (2) 5:03.59 平岡　美紀  (1) 5:04.47 十島　真優  (1) 5:14.67 江頭　成美  (2) 5:21.55 岩永　音々  (2) 5:24.02

1500m 土井首 西浦上 山里 長崎琴海 三重 小島

中学 竹永　愛望  (2) 4m61 松﨑あずみ  (3) 4m56 前田　萌香  (3) 4m56 山道穂乃香  (2) 4m56 浦川　眞由  (2) 4m48 山下　　遥  (2) 4m47

走幅跳 桜馬場  (-0.3) 長大附属  (-0.1) 長大附属  (+0.7) 長崎琴海  (0.0) 小島  (+0.9) 長大附属  (-0.3)

中学 山田　晏菜  (2) 8m52 奥　紀沙乃  (2) 8m40 浦田　百花  (2) 7m71 山下　　遥  (2) 7m62 飯田　晴子  (1) 7m61 宮﨑　　南  (2) 7m55

砲丸投 桜馬場 桜馬場 山里 小島 桜馬場 山里

中学 岩屋-Ａ 52.96 長大附属-Ｂ 53.19 長崎琴海 54.14 滑石-Ａ 54.72 三重 55.66 東長崎-Ａ 56.05

4×100m 福田　七海  (2) 五貫　　雛  (2) 梅園　　遥  (2) 大川奈美子  (2) 濵崎　優衣  (1) 山中　聖奈  (2)

板屋　伶奈  (2) 岩尾　歩佳  (2) 山﨑　百華  (1) 磯本　奈穂  (2) 花田真菜美  (2) 真鳥あゆみ  (2)

河内　美咲  (2) 前田　咲菜  (1) 山道穂乃香  (2) 大石　結菜  (2) 村田　遥香  (2) 山田　真由  (2)

中村　百花  (2) 山下　　遥  (2) 酒井　瑞季  (2) 山口　茉莉  (2) 宮本　詩菜  (2) 橋本　　桜  (2)

備考　NGR:大会新記録，=GR:大会タイ記録

決 勝 記 録 一 覧 表

21順位 6543


