
市民体育・レクリエーション祭 男子
平成17年 10月10日（月） 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 桑原　修三 13.89 山本　悠矢 14.69 鶴野　哲士 14.80 松村晋一郎 14.95 島　　孝彰 15.06 谷内　健将 15.41

100m +4.0 長崎陸上ク　 長崎陸上ク　 長崎陸上ク　 ＭＡＣ 長崎陸上ク　 長崎陸上ク　
小学 山本　悠矢 4m22(+2.7) 吉用　智也 3m68(+3.1) 木下　優幸 3m60(+5.5) 小川　裕生 3m59(+4.0) 鶴野　哲士 3m58(+1.9) 松村晋一郎 3m39(+1.3)

走幅跳 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　 ＭＡＣ
小学 長崎陸上クＡ 59.63 東長崎Ｊ 63.86 長崎陸上クＢ 64.22

4×100m

中学 柘植　洸紀 11.58 當麻竜太郎 11.66 中鳥　晃貴 11.71 岡田　純一 11.86 福地　良介 11.90 光永　裕弥 12.17
100m +4.1 東長崎(3) 東長崎(3) 岩屋(2) 東長崎(2) 東長崎(2) 岩屋(2)

中学 中野　大輔  9:52.74 野田旬太朗 10:15.25 中島　駿平 10:20.72 新井　俊輝 10:32.50 張　　瑞東 10:52.00 山口龍之介 10:53.43
3000m 福田(3) 福田(3) 福田(3) 福田(3) 滑石(2) 小江原(1)

中学 濵地　　航 5m60(+1.6) 西　　光輝 5m36(+1.3) 岡田　純一 5m33(+2.5) 笹本　健太 5m20(+3.2) 寺尾　源貴 5m17(+2.3) 山脇　滉介 5m15(+3.3)
走幅跳 福田(2) 福田(3) 東長崎(2) 橘(2) 丸尾(2) 福田(2)

中学 光武　直之  11m15 福地　良介  10m98 谷川　涼平  10m63 橋口　敬生  10m39 吉田　大輝   9m63 熊本　章太   8m21
砲丸投 福田(3) 東長崎(2) 東長崎(2) 福田(2) 桜馬場(3) 小江原(1)

中学 東長崎Ａ 47.23 岩屋Ｂ 47.41 東長崎Ｂ 47.43 福田Ａ 48.20 小江原Ａ 50.00 橘 50.90
4×100m

一般30才未満 安生地宣信 11.43 四辻　修道 12.00
100m +2.2 南消防署 文教町　

一般30才未満 四辻　修道 57.59
400m 文教町　

一般30才未満 松村　晋弥 5m70(+3.3) () () () () ()
走幅跳 NDKCOM

一般30才未満 四辻　修道   7m36
砲丸投 文教町　

一般30才代 吉田　修平 11.82 下田　健司 12.24
100m +5.1 滑石　 南消防署　

一般40才代 松村　晋弥 11.79 朝田　祐輔 12.51 牟田　浩徳 12.88
100m +3.4 NDKCOM 住吉町　 岩屋町　

一般60才代 松浦　　孝 13.79 小川　　直 15.40
100m +2.3 北陽町 下町

一般60才代 本川　住雄 14:33.68
3000m 浜平町　

一般70才以上 井手　一良 16.18
100m +2.3 桜馬場　

NGR:大会新 亀田　信樹 久保　英樹
EGR:大会ﾀｲ

小川広太郎 鮎川　良英

向　潮、藤島　義信

谷内　健将 橋口　晃宣 吉用　智也
桑原　修三 西川　涼祐 島　　孝彰
鶴野　哲士

11:30
晴れ

北北東
3.6

気象
天候
風向

風速(m/s)

本田　　満  (3)
當麻竜太郎  (3)

松本　　武 松崎　正紘

決 勝 記 録 一 覧 表

松尾　貴彦  (3)
柘植　洸紀  (3)

木下　優幸 諸熊　翔史 小川　裕生

51

高柳　圭佑  (2) 岩本　翔太  (2)
柴田　悠磨  (2)
林田　健司  (1)
笹本　健太  (2)

49

嘉松　宏之  (2)
竹山　拓也  (2)
森　　純平  (1)

51

谷川　涼平  (2) 光武　直之  (3)
三浦　紀之  (3)
濵地　　航  (2)
西　　光輝  (3)岡田　純一  (2)

當麻将之輔  (2)
福地　良介  (2)

川口　拓実  (2)
野田　俊介  (2)
光永　裕弥  (2)
中鳥　晃貴  (2)

