
（３位以上の成績優秀者・団体）

　○個人の部
　　１位

水泳 男子25 m バタフライ 75～79歳 湯川　幸太郎 (長崎市)

　　２位
水泳 男子50 m 平泳ぎ 65～69歳 小山　和洋 (佐世保市)
水泳 男子50 m バタフライ 75～79歳 湯川　幸太郎 (長崎市)
水泳 混合メドレーリレー280歳以下の部 福田　緑 (佐世保市)

小山　和洋 (佐世保市)
野本　知之 (波佐見町)
本山　説子 (長崎市)

　　３位
マラソン 男子 3㎞ 70歳以上 佐藤　悟 (長崎市)
マラソン 女子 3㎞ 70歳以上 佐藤　久美子 (雲仙市)
マラソン 男子 5㎞ 70歳未満 森岡　直人 (長崎市)
水泳 女子50 m 平泳ぎ 65～69歳 峯　　ひさ子 (大村市)
将棋 火牛ブロック 森塚　勝男 (長崎市)

サッカー

（入賞・優秀賞・その他の受賞）

  ○優秀賞（団体）

卓球

テニス

剣道

　　１位

第３１回全国健康福祉祭とやま大会（ねんりんピック富山2018）
          　 　長崎県選手団成績について

　○団体の部

Ｇブロック1位
　　２位

順位別リーグ戦 第1位グループ　4ブロック準優勝ソフトバレーボール

平成３０年１１月３日から富山県で開催された第３１回全国健康福祉祭とやま大会

（ねんりんピック富山2018）における、本県選手団の成績について、下記のとおり

お知らせします。

１ 期 日 平成３０年１１月３日（土）～６日（火）

２ 会 場 富山県下１５市町村

３ 成 績 結果については別紙を参照してください。



ねんりんピック富山2018
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（Ｘブロック）　1位 1勝

(長崎県選抜)

70 ﾁｰﾑ 予選2次リーグ(第1位グループＢブロック)　2位 1勝1敗

2.テニス 4 2 6  予選　Оグループ1位 3勝0敗

（長崎あじさい）

72 ﾁｰﾑ

3.ソフトテニス 4 3 7 2位グループ決勝トーナメント　準々決勝敗退 予選リーグ　Ｇブロック2位 2勝1敗

（がんばらんば長崎） 　

66 ﾁｰﾑ

　

4.ソフトボール 14 0 14 トーナメント２回戦敗退 １回戦　(長崎県7－0新潟県)

（長崎呑長）

66 ﾁｰﾑ

5.ゲートボール 4 3 7 予選リーグ敗退 予選リーグ ＡパートＣ 1勝2敗

（時津）

144 ﾁｰﾑ

6.ペタンク 1 2 3 予選リーグ　Ａブロック1勝2敗

（いさはやＡ）

68 ﾁｰﾑ

7.ゴルフ 3 0 3 個人戦（７０歳以上の部）

（軍艦島） 森　　正治 74位
56 ﾁｰﾑ 本村　賢司 69位
86 名 和田　文芳 32位

8.マラソン 4 2 6 佐藤　　悟 70歳以上 男子 3㎞     3位／27名 0:12:49
（長崎県選抜） 佐藤久美子 70歳以上 女子 3㎞　　 3位／12名 0:15:15

森岡　直人 70歳未満 男子 5㎞　　 3位／19名 0:20:15
矢野由紀子 70歳未満 女子 5㎞　   5位／14名 0:24:13
川端　七臣 70歳以上 男子10㎞　　 8位／26名 0:47:02
森山　恵悟 70歳以上 男子10㎞　　 6位／26名 0:45:19

1位グループ決勝トーナメント　１回戦敗退

種　　目
(チーム名）

参加選手
成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績

第2次予選リーグ敗退　優秀賞

参加チーム (長崎県3－2岐阜県)

(長崎県2－3徳島県　長崎県3－2富山県Ｂ)

1位グループ決勝トーナメント　１回戦敗退　優秀賞

参加チーム (長崎県2－1広島県　長崎県2－1富山県Ｂ　長崎県3－0山形県)

3Km   男50名　女27名

(長崎県1—2栃木県)

