
長崎市民体育・レクリエーション祭 男子
平成28年10月10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 +1.1 上田　一輝  (6) 14.10 本多　来斗  (6) 14.24 一本　蓮太  (6) 14.60 三浦慶太朗  (6) 14.68 尾上　　蓮  (5) 15.04 長尾　剣心  (5) 15.16

100m 南部AC 東長崎JC 飽浦CH 飽浦CH 南部AC 南部AC
小学 上田　一輝  (6) 3m90 赤澤　知樹  (6) 3m64 一本　蓮太  (6) 3m63 柳井　健司  (6) 3m62 長尾　剣心  (5) 3m58 三浦慶太朗  (6) 3m57

走幅跳 南部AC  (+1.1) 東長崎JC  (+1.2) 飽浦CH  (+1.1) 南部AC  (+1.7) 南部AC  (-0.4) 飽浦CH  (+4.1)
小学 東長崎JC 58.75 飽浦CH 59.30 南部AC 59.38 長崎陸上ク-Ｂ 1:05.33

4×100m 福田　優希  (5) 堀之内靖彦  (6) 尾上　　蓮  (5) 常川　大志  (5)
川崎　拓希  (6) 田原　功貴  (6) 上田　一輝  (6) 堀川　侃人  (5)
赤澤　知樹  (6) 三浦慶太朗  (6) 長尾　剣心  (5) 西村　文宏  (5)
本多　来斗  (6) 一本　蓮太  (6) 柳井　健司  (6) 達木　英弥  (5)

中学 +2.5 林田　一佑  (3) 11.32 森永　湧大  (3) 11.64 高栁丈太郎  (2) 11.74 向井　一真  (3) 11.79 芦田　遼介  (1) 11.81 本田　雅浩  (3) 11.87
100m 緑が丘 緑が丘 東長崎 長崎大附属 山里 長崎大附属

中学 井上　航熙  (2) 9:49.11 前田　文太  (3) 9:51.04 佐藤　誠也  (2) 9:53.35 岩尾　和樹  (1) 10:02.64 田中　柊士  (1) 10:24.87 矢羽田　瞬  (2) 11:23.57
3000m 長崎大附属 長崎大附属 西浦上 長崎大附属 長崎大附属 西浦上

中学 村田　　渉  (3) 5m98 本田　雅浩  (3) 5m93 北川　加惟  (2) 5m78 山口　大輔  (2) 5m61 浦川　貴匠  (3) 5m57 田添　笙平  (2) 5m52
走幅跳 長崎東  (+4.5) 長崎大附属  (+2.4) 長崎大附属  (+3.7) 長崎大附属  (+2.6) 長崎大附属  (+3.8) 長崎大附属  (+2.2)

中学 石井　涼大  (2) 7m78 皷　誠二郎  (1) 7m45 中里　龍薫  (2) 7m13 山浦　翔吾  (2) 6m79 坂本　悠磨  (1) 5m66 平田　真諒  (1) 4m57
砲丸投 緑が丘 長崎琴海 小江原 小江原 小江原 小江原

中学 長崎大附属-Ｂ 46.63 緑が丘 46.99 長崎大附属-Ａ 47.04 梅香崎 50.31 西浦上-Ａ 51.78 滑石 52.23
4×100m 田添　笙平  (2) 伊福　　敬  (3) 本田　雅浩  (3) 田羽矢人  (3) 横田　教生  (2) 前田　一樹  (2)

谷渡　康大  (2) 林田　一佑  (3) 向井　一真  (3) 野口　冴助  (2) 野﨑光太郎  (2) 有吉　翔音  (2)
山口　大輔  (2) 一瀬　大和  (3) 浦川　貴匠  (3) 柚木　大志  (2) 佐藤　誠也  (2) 清水　吾一  (1)
髙比良颯馬  (2) 村端　憲人  (3) 前田　文太  (3) 中村　恭之  (2) 矢羽田　瞬  (2) 大谷　一樹  (1)

30才未満 溝川　明宏 11.08 金城　史幸 11.21 田川　祐也 11.76 宮副　航洋 11.80 梅野　圭佑 12.03 森　　史哉 12.05
100m 長崎AC (+3.3) 駒場TFC (+3.3) 駒場TFC (+3.3) 戸石町 (+4.1) 赤迫１丁目 (+4.1) 長崎ﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ (+3.3)

30才未満 田原　正則 16:18.49
5000m 三菱重工RC

30才未満 長野　　力 5m95 宮副　祐成 5m35 中尾　真基 5m16 宮副　航洋 4m95
走幅跳 平戸小屋町  (+1.3) 戸石町  (+4.2) 入船町  (+3.1) 戸石町  (+4.2)

