
市民体育・レクリエーション祭 男子
平成18年 10月15日（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　　孝彰 13.46 松村晋一郎 13.92 吉用　智也 14.43 松崎　正紘 14.45 本田　遊大 14.54 磯野　和久 14.97

100m +2.6 長崎陸上ク ＭＡＣ 長崎陸上ク 長崎陸上ク 長崎陸上ク ＭＡＣ
小学 松村晋一郎 4m22(-1.0) 吉用　智也 4m00(-0.3) 松島　　慶 3m89(-0.9) 長濱　　慎 3m88(-0.9) 磯野　和久 3m69(-1.4) 松崎　正紘 3m68(-1.8)

走幅跳 ＭＡＣ 長崎陸上ク 長崎陸上ク ＭＡＣ ＭＡＣ 長崎陸上ク
小学 長崎陸上クＡ 57.97 ＭＡＣ 59.35 長崎陸上クＣ 64.03 東長崎ＪＢ 64.72 長崎陸上クＢ 65.58 東長崎ＪＡ 67.10

4×100m

中学 谷川　涼平 11.85 中村　洋文 11.95 松尾　龍太 12.00 當麻将之輔 12.06 鶴崎　健治 12.09 岡田　純一 12.15
100m +1.8 東長崎(3) 長崎東(3) 小江原(1) 東長崎(3) 桜馬場(2) 東長崎(3)

中学 山田　肇政  9:40.14 東野　周平  9:42.45 塚原　道秀 10:07.13 薦田　哲朗 10:11.03 佐藤　佳祐 10:13.98 森田　祐輝 10:36.93
3000m 岩屋(3) 長崎琴海(3) 小江原(2) 桜馬場(2) 小江原(2) 小島(2)

中学 岡田　純一 5m92(-0.4) 中村　洋文 5m84(-1.2) 濵地　　航 5m33(+0.1) 有川　和磨 5m21(-2.6) 野中　廣茂 5m20(-0.3) 今村　紀貴 5m17(-1.6)
走幅跳 東長崎(3) 長崎東(3) 福田(3) 長崎琴海(3) 長崎琴海(3) 長崎琴海(3)

中学 谷川　涼平  11m32 福地　良介   9m68 小林　正吾   9m47 吉村　和朗   9m25 鈴木　健悟   8m72 鶴崎　健治   7m99
砲丸投 東長崎(3) 東長崎(3) 福田(3) 東長崎(2) 東長崎(2) 桜馬場(2)

中学 東長崎Ａ 46.72 小江原Ａ 47.47 長崎琴海Ａ 47.84 岩屋Ｂ 47.93 桜馬場Ａ 49.26 東長崎Ｂ 50.22
4×100m

一般30才未満 山本　孝弘 11.86 石田　健吾 13.87
100m +1.0 北消防署 浜平町

一般30才未満 松村　晋弥 5m81(-0.7) () () () () ()
走幅跳 MAC

一般30才未満 松村　晋弥   8m50
砲丸投 MAC

一般30才代 安生地宣信 11.34 下田　健司 12.32
100m +1.0 北消防署 NGR 南消防署

一般40才代 松村　晋弥 12.08 中野　浩一 12.43 朝田　祐輔 12.95
100m +1.9 MAC NGR 西北町 NGR 住吉町

一般60才代 小川　　直 16:39.80
3000m 下町川　直

一般70才以上 小川　　直 15.53
100m +1.5 下町 NGR

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

松島　　慶 長濱　　慎 西川　　智 船津太威智
吉用　智也 磯野　和久 松崎玲央奈 永田　昂陽
松崎　正紘

11:30
晴れ

北北東
1.7

気象
天候
風向

風速(m/s)

谷川　涼平  (3)
福地　良介  (3)

杉本　恭一 平岡侑一郎
神田　悠志 浦川　耀平

浦川　浩貴 川下　洋和 諸熊　祥希 今村　祥汰

決 勝 記 録 一 覧 表

當麻将之輔  (3)
岡田　純一  (3)

小川　晟矢
島　　孝彰 松村晋一郎 本田　遊大 田島　翔也 遠藤　常晃 佐藤　大樹

40

薦田　哲朗  (2) 永田　　滉  (2)
石橋　　定  (2)
吉村　和朗  (2)
鈴木　健悟  (2)

41

森　　政貴  (2)
望月　恵介  (1)
鶴崎　健治  (2)

41

野中　廣茂  (3) 山崎伸太郎  (2)
藤田　恭平  (2)
川口　具起  (2)
藤野　洋司  (2)原　　佑樹  (3)