参加チーム (長崎県2－1山形県　長崎県2－1川崎市　長崎県1－2奈良県)

準々決勝　(長崎県1—2北海道)

参加チーム

参加チーム (長崎県10—14長野県 長崎県16－7広島県 長崎県5－21京都市)

2位グループ決勝トーナメント　準々決勝敗退

１回戦　(長崎県2—1岐阜県)

２回戦　(長崎県2—6奈良県)

予選リーグ敗退

参加チーム (長崎県11－4富山県Ｂ　長崎県5－11相模原市　長崎県2－11宮城県)

参加チーム

参加人員

5Km   男51名　女24名

10Km  男58名  女24名

団体戦43位 （チームNET226.4）



ねんりんピック富山2018
長崎県選手団成績表

男 女 計

種　　目
(チーム名）

参加選手
成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績

9.弓道 5 1 6 予選敗退

（長崎県選抜）

70 ﾁｰﾑ

10.剣道 5 0 5 決勝トーナメント２回戦敗退　優秀賞

（長崎県選抜） 2勝0敗　

69 ﾁｰﾑ

                 

11.水泳 4 4 8 山道　安人 男子25m 自由形　　（70～74歳） 8位/17名中 15.52

（長崎県選抜） 野本　知之 男子25m 自由形　　（60～64歳） 5位/ 7名中 14.49

計 320 名 山道　安人 男子50m 自由形　　（70～74歳） 9位/20名中 34.39

男性 168 名 小山　和洋 男子25m 平泳ぎ　 　(65～69歳) 4位/11名中 18.21

女性 152 名 小山　和洋 男子50m 平泳ぎ　 　(65～69歳) 2位/15名中 39.78

湯川幸太郎 男子25m バタフライ（75～79歳） 1位/ 4名中 16.47

野本　知之 男子25m バタフライ（60～64歳） 5位/ 5名中 15.12

湯川幸太郎 男子50m バタフライ（75～79歳） 2位/ 3名中 37.76

本山　説子 女子25m 自由形　　（60～65歳） 5位/13名中 17.14

本山　説子 女子50m 自由形　　（60～65歳） 4位/12名中 39.21

西山惠美子 女子25m 背泳ぎ　 　(65～69歳) 6位/11名中 23.37

福田　　緑 女子25m 背泳ぎ　 　(60～65歳) 5位/14名中 19.32

西山惠美子 女子50m 背泳ぎ　 　(65～69歳) 6位/12名中 50.97

福田　　緑 女子50m 背泳ぎ　 　(60～65歳) 4位/11名中 42.77

峯　ひさ子 女子25m 平泳ぎ　 　(65～69歳) 4位/ 9名中 21.67

峯　ひさ子 女子50m 平泳ぎ　 　(65～69歳) 3位/ 8名中 47.12

福田　緑、小山和洋、野本知之、本山説子 2位/29チーム中 1:08.95

西山惠美子、峯　ひさ子、湯川幸太郎、山道安人 8位/24チーム中 1:16.60

野本知之、福田　緑、本山説子、小山和洋 9位/28チーム中 1:02.83

山道安人、峯　ひさ子、西山惠美子、湯川幸太郎 7位/24チーム中 1:07.64

参加チーム (長崎県4－1仙台市　長崎県3－2石川県　)

参加チーム 1回戦　20射中7中　2回戦　20射中6中　

予選リーグ 　1位通過

　　2回戦　長崎県0-5富山県Ａ

参加人員

混合メドレーリレー280歳以下の部

混合メドレーリレー281歳以上の部

混合フリーリレー　280歳以下の部

混合フリーリレー　281歳以上の部

決勝トーナメント　1回戦　長崎県3-1大分県



ねんりんピック富山2018
長崎県選手団成績表

男 女 計

種　　目
(チーム名）

参加選手
成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績

12.グラウンド・ゴルフ 5 1 6 男女別順位

（新上五島和楽会） 下原不二夫 男　 120位 61打
計 391 名 原塚　寿治 男　 254位 70打
男性 260 名 笹山　定一 男　 188位 65打
女性 131 名 下原　清孝 男　 252位 69打