30才未満 山内　哲郎 11m48 樋口　和満 8m11
砲丸投 駒場TFC 駒場TFC

30才代 +1.3 江頭　俊輔 13.99
100m 西海町

30才代 江頭　俊輔 19:05.67
5000m 西海町

40才代 +1.3 永田　竜太 13.36
100m 戸石町

50才代 +0.8 浦山　一寛 12.08 里　　勝則 14.93 宮副　正英 16.18
100m 小浦町 戸石町 戸石町

60才代 +0.8 菊野　正幸 13.84 久毛　秀光 15.78
100m 平山町 戸町

60才代 森山　恵悟 12:33.29 山下　悦男 12:48.73 川端　七臣 12:49.74 岩永幸一郎 12:57.12 山本　博弓 13:02.55
3000m 平山台 岩川町 城山台 田上３丁目 宝栄町

70才代 +1.3 松浦　　孝 16.15 田中　正和 18.35 小川　　直 18.98 濱　　繁之 33.90
100m 北陽町 本原町 下町 魚の町

備考　NGR:大会新記録
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長崎市民体育・レクリエーション祭 女子

平成28年10月10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 +0.7 田嶋胡都里  (6) 14.69 福田　彩名  (6) 14.87 峯苫　千尋  (5) 14.89 木下　瑠望  (5) 15.28 松本わかな  (6) 15.38 中島　梨花  (6) 15.43

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

小学 田嶋胡都里  (6) 3m63 木下　瑠望  (5) 3m50 中島　梨花  (6) 3m49 相良　玲奈  (6) 3m41 森口莉里雅  (6) 3m36 井上　花恋  (5) 3m24

走幅跳 長崎陸上ク  (+1.2) 長崎陸上ク  (+2.6) 長崎陸上ク  (+0.2) 東長崎JC  (+1.2) 長崎陸上ク  (+2.3) 長崎陸上ク  (+1.1)

小学 長崎陸上ク-Ａ 1:00.08 東長崎JC 1:00.82 長崎陸上ク-Ｂ 1:01.85 飽浦CH 1:12.24

4×100m 森口莉里雅  (6) 松本わかな  (6) 森田　　唯  (5) 田尾　七海  (6)

田嶋胡都里  (6) 峯苫　千尋  (5) 木下　瑠望  (5) 佐藤　優衣  (6)

中島　梨花  (6) 相良　玲奈  (6) 井上　花恋  (5) 川崎　千遥  (6)

内山　英美  (6) 杉本　　麗  (5) 辻田　陽彩  (5) 大岩　　萌  (6)

中学 +1.0 千住　乙季  (2) 12.94 坂口莉々華  (2) 13.22 永山　真子  (2) 13.34 濱屋なつみ  (2) 13.42 向井　七海  (1) 13.55 山口　瑠里  (2) 13.90

100m 長崎大附属 山里 東長崎 東長崎 長崎大附属 長崎琴海

中学 角町　姫梨  (3) 4:59.61 大原　美月  (3) 5:02.06 角町友芽梨  (1) 5:06.55 伊東　玲菜  (2) 5:15.93 伊東　茄菜  (2) 5:20.96 戎谷　ゆら  (2) 5:41.06

1500m 長崎大附属 長崎大附属 長崎大附属 長崎大附属 長崎大附属 長崎大附属

中学 河俣　明香  (2) 5m31 宅島　亜美  (1) 4m48 實藤　桃子  (3) 4m46 濱屋なつみ  (2) 4m45 千住　乙季  (2) 4m43 山口　瑠里  (2) 4m43

走幅跳 長崎大附属  (+3.2) 長崎琴海  (+1.3) 長崎大附属  (+0.7) 東長崎  (+0.6) 長崎大附属  (+1.0) 長崎琴海  (+2.1)

中学 宮野　瑠華  (1) 8m77 大隈ほのか  (1) 8m39 山道　美侑  (2) 8m32 久保　美優  (2) 8m04 下田　華蓮  (2) 8m04 濱本　真衣  (2) 7m63

砲丸投 長崎琴海 長崎大附属 長崎琴海 三重 長崎大附属 小江原

中学 長崎大附属-Ａ 52.00 東長崎-Ａ 53.49 山里 54.46 長崎琴海-Ａ 55.62 小江原-Ａ 56.84 長崎大附属-Ｂ 57.27

4×100m 立川　　想  (2) 松本　珠莉  (2) 平松委穂里  (2) 天田　海羽  (1) 川内　愛結  (1) 岩永　星香  (1)

河俣　明香  (2) 永山　真子  (2) 坂口莉々華  (2) 吉岡凜々子  (1) 清水　咲恵  (1) 大隈あやか  (1)

千住　乙季  (2) 中田　小春  (2) 佐土原千尋  (1) 山口　瑠里  (2) 濱本　真衣  (2) 荒川　実咲  (1)

向井　七海  (1) 濱屋なつみ  (2) 川里　茉璃  (1) 宅島　亜美  (1) 岡本すずか  (2) 大隈ほのか  (1)
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