
１　期　　日　　令和元年１１月９日（土）～１２日（火）
２　会　　場　　和歌山県下９市１２町
３　成　　績　　結果については別紙を参照してください。
　　　　　　　　（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
女子  3㎞ 70歳以上 田島　綾子 長与町

水泳 男子50m 自由形　　 70～74歳 権藤　哲郎 長崎市
男子50m 背泳ぎ　 60～64歳 末竹　成隆 佐世保市
男子50m 平泳ぎ　 　 65～69歳 大塚　純則 佐世保市
女子50m 自由形 65～69歳 吉川　三重子 長崎市
女子25m 背泳ぎ 65～69歳 児玉　啓子 佐世保市

　　２位
マラソン 男子  5㎞ 70歳未満 古賀　隆則 佐世保市
水泳 男子25m 背泳ぎ 60～64歳 末竹　成隆 佐世保市

男子25m 平泳ぎ 65～69歳 大塚　純則 佐世保市
男子25m バタフライ 80歳以上 廣瀬　健治 島原市
男子50m バタフライ 80歳以上 廣瀬　健治 島原市
女子25m 自由形 65～69歳 吉川　三重子 長崎市
女子50m 平泳ぎ 60～64歳 馬場　豊子 長崎市

　　３位
水泳 女子25m 平泳ぎ 60～64歳 馬場　豊子 長崎市
将棋 蓮ブロック 泉田　哲弥 長崎市

３位 ソフトボール 川棚シニア

３位 ボウリング シーボルト

（入賞・優秀賞・その他の受賞）
  ○優秀賞（団体）

テニス

ソフトテニス

健康マージャン

  ○優秀賞（個人）
囲碁 池田　俊幸 長崎市

山口　誠一 長崎市
蓑田　保幸 大村市
浦田　勲 佐世保市

振角　俊一 長崎市
紀の川市賞 下田　勝 東彼杵町

(1位グループ）

第３２回全国健康福祉祭和歌山大会
長崎県選手団成績について

　令和元年１１月９日から和歌山県で開催された第３２回全国健康福祉祭和歌山大会  

（ねんりんピック紀の国わかやま2019）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。

混合メドレーリレー281歳以上の部 児玉啓子、馬場豊子、廣瀬健治、権藤哲郎

　○団体の部
 (小船正幸主将ほか13名）

（辻　貴司、菊川隆行）　　　　

※年齢は2020年4月1日現在の年齢（ねんりんピック年齢）

(3位グループ)

(7位／68チーム)

うばめがしブロック
　○高齢者賞

ゴルフ
弓道
パークゴルフ

　○特別賞
テニス 和歌山市賞
ソフトボール



ねんりんピック紀の国わかやま2019
長崎県選手団成績表

男 女 計

1.卓　　球 4 3 7 第１次予選リーグ（Ｔブロック）　2位 1勝1敗

(長崎県選抜) (長崎県2－3静岡市　長崎県4－1和歌山県Ｃ　)

66 ﾁｰﾑ 第2次予選リーグ(第2位リーグ　Cブロック)　1位 2勝

(長崎県3－2北海道　長崎県5－0東京都Ａ　)

決勝トーナメント　2位グループ　(長崎県1－3福島県)

2.テニス 4 2 6  予選　Ｌグループ　1位 3勝

68 ﾁｰﾑ 特別賞（和歌山市賞）

3.ソフトテニス 3 3 6 予選リーグ　Ｇブロック３位 １勝２敗

66 ﾁｰﾑ

4.ソフトボール 14 0 14 第３位　表彰 １回戦　(長崎県 5－2 静岡県 )

（川棚シニア）

67 ﾁｰﾑ 特別賞(紀の川市賞）

5.ゲートボール 3 3 6 予選敗退 予選リーグ ＢパートＦ 1勝2敗

（西海西彼）

144 ﾁｰﾑ

6.ペタンク 2 1 3 予選リーグ　Ｑブロック3敗

72 ﾁｰﾑ

7.ゴルフ 3 0 3 個人戦

（野母崎） 70歳以上の部 山口　誠一 ｸﾞﾛｽ113 ﾈｯﾄ81.8 89位

56 ﾁｰﾑ 70歳以上の部 出口　教光 ｸﾞﾛｽ85 ﾈｯﾄ76.6 61位

60歳～64歳の部 元橋　啓二 ｸﾞﾛｽ87 ﾈｯﾄ79.8 19位

171 名

1位グループ決勝トーナメント　ベスト８　優秀賞

（チームシーボ
ルト）

参加チーム (長崎県3－0山口県　長崎県3－0和歌山県Ｂ　長崎県3－0静岡県)

