
市民体育・レクリエーション祭 男子
平成13年 9月30日 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 小林　知修 14.68 熊崎　誠一 15.01 富川雄太郎 15.06 峰原　亨明 15.93 井手　洋輔 16.39 池田　拓郎 16.46

100m 0.4 長陸ク　 長陸ク 長陸ク 長陸ク 矢上小　 長陸ク　

小学 小林　知修 4m09(-0.5) 熊崎　誠一 3m96(-0.3) 富川雄太郎 3m26(-0.4) 池田　拓郎 3m25(-0.6) 田中健士朗 3m15(+0.4) 鶴巻　　諒 3m05(+0.2)

走幅跳 長陸ク　 長陸ク　 長陸ク 長陸ク　 長陸ク 長陸ク

小学 長陸クＡ 62.17 長陸クＢ 66.69 長陸クＣ 71.97
4×100m

中学 新井　政貴 11.45 村里　祐亮 11.78 池田　純一 11.79 山下　知佑 12.04 岩坪　信幸 12.28 島本　直樹 12.31

100m -0.5 岩屋(3) 橘(2) 桜馬場(3) 岩屋(3) 橘(3) 岩屋(3)

中学 小栁　秀文  9:28.60 久保　洋輔  9:34.47 柴原　　亮  9:37.76 三浦　広之  9:38.82 野口　敦史  9:47.82 高比良秀明  9:54.75

3000m 土井首(3) 土井首(3) 土井首(3) 桜馬場(3) 桜馬場(2) 西浦上(3)

中学 山下　知佑 5m84(-0.1) 出口　智也 5m66(+1.4) 林　　智久 5m45(+1.5) 藤野　　聡 5m41(+0.4) 島本　直樹 5m33(-0.7) 尾崎　泰拓 5m18(+1.0)

走幅跳 岩屋(3) 桜馬場(3) 岩屋(3) 桜馬場(3) 岩屋(3) 山里(2)

中学 森下　一豊  12m64 溝脇　健太  10m81 池田　純一  10m73 一瀬　康司   9m46 望月　太志   9m33 玉川　雅文   8m75

砲丸投 西浦上(3) NGR 三重(2) 桜馬場(3) 橘(3) 桜馬場(2) 桜馬場(1)

中学 橘Ｂ 49.60 山里Ａ 50.33 桜馬場Ｂ 50.52 岩屋Ａ 53.46 西浦上Ｂ 53.57
4×100m

一般60才以上 小川　　直  9.50 井手　一良  9.92

60m 下町川　 桜馬場　
一般60才以上 小川　　直 13:58.89

3000m 下町川　直

NGR:大会新 亀田　信樹 杉本　育美

EGR:大会ﾀｲ

小川　広太郎 松浦　孝

向　潮、藤島　義信

記録 記録記録 記録 記録 記録
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風向風速

記録主任技術総務

14:00 15:0013:00 総 務

審判長

平山　晋也  (2)
草野　　強  (2)
山脇　頼人  (2)
尾崎　泰拓  (2)

松尾　功夫  (1) 野田　嘉人  (1)
井下　亮一  (1)
山本征史郎  (1)
小西　和也  (1)髙木　良平  (2)

福田　吉宗  (1)
野口　敦史  (2)

91

入江　陽水  (2)

92

窄野　兼史  (2)
濵田　　僚  (2)
廣畝　原野  (2)

決 勝 記 録 一 覧 表

竹野　　僚  (2)
濱田　博和  (2)

小林　知修 池田　拓郎 富川竜之介

高岡　大志  (2)
奥村　拓朗  (2)

長野　　大 城戸　尚紘

気象

天候

風向

風速(m/s)

12:00

雨

東北東

2.4

富川雄太郎 馬場　猛祐 高橋　　剛
峰原　亨明 田中健士朗 峰　　一平
熊崎　誠一



市民体育・レクリエーション祭 女子
平成13年 9月30日 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 島本かなえ 15.78 藤本　有香 16.54 高安　杏奈 16.65 上戸　涼歌 17.71 高尾　有加 17.72 田中　麻奈 18.43

100m -0.4 長陸ク 長陸ク　 矢上小　 矢上小　 矢上小　 矢上小　

小学 島本かなえ 3m31(+0.7) 藤本　有香 3m24(+1.4) 山口　元子 3m14(+0.7) 末竹　樹 2m86(+0.7) 田中　絵梨佳 2m81(+1.0) 國藤　小百合 2m23(-0.7)

走幅跳 長陸ク 長陸ク　 長陸ク　 長陸ク 長陸ク 長陸ク

小学 長陸クＡ 68.70 矢上小A 70.17

4×100m

中学 西　あかね 13.48 里野空見子 13.64 北川梨絵奈 13.72 後藤　悠希 14.05 児島みさ紀 14.17 山﨑　麻美 14.21

100m 0 福田(2) 岩屋(3) 福田(2) 岩屋(2) 桜馬場(2) 山里(1)

中学 大石　朋美  5:12.36 髙木　由佳  5:17.72 児玉　圭代  5:21.30 中通由香里  5:23.55 吉岡　絵莉  5:28.14 高濱知夜子  5:29.42

1500m 福田(2) 福田(2) 福田(1) 土井首(2) 土井首(3) 土井首(1)

中学 杉光江里香 4m57(+1.2) 児島みさ紀 4m51(+0.8) 松尾亜紀子 4m41(+0.8) 中川南美子 4m05(+0.1) 竹市　沙織 4m04(+0.6) 進藤　　南 3m96(+0.4)

走幅跳 桜馬場(2) 桜馬場(2) 桜馬場(3) 福田(2) 桜馬場(3) 桜馬場(3)

中学 進藤　　南  11m98 杉田　朋美  10m45 竹永亜希奈   8m02 市瀬　香織   7m87 西畑　光歩   6m94 馬場　美里   6m24

砲丸投 桜馬場(3) NGR 桜馬場(2) 桜馬場(1) 岩屋(2) 桜馬場(1) 福田(1)

中学 福田Ａ 53.47 岩屋Ａ 54.30 橘Ａ 54.89 桜馬場Ｂ 55.74 長大附Ａ 56.65 岩屋Ｂ 57.44

4×100m

NGR:大会新 亀田　信樹 杉本　育美

EGR:大会ﾀｲ

小川　広太郎 松浦　孝

向　潮、藤島　義信

12:00

雨

東北東

2.4

気象

天候

風向

風速(m/s)

中川南美子  (2)

北川梨絵奈  (2)

決 勝 記 録 一 覧 表

扇　　雅子  (2)

里　　春香  (1)

山口　元子 高尾　有加

藤本　有香

西　あかね  (2)

91

村橋　　泉  (2) 村井　　涼  (1)

宮本　　梓  (1)

丸尾　梨華  (1)

開　　美菜  (1)

92

相良　文音  (2)

大場　聡子  (2)

牧　　瑛子  (2)

野中　悠香  (2) 徳永満利子  (2)

杉光江里香  (2)

児島みさ紀  (2)

松尾亜紀子  (3)宮本　春菜  (2)

小森貴代美  (1)

後藤　悠希  (2)

野田こずえ  (2)

吉村　　結  (2)

里野空見子  (3)

総 務

審判長22.4

84

風向風速

記録主任技術総務

14:00 15:0013:00
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記録 記録記録 記録 記録 記録

近藤佳奈子 森下　綾香

島本かなえ 高安　杏奈

田中　麻奈