浜辺　泰祐  (3)
有川　和磨  (3)

熊本　章太  (2)
松尾　龍太  (1)
本田　昂希  (2)
森　　純平  (2)

総 務

審判長26.5
40

風向風速

記録主任技術総務

13:00 14:00 15:0012:00
晴れ
北東
2.1

晴れ
北東
1.0
27.0

晴れ
北北東
2.0
26.5

晴れ
北北東
1.8
26.0気温(℃)

湿度(％)
26.5
40
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市民体育・レクリエーション祭 女子
平成18年 10月15日（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 田嶋　桃子 14.85 森　　美晴 14.98 白石万由子 15.00 銭神　佑紀 15.02 長井　新奈 15.28 竹田　莉紗 15.46

100m +4.3 長崎陸上ク 長崎陸上ク 東長崎Ｊ 東長崎Ｊ 長崎陸上ク 長崎陸上ク

小学 林　　千尋 3m71(0.0) 荒木はるか 3m68(-1.4) 長井　新奈 3m66(-1.2) 森　　美晴 3m37(+0.4) 松村　由香 3m35(-0.7) 坂口さくら 3m29(-0.9)

走幅跳 ＭＡＣ 戸町小 長崎陸上ク 長崎陸上ク ＭＡＣ 長崎陸上ク

小学 東長崎ＪＡ 61.60 長崎陸上クＡ 62.79 ＭＡＣＡ 63.03 ＭＡＣＢ 66.86 東長崎ＪＢ 68.48
4×100m

中学 山形　　栞 13.11 山口　千秋 13.31 森山　和恵 13.46 山田　　遥 13.46 山下　阿美 13.56 荒木　美里 13.61

100m +1.0 桜馬場(2) 小江原(3) 桜馬場(2) 小江原(2) 岩屋(1) 岩屋(1)

中学 中村こころ  5:09.52 宮崎　麻衣  5:10.94 平野　晶子  5:11.30 石瀬　裕子  5:11.58 新井　雪菜  5:17.80 初村　翔子  5:20.31

1500m 岩屋(1) 岩屋(1) 岩屋(1) 小江原(2) 滑石(1) 長崎琴海(1)

中学 林田　小菜 4m52(-1.4) 園田　志野 4m32(-2.7) 古田　瑞歩 4m23(-2.3) 橋口　紗香 4m18(-2.4) 井手友梨香 4m09(-2.5) 中尾　真実 4m07(-2.7)

走幅跳 長崎東(2) 桜馬場(2) 長崎琴海(2) 長崎琴海(1) 桜馬場(2) 長崎琴海(2)

中学 河邉　菜摘   8m43 向井　里沙   8m35 林田　優希   8m12 田添真紀子   7m93 川村ひらり   7m42 藤田ゆきの   7m40

砲丸投 福田(2) 福田(2) 小島(1) 桜馬場(2) 小江原(1) 小江原(1)

中学 桜馬場Ａ 52.78 小江原Ａ 53.57 岩屋Ｂ 54.14 福田 55.15 岩屋Ａ 55.27 小江原Ｂ 56.17
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

白井　志乃
田添　史夏 林　　千尋 峯　　育子 中右　璃子

銭神　佑紀 森　　美晴 松村　由香 池田千奈未

藤下かなめ
白石万由子 長井　新奈 山﨑なず菜 橋田　美咲 平山　　遥

記録 記録記録 記録 記録 記録

気温(℃)
湿度(％)

26.5
40
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風向風速

記録主任技術総務

13:00 14:00 15:0012:00 総 務

審判長

東　　菜々  (3)
山田愛理沙  (3)
山口　千秋  (3)
深山莉穂子  (3)

晴れ
北北東
1.8

柿本　美佳  (2)

41

中村こころ  (1) 石橋　真秀  (2)
峰　　歩花  (2)
向井　里沙  (2)
濵　　夏樹  (2)山下　阿美  (1)

小西　亜依  (1)
森山　和恵  (2)

40

黒﨑　梨名  (2) 長坂　麻美  (2)
山田　　遥  (2)
永尾　優実  (2)
鹿山まどか  (2)

41

木下　明子  (2)
原　　依理  (2)

園田　志野  (2)
山形　　栞  (2)

決 勝 記 録 一 覧 表

北川　沙綾  (1)
荒木　美里  (1)

篠原みるも 竹田　莉紗 出﨑　美菜 浦川　千里

佐藤　汐菜

気象
天候
風向

風速(m/s)

11:30
晴れ

北北東
1.7