振角俊一
フリカドシュンイチ

1位グループ決勝トーナメント　

種　　目
(チーム名）

参加選手
成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績

2位グループ　決勝トーナメント　１回戦敗退　

参加チーム

（がんばらんば
長崎）

参加チーム (長崎県2－1相模原市　長崎県1－2和歌山県Ａ　長崎県0－3静岡県)

3位グループ決勝トーナメント

　1回戦  長崎県 2-1 富山県　　

　2回戦　長崎県 2-1 宮城県

　　※受賞理由　和歌山城が再建された日(10.1) 　1回戦　不戦勝

　2回戦　長崎県 2-1 静岡県

　 　3回戦  長崎県 1—2 愛知県

第３位グループ決勝トーナメント1位　　優秀賞

　※受賞理由　紀の川市の市制が始まった日(11.7) ４回戦　(長崎県 2－1 徳島県)

準決勝　(長崎県 1-5 熊本県)

参加チーム (長崎県11—13東京都 長崎県10－10岐阜県 長崎県23－7広島市)

予選敗退

　準決勝  長崎県 2-1 千葉県

　決　勝  長崎県 2-0 香川県

参加チーム ２回戦　(長崎県 5－4 東京都A)

下田　勝
シモダ　マサル

３回戦　(長崎県 16－3 兵庫県)

（喜々津ペタンク
クラブクロー
バー）

参加チーム (長崎県9－11和歌山県Ｃ　長崎県7－11富山県　長崎県5－11千葉県)

団体戦48位 （チームNET238.2）

参加チーム

高齢者賞　　山口
ヤマグチ

誠一
セイイチ

(82)



ねんりんピック紀の国わかやま2019
長崎県選手団成績表

男 女 計

種　　目
(チーム名）

参加選手
成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績

8.マラソン 4 2 6 井手　智弘　　 70歳未満 男子  3㎞     4位／20名 0:11:51
山田　秀徳 70歳未満 男子 10㎞     6位／27名 0:42:11

（長崎県選抜） 渡海　義美 70歳以上 男子 10㎞     1位／25名 0:44:42
古賀　隆則 70歳未満 男子  5㎞     2位／29名 0:19:10
田島　綾子 70歳以上 女子  3㎞     1位／15名 0:13:55
松山　サチ子 70歳以上 女子  5㎞     5位／7名 0:29:32

9.弓道 5 1 6 予選敗退

（長崎県）

65 ﾁｰﾑ 29位／65チーム

高齢者賞　蓑田保幸
ミノダヤスユキ

(84)

10.剣道 6 0 6 予選敗退

（長崎県選抜） 9ブロック1勝1分

70 ﾁｰﾑ

11.水泳 4 4 8 権藤　哲郎 男子25m 自由形　　（70～74歳） 4位/9名中 14.44

（長崎県選抜） 権藤　哲郎 男子50m 自由形　　（70～74歳） 1位/8名中 32.04

計 321 名 末竹　成隆 男子25m 背泳ぎ　 　(60～64歳) 2位/6名中 16.65

男性 168 名 末竹　成隆 男子50m 背泳ぎ　 　(60～64歳) 1位/6名中 36.82

女性 153 名 大塚　純則 男子25m 平泳ぎ　 　(65～69歳) 2位/14名中 17.24

大塚　純則 男子50m 平泳ぎ　 　(65～69歳) 1位/15名中 38.57

廣瀬　健治　 男子25m バタフライ（80歳以上） 2位/3名中 18.10

廣瀬　健治　 男子50m バタフライ（80歳以上） 2位/3名中 48.45

吉川　三重子 女子25m 自由形　　（65～69歳） 2位/16名中 16.06

吉川　三重子 女子50m 自由形　　（65～69歳） 1位/17名中 34.34

児玉　啓子 女子25m 背泳ぎ　 　(65～69歳) 1位/9名中 19.82

児玉　啓子 女子50m 背泳ぎ　 　(65～69歳) 5位/12名中 46.02

江﨑　多美子 女子50m 背泳ぎ　 　(65～69歳) 4位/12名中 45.65

馬場　豊子 女子25m 平泳ぎ　 　(60～64歳) 3位/8名中 21.10

馬場　豊子 女子50m 平泳ぎ　 　(60～64歳) 2位/10名中 46.26

江﨑　多美子 女子50m バタフライ（65～69歳） 4位/4名中 46.09

末竹成隆、大塚純則、江﨑多美子、吉川三重子 混合メドレーリレー280歳以下の部 5位/ 30チーム中 1:08.53

児玉啓子、馬場豊子、廣瀬健治、権藤哲郎 混合メドレーリレー281歳以上の部 2位/ 27チーム中 1:12.58

大塚純則、江﨑多美子、吉川三重子、末竹成隆 混合フリーリレー　280歳以下の部 10位/29チーム中 1:03.46

馬場豊子、児玉啓子、廣瀬健治、権藤哲郎 混合フリーリレー　281歳以上の部 8位/ 28チーム中 1:07.66

参加人員
3Km   男51名　女34名

5Km   男61名　女28名

10Km  男56名  女28名

参加チーム 1回戦　20射中5中　　　2回戦　20射中11中　

予選リーグ 　3位

参加チーム (京都市に勝利、山口県に引分け)

