
（３位以上の成績優秀者・団体）

　○個人の部
　　１位

マラソン 男子10㎞ 70歳以上 渡海　義美 (長崎市)
水泳 男子25m バタフライ 70～74歳 緒方　徳光 (佐世保市)
水泳 男子50m バタフライ 70～74歳 緒方　徳光 (佐世保市)
水泳 男子50m 平泳ぎ 60～64歳 大塚　純則 (佐世保市)
水泳 男子25m 背泳ぎ 60～64歳 湯野　孝 (佐世保市)
水泳 女子25m 自由形 60～64歳 吉川　三重子 (長崎市)
水泳 混合フリーリレー281歳以上の部 緒方  徳光 (佐世保市)

児玉　啓子 (佐世保市)
池田　博子 (諫早市)
森　　洋一 (諫早市)

　　２位
水泳 男子25m 自由形 75～79歳 森　  洋一 (諫早市)
水泳 男子25m 平泳ぎ 75～79歳 森　  洋一 (諫早市)
水泳 男子25m 平泳ぎ 60～64歳 大塚　純則 (佐世保市)
水泳 男子50m 背泳ぎ 60～64歳 湯野　孝 (佐世保市)
水泳 女子50m 自由形 60～64歳 吉川　三重子 (長崎市)

混合メドレーリレー281歳以上の部 児玉　啓子 (佐世保市)
森　　洋一 (諫早市)
緒方　徳光 (佐世保市)
池田　博子 (諫早市)

　　３位
マラソン 男子10㎞ 60～69歳 山田　秀徳 (波佐見町)
水泳 女子50m バタフライ 65～69歳 江﨑　多美子 (長崎市)
水泳 女子25m 平泳ぎ 70～74歳 池田　博子 (諫早市)
水泳 女子25m 自由形 70～74歳 池田　博子 (諫早市)
将棋 南外ブロック 江崎　進 (長崎市)

ソフトバレーボール

卓球

（入賞・優秀賞・その他の受賞）

  ○優秀賞（団体）

テニス

ぺタンク

  ○優秀賞（個人）

マラソン 60～69歳 男子 5㎞  　 谷本　雅嗣 （平戸市）

マラソン 70歳以上 女子 5㎞  　 股張　敬子 （長崎市）

囲碁 あきたすぎブロック 　 手嶋　秀範 （長崎市）

  ○高齢者賞（個人）
ぺタンク 本多　キクエ （島原市）

将棋 岩本　寅吉 （長崎市）

健康マージャン 小山　道正 （長与町）

　　２位
第1位グループ　決勝トーナメント　準優勝

ソフトテニス

順位別リーグ戦第1位グループ　6ブロック優勝

　○団体の部
　　１位

水泳



ねんりんピック秋田2017
長崎県選手団成績表

男 女 計

1.卓　　球 4 3 7 予選１次リーグ　Uブロック1位 2勝0敗

(長崎県選抜) 　1回戦　 (長崎県3－1新潟県) 

70 ﾁｰﾑ 　準決勝　(長崎県3－1東京都B) 予選リーグ1位 Fブロック1位 2勝0敗

　決　勝　(長崎県0－3愛知県)

2.テニス 4 2 6  予選Rグループ１位 3勝0敗

（がんばらんば長崎） 　(長崎県1－2大阪市)

72 ﾁｰﾑ

3.ソフトテニス 4 3 7 決勝トーナメント敗退　優秀賞 予選リーグ　Hブロック1位 3勝0敗

（がんばらんば長崎） 　(長崎県0－3さいたま市)

65 ﾁｰﾑ

4.ソフトボール 14 0 14 トーナメント1回戦敗退 １回戦　(長崎県 3－4岩手県)

（長崎シニア） (長崎県 3－4岩手県) 交歓試合(長崎県12－1岡山県)

65 ﾁｰﾑ

5.ゲートボール 4 3 7 決勝トーナメント1回戦敗退　 予選リーグ Bパート 3勝

（西海・大島Ｘ） (長崎県8ー10相模原市)