総 務

審判長25.0
51

風向風速

記録主任技術総務

13:00 14:00 15:0012:00
晴れ
北北東
3.5

晴れ
北北東
4.5
25.0

曇り
北北東
3.1
26.0

曇り
北北東
2.0
25.0気温(℃)

湿度(％)
24.5
54

記録 記録記録 記録 記録 記録



市民体育・レクリエーション祭 女子
平成17年 10月10日（月） 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 橋本　祐依 13.97 中村こころ 14.83 松尾　星佳 14.92 筒井　絢莉 14.99 下小牧利紗 15.43 銭神　佑紀 15.64

100m +3.6 長崎陸上ク　 長崎陸上ク 東長崎Ｊ　 長崎陸上ク　 長崎陸上ク 東長崎Ｊ　

小学 中村こころ 3m93(+3.1) 橋本　祐依 3m39(+4.6) 松尾　星佳 3m37(+3.7) 長井　新菜 3m25(+2.7) 筒井　絢莉 3m15(+2.7) 山﨑　新菜 3m12(+3.7)

走幅跳 長崎陸上ク 長崎陸上ク 東長崎Ｊ　 長崎陸上ク　 長崎陸上ク　 ＭＡＣ

小学 東長崎Ｊ 64.46 ＭＡＣ 65.73 長崎陸上クＢ 66.29
4×100m

中学 山口　千秋 13.09 相良　茉優 13.41 高巣　智美 13.46 山形　　栞 13.58 深山莉穂子 13.59 山口　奈美 13.60

100m +3.7 小江原(2) 岩屋(2) 橘(2) 桜馬場(1) 小江原(2) 桜馬場(2)

中学 吉田友紀子  5:10.31 吉田　夢未  5:12.90 石瀬　裕子  5:22.01 末次　志帆  5:25.82 城　　琴泉  5:33.85 山田有沙子  5:43.09

1500m 福田(2) 福田(3) 小江原(1) 西浦上(1) 福田(3) 西浦上(2)

中学 島田　莉緒 4m34(+2.5) 山田　桃子 4m25(+4.5) 室野　菜月 4m19(+3.4) 宮﨑　愛美 4m08(+2.5) 勢上　留衣 4m07(+1.8) 今村　　萌 4m04(+3.1)

走幅跳 橘(1) 橘(2) 橘(1) 岩屋(2) 岩屋(2) 福田(3)

中学 藤原　有規  10m47 小栁　柊栞   9m51 高巣　智美   8m55 溝口　優貴   7m34 田添真紀子   7m18 奥村奈緒美   6m88

砲丸投 西浦上(2) 桜馬場(2) 橘(2) 岩屋(2) 桜馬場(1) 橘(1)

中学 小江原Ａ 53.40 桜馬場 54.19 岩屋Ａ 55.49 東長崎Ａ 56.71 東長崎Ｂ 56.98 岩屋Ｂ 57.36
4×100m

NGR:大会新 亀田　信樹 久保　英樹
EGR:大会ﾀｲ

小川広太郎 鮎川　良英

向　潮、藤島　義信

林　　千尋  (5) 出口　汐莉
松尾　星佳 松村　由香  (5) 森　　美晴

篠原みなも 山﨑なず菜  (5) 田添　史夏

記録 記録記録 記録 記録 記録

気温(℃)
湿度(％)

24.5
54

25.025.0

曇り
北北東
3.1
26.0

晴れ
北北東
3.5

晴れ
北北東
4.5

25.0
51

風向風速

記録主任技術総務

13:00 14:00 15:0012:00 総 務

審判長

貞包由佳梨  (3)
山形　　栞  (1)
園田　志野  (1)
山口　奈美  (2)

曇り
北北東
2.0

田中　優紀  (1)

51

木下　明子  (1) 伊津野　愛  (2)
仁位　彩香  (2)
川添　美郷  (2)
門口　実加  (2)勢上　留衣  (2)

溝口　優貴  (2)
深山莉穂子  (2)

51

上戸　　結  (1) 中野ありさ  (2)
柿本　美佳  (1)
平野しおり  (3)
宮﨑　愛美  (2)

49

吉原しおり  (1)
大場　　栞  (1)

東　　菜々  (2)
山口　千秋  (2)

決 勝 記 録 一 覧 表

山田愛理沙  (2)
相良　茉優  (2)

銭神　佑紀 山﨑　新菜  (6) 長井　新菜

佐藤　汐菜

気象
天候
風向

風速(m/s)

11:30
晴れ

北北東
3.6