参加人員



ねんりんピック紀の国わかやま2019
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

石田　美夫 男　 158位 62打
計 405 名 江口 日出夫 男　  79位 58打
男性 277 名 山本　正人 男　 271位 70打
女性 123 名 向井　弘之 男　  98位 60打

前田　勝利 男　 254位 68打
蒲原　美津子 女    78位 63打

13.ボウリング 2 2 4 ２人チーム戦 個人戦

（シーボルト） 辻　　貴司 46位/543点

（あじさい） 63 ﾁｰﾑ 菊川　隆行 41位/546点

126 名 本田　恵美子 30位/473点

男性 92 名 今坂　順子 14位/563点

女性 34 名

14.サッカー 17 0 17 Мブロック　3位 0勝2分1敗

60 ﾁｰﾑ

15.ソフトバレーボール 4 4 8

（雲仙がまだす）

67 ﾁｰﾑ

16.太極拳 0 5 5

50 ﾁｰﾑ

17.ダンススポーツ 4 4 8 団体戦 43位／47組中 タンゴ 小西　　昇・近藤　真知子 135位 チャチャチャ 川﨑　　壽・田中　睦美

タンゴ 川﨑　　壽・田中　睦美 112位 チャチャチャ 熊谷　文夫・本村　富士子

47 ﾁｰﾑ タンゴ 渡邉　　修・丸石　美奈子 135位 ワルツ 小西　　昇・近藤　真知子

タンゴ 熊谷　文夫・本村　富士子 135位 ワルツ 川﨑　　壽・田中　睦美

ルンバ 川﨑　　壽・田中　睦美 131位 ワルツ 渡邉　　修・丸石　美奈子

ルンバ 渡邉　　修・丸石　美奈子 131位 ワルツ 熊谷　文夫・本村　富士子

ルンバ 熊谷　文夫・本村　富士子 131位

18.パークゴルフ 3 1 4 個人の部 男女別順位

松尾　良治　 男　64位

高齢者賞　浦田　勲
ウラタ　イサオ

(82) 林　　俊道 男　29位

浦田　　勲 男　28位

田川　廣子 女　22位

（吉井町Ｇ.Ｇ
愛好会）

参加人員

参加チーム シーボルト（辻　貴司・菊川隆行）　　3位/2,345点　

順位別リーグ戦（第2位グループ）2位 予選リーグ　Ｌブロック　　1勝1敗　2位

参加チーム (長崎県1－2香川県　　長崎県2－0千葉市)

2位グループ ブロック　　1勝1敗

あじさい　（本田恵美子・今坂順子）　58位/1,977点

(長崎県 0－0 栃木県）

（長崎県央サッ
カークラブ）

参加チーム (長崎県－沖縄県）※豪雨のため中止(引分け）

(長崎県 0－1 福島県）

(長崎バテレン
雑技団)

参加チーム 123位

131位

110位

131位

(長崎県2－0岡山市　長崎県0－2栃木県)

オープン参加

（させぼ美蘭
チーム）

参加チーム (１名ケガの為）

123位

男性79名 スコア 124

女性48名 スコア 120

131位

団体の部　15位／32チーム（スコア350）

（長崎県パーク
ゴルフ協会）

参加人員 スコア 115

計128名 スコア 115



ねんりんピック紀の国わかやま2019
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.囲　　碁 3 0 3 団体戦　20位　7勝5敗 個人戦
（長崎あじさい） 池田　俊幸 うばめがしブロック 優秀賞

61 ﾁｰﾑ 岩永　國康 くじらブロック
木場　一夫 みかんブロック

20.将　　棋 3 0 3 団体戦　予選リーグ敗退

（長崎） 石川　寛二 高野槇ブロック 1回戦敗退

64 ﾁｰﾑ 松島  　誠 石楠花ブロック 1回戦敗退

泉田　哲弥 蓮ブロック 3位

21.健康マージャン 3 1 4 団体戦　7位/68チーム　 優秀賞 個人戦

（長崎県選抜） 網田　三男 スターチスブロック 23位

計 272 名 藤村　和子 はまぼうブロック 26位

男性 225 名 田上　　章 舞妃蓮ブロック 42位

女性 47 名 井上　隆徳 小菊ブロック 44位

美　術　展 入賞なし

参加チーム 15位　3勝1敗

参加人員

28位　2勝2敗
30位　2勝2敗

個人戦

参加チーム 3敗

（長崎県1－2神戸市　長崎県0－3静岡県　長崎県0ー3宮城県)