142 ﾁｰﾑ

6.ペタンク 2 2 4 Ｎブロック 2勝1敗

（島原三会） (長崎県3ー13和歌山県)

68 ﾁｰﾑ 　　　　　　　本多　キクエ　　高齢者賞

7.ゴルフ 3 0 3 団体戦36位 チームNET224.2

（軍艦島） 永元　祥人 日本海コース （65歳～69歳の部）43位/49名中
53 ﾁｰﾑ 濵里　敏照 太平山コース （60歳～64歳の部）23位/25名中

平子長二郎 日本海コース （70歳以上の部）　11位/90名中
8.マラソン 4 1 5 井手　智弘 70歳未満 男子 3㎞     　9位／18 11分39秒

（長崎県） 谷本　雅嗣 60～69歳 男子 5㎞　　   5位／32 優秀賞 20分48秒
股張　敬子 70歳以上 女子 5㎞　　   4位／10 優秀賞 28分08秒
山田　秀徳 60～69歳 男子10㎞　 　  3位／23 41分49秒
渡海　義美 70歳以上 男子10㎞　 　  1位／35 41分42秒

9.弓道 4 2 6 予選敗退

（長崎県）

67 ﾁｰﾑ

(長崎県25－5浜松市　長崎県21－9愛知県　長崎県25－5栃木県)

参加チーム (長崎県11－0新潟市　長崎県11－3千葉市　長崎県2－11鳥取県)

参加チーム

参加人員

参加チーム (長崎県－仙台市　長崎県－兵庫県　長崎県－新潟市)

(長崎県4－1秋田県Ｃ　　長崎県3－2富山県)

(長崎県3－2北海道　　長崎県3－2栃木県)

参加チーム (長崎県3－0秋田県Ｄ　長崎県3－0鳥取県　長崎県2－1千葉市)

