
市民体育・レクリエーション祭 男子
平成14年 10月14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 囲　　幸祐 14.73 猿渡連太郎 15.46 市来　侑哉 15.54 峰　　一平 15.92 城戸　尚紘 16.09 入佐　一機 16.60

100m -0.1 長陸ク 長陸ク 長陸ク 長陸ク 長陸ク 長陸ク
小学 井手　大悟 3m62(+1.8) 迫　　洋介 3m51(+2.1) 井上　勝寛 3m41(+2.1) () () ()

走幅跳 長陸ク 長陸ク 東長陸ク
小学 長陸クＢ 64.00 長陸クＡ 64.41

4×100m

中学 川上雄一朗 11.83 村里　祐亮 11.97 濱田　博和 12.02 髙木　良平 12.02 奥村　拓朗 12.24 村﨑　亮太 12.35
100m -1.4 小江原(3) 橘(3) 橘(3) 桜馬場(3) 橘(3) 三重(2)

中学 野口　敦史  9:23.8 林　　恭輔  9:49.16 伊藤　道仁 10:15.0 白濱　勝太 10:22.81 吉丸　　亮 10:29.73 中村　智和 10:36.97
3000m 桜馬場(3) NGR 三重(2) 小江原(2) 小江原(1) 岩屋(1) 桜馬場(1)

中学 樫山　大輔 5m52(+1.0) 永本　文耶 5m42(+0.8) 野田　嘉人 5m40(+0.7) 髙木　良平 5m25(+1.4) 諸岡　　匠 5m24(+1.3) 山﨑　佑哲 5m20(+1.1)
走幅跳 福田(3) 小江原(3) 岩屋(2) 桜馬場(3) 福田(2) 東長崎(2)

中学 望月　大志  11m15 熊本　寛之  10m60 玉川　雅文  10m06 山﨑　政喜   9m93 榊原　輝士   8m11 原口　拓弥   8m04
砲丸投 桜馬場(3) 小江原(3) 桜馬場(2) 福田(2) 西浦上(1) 福田(2)

中学 小江原Ａ 47.79 小江原Ｃ 51.48 岩屋Ｄ 55.68 桜馬場Ｃ 59.01
4×100m

一般30才未満 四辻　修道 12.10
100m +0.4 文教町

一般30才未満 四辻　修道 54.86
400m 文教町

一般30才代 松村　晋弥 12.19
100m +0.4 茂木町

一般30才代 松村　晋弥 55.64
400m 茂木町　

一般40才代 朝田　祐輔 12.80
100m +0.4 住吉町

一般40才代 辻　　孝一 17:14.26
5000m 梁川町

一般50才代 川端　七臣 10:49.88 小笠原　剛 13:08.25
3000m 城山台 小ヶ倉町

一般60才以上 井手　一良  9.37 小川　　直  9.39
60m +0.3 桜馬場 下町

一般60才以上 小川　　直 14:14.53
3000m 下町

NGR:大会新 亀田　信樹 杉本　育美
EGR:大会ﾀｲ

小川　広太郎 鮎川　良英

向　潮、藤島　義信

囲　　幸祐 市来　侑哉
峰　　一平 高橋　　剛
井手　大悟

11:30
晴れ
南
1.5

気象
天候
風向

風速(m/s)

永本　文耶  (3)
川上雄一朗  (3)

猿渡連太郎

決 勝 記 録 一 覧 表

中村　智彦  (3)
早瀬　卓大  (3)

迫　　洋介 入佐　一機

61 64 60

中里　彰宏  (1) 田川　聡一  (2)
中通　　晃  (1)
田川　誠之  (2)
中村　智和  (1)

68

吉丸　　亮  (1)
寺下　　翔  (1)
岡村　大介  (1)

松本　浩平  (2)
泉田　智寛  (2)
長堂　太平  (2)
溝川　昭宏  (2)

総 務
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市民体育・レクリエーション祭 女子
平成14年 10月14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　由佳 15.52 島本かなえ 15.70 藤本　有香 15.89 辻　　恵美 16.31 坂本　朝美 16.46 白井麻利世　 16.49

100m -0.3 長陸ク 長陸ク 長陸ク 東長陸ク 長陸ク 東長陸ク

小学 山口　元子 3m92(+2.2) 島本かなえ 3m84(+1.7) 南　　麗 3m63(+0.9) 藤本　有香 3m60(+0.8) 白井麻利世　 3m51(+1.3) 坂本　祐実 3m39(+1.3)

走幅跳 長陸ク 長陸ク 長陸ク 長陸ク 東長陸ク 長陸ク

小学 長陸クC 63.69 長陸クＡ 63.73 東長陸クA 66.88 東長陸クB 67.35 長陸クB 67.78
4×100m

中学 西　あかね 13.28 北川梨絵奈 13.49 里　　春香 13.58 水口　　彩 13.72 小森貴代美 13.78 渡邉　美樹 13.90

100m +0.4 福田(3) 福田(3) 橘(2) 福田(2) 橘(2) 桜馬場(2)

中学 上村　知世  5:14.20 村田　絵理  5:23.97 田中　朱子  5:26.33 池田　有希  5:27.24 太田　　梓  5:33.25 川内　千鶴  5:33.53

1500m 横尾(1) 桜馬場(1) 橘(2) 桜馬場(3) 橘(3) 橘(3)

中学 児島みさ紀 4m92(+1.4) 形部小百合 4m71(+1.4) 中川南美子 4m51(+1.0) 伊藤　宏美 4m37(+1.7) 堀川　知里 4m31(+2.0) 太田　静香 4m26(+1.5)

走幅跳 桜馬場(3) 桜馬場(3) 福田(3) 桜馬場(2) 福田(3) 桜馬場(1)

中学 杉田　朋美  10m55 丸尾　梨華   9m98 竹永亜希奈   8m95 滝川　真紀   8m45 濵口　咲希   8m36 島田　未央   7m69

砲丸投 桜馬場(3) 岩屋(2) 桜馬場(2) 桜馬場(1) 福田(2) 土井首(2)

中学 福田Ａ 51.82 橘Ａ 53.86 桜馬場Ｂ 54.64 岩屋Ａ 55.01 横尾 56.29 岩屋Ｂ 56.65
4×100m NGR

NGR:大会新 亀田　信樹 杉本　育美
EGR:大会ﾀｲ

小川　広太郎 鮎川　良英　

向　潮、藤島　義信

古田　千尋
藤本　有香 本村　志津 芳野　綾菜 南　　麗

坂本　朝美 島本かなえ 本村　千津 辻　　恵美

大塚　悠佳
長岡　有紀 近藤佳奈子 上戸　涼歌 高尾　　覧 伴　　明瑠

記録 記録記録 記録 記録 記録
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13:00 14:00 15:00 16:0012:00 総 務

審判長

長野かずみ  (2)
小森貴代美  (2)
村田あずみ  (2)
里　　春香  (2)

晴れ
南
3.7

小島　優姫  (2)

60

児島みさ紀  (3) 丸尾　梨華  (2)
宮本　　梓  (2)
村井　　涼  (2)
開　　美菜  (2)

68

徳永満利子  (3)
形部小百合  (3)

西　あかね  (3)

61

岩下　　萌  (2) 高橋優里衣  (1)
伊藤　陽子  (1)
川島　智子  (2)
北島　成望  (2)

64

原　　美鈴  (2)
中島めぐみ  (2)

中川南美子  (3)
北川梨絵奈  (3)

決 勝 記 録 一 覧 表

水口　　彩  (2)
伊藤　里沙  (2)

小林　由佳 坂本　祐実 白井麻利世　 川端　真央

山口　元子
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