
              第１８回市民体育・レクリエーション祭結果 

 

             日  時  平成２８年１０月１０日 

        場  所 長崎東公園コミュニティ体育館、長崎市市民会館体育館 

             連絡先 ８２６－７６５３    舩 本 

                                  

 

男子Aクラス（４） 

   第１位   廣崎 貴雄 ・ 野口 剛秀 （長崎市役所）              

  第２位   大浦 恒一郎 ・ 宮崎 文宏 （西山・成清） 

   第３位    森下 弘祥 ・ 岡崎 洋祐 （フォーリーブス） 

   第３位    石田 格士 ・ 丸山 春樹 （フォーリーブス） 

 

男子Bクラス（６） 

   第１位   相沢 圭昭 ・ 干野 直也 （ジーユニオン）  

  第２位   四本 伸良 ・ 小川 伸也 （ジーユニオン） 

   第３位    宇江原 総一朗 ・ 是枝 弘行 （フォーリーブス） 

   第３位    松本 智也 ・ 草村 俊昭 （フォーリーブス） 

 

男子Ｃクラス（１０） 

   第１位   峰松 暁 ・ 小西 徹 （ベイシックミント） 

  第２位   岡本 光平 ・ 山﨑 健司 （ジーユニオン・長大経済） 

   第３位    松本 祐輔 ・ 橋口 大樹 （長大経済） 

   第３位    大島 貴志 ・ 宮地 剛志 （長大経済） 

  

男子Ｄクラス（３２） 

   第１位   高橋 洸貴 ・ 田中 誠 （－・だっくす）  

  第２位   赤島 政彦 ・ 中川 拓也 （ジーユニオン） 

   第３位    中ノ瀬 豊秋 ・ 大石 多津也 （西山） 

   第３位    北村 巧 ・ 横尾 大介 （長崎記念病院） 

 

男子初心者の部（１１） 

   第１位   木村 敏之 ・ 野邉 優輝 （橘クラブ） 

  第２位   元村 真康 ・ 橘 英輔 （クローバー会） 

   第３位    垣永 昌昭 ・ 松嶋 拓哉 （MQAS） 

   第３位    土本 渉 ・ 道添 雄太 （幸工鵞鳥倶楽部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



女子Bクラス（５） 

   第１位   福山 美佐子 ・ 中村 勝美 （三和シャトル） 

  第２位   牧瀬 ゆかり ・ 春野 ほのか （ジーユニオン） 

   第３位    今里 佳奈 ・ 田中 愛奈 （成清） 

   第３位    内田 吉利子 ・ 木村 由美子 （成清・ラベンダー） 

 

女子Ｃクラス（８） 

   第１位   川津 ことほ ・ 下川 美香 （長大経済） 

  第２位   山本 弘子 ・ 萩島 裕子 （バーディーズ） 

   第３位    岳本 由美子 ・ 山田 智美 （西浦上） 

   第３位    片岡 珠美 ・ 和田 晴香 （長大経済） 

  

女子Ｄクラス（２１） 

   第１位   原田 智子 ・ 宮田 千加 （西浦上） 

  第２位   貫間 知美 ・ 成清 裕子 （ミッキー） 

   第３位    田代 唯 ・ 辻 みさき （サンバード） 

   第３位    馬渡 聡美 ・ 松本 尚子 （大園東クラブ） 

 

女子初心者の部（８） 

   第１位   菰方 早織 ・ 永田 かおり （三和シャトル・ローズクラブ） 

  第２位   松浦 優紀 ・ 前田 聡美 （長崎記念病院） 

   第３位    江上 英理 ・ 近藤 史菜 （長崎記念病院） 

   第３位    福田 麻早 ・ 久保 有佳里 （横尾） 

 

小学生 男子６年生（９） 

   第１位   永石 隼大 ・ 山口 健太郎 （高尾Ｊｒ） 

  第２位   鹿田 啓斗 ・ 本田 大樹 （高尾Ｊｒ） 

 

小学生 男子４年生以下（２） 

   第１位   髙比良 庵 ・ 髙比良 浬 （チャンピオン） 

  第２位   白石 一希 ・ 松本 真一郎 （バークジュニア） 

  

小学生 女子６年生（５） 

   第１位   若杉 花歌 ・ 中野 美玖 （高尾Ｊｒ） 

  第２位   伊藤 杏莉 ・ 安田 夏寿波 （チャンピオン） 

 

小学生 女子５年生（８） 

   第１位   松尾 美咲 ・ 大山 夏姫 （高島ジュニア・香焼小） 

  第２位   森澤 ひなた ・ 吉村 優夢 （高尾Ｊｒ） 

 

小学生 女子４年生以下（７） 

   第１位   日宇 ななか ・ 平山 莉実 （チャンピオン） 

  第２位   福永 栞 ・ 平川 さくら （ミッキークラブ・よしジュニア） 

 

 