種　　目
(チーム名）

成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績

第1位グループ　決勝トーナメント 準優勝　

第1位グループ　決勝トーナメント 　優秀賞　

参加チーム

参加チーム

参加選手

参加チーム

3Km   男56名　女34名

5Km   男64名　女26名

10Km 男60名 女24名

予選団体的中数合計14 (42位)参加チーム

決勝トーナメント2回戦敗退　優秀賞　



ねんりんピック秋田2017
長崎県選手団成績表

男 女 計

種　　目
(チーム名）

成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績
参加選手

10.剣道 4 0 4

（長崎県選抜） 1勝1敗　

67 ﾁｰﾑ

11.水泳 4 4 8 緒方　徳光 男子25m バタフライ（70～74歳） 1位/7人中 15秒08

緒方　徳光 男子50m バタフライ（70～74歳） 1位/4人中 33秒79

計 294 名 森  　洋一 男子25m 自由形　 　(75～79歳) 2位/10人中 15秒15

男性 161 名 森　洋一 男子25m 平泳ぎ　 　(75～79歳) 2位/9人中 18秒79

女性 133 名 大塚　純則 男子25m 平泳ぎ　 　(60～64歳) 2位/10人中 16秒56

大塚　純則 男子50m 平泳ぎ　 　(60～64歳) 1位/11人中 36秒76

湯野　孝 男子25m 背泳ぎ　 　(60～64歳) 1位/5人中 15秒97

湯野　孝 男子50m 背泳ぎ　 　(60～64歳) 2位/4人中 36秒92

江﨑　多美子 女子50m バタフライ（65～69歳） 3位/3人中 49秒10

江﨑　多美子 女子50m 背泳ぎ　 　(65～69歳) 7位/14人中 47秒58

児玉　啓子 女子25m 背泳ぎ　 　(65～69歳) 4位/15人中 20秒49

児玉　啓子 女子50m 背泳ぎ　 　(65～69歳) 6位/14人中 46秒46

池田　博子 女子25m 平泳ぎ 　　(70～74歳) 3位/5人中 24秒33

池田　博子 女子25m 自由形　 　(70～74歳) 3位/10人中 19秒71

吉川　三重子 女子25m 自由形　 　(60～64歳) 1位/4人中 15秒23

吉川　三重子 女子50m 自由形　 　(60～64歳) 2位/8人中 34秒32

児玉啓子、森　洋一、緒方徳光、池田博子 2位/10チーム中 1分12秒17

湯野　孝、大塚純則、江﨑多美子、吉川三重子 4位/23チーム中 1分08秒54

湯野　孝、江﨑多美子、吉川三重子、大塚純則 6位/19チーム中 1分01秒91

緒方徳光、児玉啓子、池田博子、森　洋一 1位/28チーム中 1分04秒98

12.グラウンド・ゴルフ 4 2 6 男女別順位 計

（長崎県） 谷本　正人 男　 19位 55打
計 396 名 冨本　眞澄 男　 56位 59打

男性 250 名 松永　一明 男　180位 66打
女性 146 名 眞島　鎭馬 男  159位 65打

冨本　丸子 女   68位 66打
谷本　保代 女  139位 74打

13.ラグビーフットボール 17 0 17 2敗

（長崎県当惑チーム）

22 ﾁｰﾑ

14.サッカー 17 0 17 予選敗退 Ｌブロック4位

（島原オールドボーイサッカー倶楽部）

64 ﾁｰﾑ

15.ソフトバレーボール 4 4 8

（西海パールズ）

66 ﾁｰﾑ

混合フリーリレー281歳以上の部

                    (本数1本負け)

(長崎県4－1愛知県　長崎県2－2　1分け東京都Ｂ)

(長崎県7―49岩手県 長崎県5―24石川県 )

予選リーグ 

参加チーム

参加人員

参加人員

混合メドレーリレー281歳以上の部

混合メドレーリレー280歳以下の部

混合フリーリレー280歳以下の部

順位別リーグ戦第1位グループ　6ブロック優勝

参加チーム

(長崎県1－2茨城県）

参加チーム (長崎県1－2和歌山県）

(長崎県0－2秋田県Ｂ）

予選リーグ　Dブロック2勝0敗1位

参加チーム (長崎県2－0埼玉県　　長崎県2－1京都府)

1位グループ　6ブロック1勝1敗（得失点差で優勝）

(長崎県2－1秋田県　　長崎県1－2長野県)

予選敗退
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長崎県選手団成績表

男 女 計

種　　目
(チーム名）

成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績
参加選手

16.太極拳 0 7 7 総合順位 13位　8.83点

（がんばらんば長崎）

59 ﾁｰﾑ

17.パークゴルフ 3 1 4 団体戦14位　スコア369 男女別順位

松尾　良治 男　39位 スコア　122

（長崎県パークゴルフ協会） 林　　俊道 男　59位 スコア　129

浦川　勝義 男　18位 スコア　116

田川　広子 女　24位 スコア　131

18.囲　　碁 2 1 3
個人戦

（あじさい長崎） 永田　義則 くろまつブロック 37位　2勝2敗
62 ﾁｰﾑ 手嶋　秀範 あきたすぎブロック 19位　3勝1敗　　優秀賞

小泉　節子 さくらブロック 32位　2勝2敗　

19.将　　棋 3 0 3 団体戦　予選リーグK組4位

（長崎県） 個人戦

65 ﾁｰﾑ 江崎　進 南外ブロック 3位

石川　寛二 仙北ブロック ベスト8
岩本　寅吉 太田ブロック ベスト8　　高齢者賞

20.健康マージャン 2 2 4 団体戦　47位/68チーム　

（長崎県選抜） 〈個人戦〉

計 272 名 吉岡　俊和 29位　　

男性 225 名 小山　道正 35位 高齢者賞

女性 47 名 和田　頼子 29位　　
吉野　智子 39位　

美　術　展 入賞なし

参加チーム

参加人員

計134名

男性81名　女性52名

参加人員

団体戦20位　7勝5敗

参加チーム

団体戦予選リーグ　Ｋ組　0勝　3敗　4位

参加チーム (長崎県0－3富山県　長崎県1－2神戸市　長崎県0ー3さいたま市)

  あじさいブロック

マタギブロック

森吉山ブロック
大太鼓ブロック
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