下原　謙二 男　  59位 57打
下原　恵子 女   128位 72打

13.ラグビーフットボール 15 0 15 交流試合　２敗

（長崎当惑）

27 ﾁｰﾑ

14.ボウリング 2 2 4 ２人チーム戦 個人戦

峰下　正道 74位/518点

（シーボルト、あじさい） 73 ﾁｰﾑ 森田　伸幸　　 56位/552点

146 名 松尾美代子 20位/562点

男性 99 名 吉田　純子 31位/524点

女性 47 名

15.サッカー 17 0 17 ブロック優勝　 Ｇブロック1位

（長崎県選抜） 2勝1敗

64 ﾁｰﾑ

16.ソフトバレーボール 4 4 8

（南島原）

67 ﾁｰﾑ

17.太極拳 0 6 6

（諫早四川クラブ）

59 ﾁｰﾑ

18.ダンススポーツ 4 4 8 団体戦28位/49組中 タンゴ 本多　英雄・岩岡　良子  33位 チャチャチャ 本多　英雄・岩岡　良子  62位

(長崎雑技団) タンゴ 喜代原　信・村上　文子  93位 チャチャチャ 喜代原　信・村上　文子  62位

54 ﾁｰﾑ タンゴ 本多　秀男・乾　　恵子 113位 チャチャチャ 平田　好郎・祐野　重子  90位

タンゴ 平田　好郎・祐野　重子 137位 ワルツ 本多　英雄・岩岡　良子  27位

ルンバ 喜代原　信・村上　文子  72位 ワルツ 喜代原　信・村上　文子 109位

ルンバ 本多　英雄・岩岡　良子  87位 ワルツ 平田　好郎・祐野　重子 135位

ルンバ 平田　好郎・祐野　重子 132位 ワルツ 本多　秀男・乾　　恵子 135位

参加チーム

(長崎県2－0広島県）

参加人員

(長崎県7－29三重県 　長崎県17－24富山県Ｂ)

参加チーム

総合順位 ３３位 （8.730点）

(長崎県0－2横浜市）

予選リーグ　Ｊブロック　　2勝　1位

参加チーム (長崎県2－0仙台市　　長崎県2－0埼玉県)

順位別リーグ戦（第1位グループ）

ブロック準優勝

参加チーム

1位グループ ４ブロック　　1勝1敗

(長崎県2－1熊本県　長崎県1－2静岡県)

参加チーム

参加チーム (長崎県1－0長野県）

シーボルト（峰下正道・森田伸幸）　　51位/2117点　

あじさい　（松尾美代子・吉田純子）　56位/2084点



ねんりんピック富山2018
長崎県選手団成績表

男 女 計

種　　目
(チーム名）

参加選手
成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績

19.パークゴルフ 3 1 4 個人の部 男女別順位

（ＰＧ長崎） 辻　　俊博 男　18位

吉田　和夫 男　55位

俣野喜一郎 男　61位

相良かよ子 女　31位

20.囲　　碁 2 1 3 団体戦　１７位　7勝5敗 個人戦
（長崎あじさい） 宮本　健志 つるぎブロック

64 ﾁｰﾑ 山本　恒之 かもしかブロック
峰　　洋子 さつきブロック

21.将　　棋 3 0 3 団体戦　予選リーグ敗退

（長崎県） 木下　哲夫 源平ブロック 1回戦敗退

64 ﾁｰﾑ 中村　英男 メルヘンブロック 2回戦敗退

森塚　勝男 火牛ブロック

22.健康マージャン 4 0 4 個人戦

（長崎県選抜） 森田　久美 曳山ブロック 14位

計 277 名 石司　和昭 やぶさめブロック 58位

男性 228 名 神岡　康一 海王丸ブロック 62位

女性 49 名 直塚　辰之 シロエビブロック 12位

美　術　展 入賞なし

参加チーム

個人戦

参加チーム

参加人員

計135名

男性86名

女性49名

参加人員

団体戦　11位/67チーム　

（長崎県0－3宮城県　長崎県2－1島根県　長崎県0ー3富山県Ｄ)

ブロック3位

スコア111

スコア123　

スコア126　

スコア125　

団体の部　１６位（スコア359）

9位　3勝1敗
26位　2勝2敗
26位　2勝2敗

１勝２敗　４位


