
（３位以上の成績優秀者・団体）

　○個人の部
　　１位

水泳 男子25m 自由形 80～84歳 森
モリ

　洋一
ヨウイチ

(諫早市)

　　２位

水泳 男子25m 平泳ぎ 80～84歳 森
モリ

　洋一
ヨウイチ

(諫早市)

水泳 女子25m 背泳ぎ 60～64歳 大谷　砂智子
オオタニ　　　サチコ

(諫早市)

　　３位

水泳 男子50m 背泳ぎ 65～69歳 津田　光政
ツダ　      ミツマサ (五島市)

水泳 女子25m バタフライ 70～74歳 八尋　次子
ヤヒロ　　　　ツギコ

(長崎市)

水泳 女子25m バタフライ 60～64歳 大谷　砂智子
オオタニ　　　サチコ

(諫早市)

水泳 女子50m 平泳ぎ 70～74歳 峯　　ひさ子
ミネ　　　　　ヒサコ

(大村市)

ターゲット・バードゴルフ　グランドシニアの部 中溝　弘
ナカミゾ　　　ヒロシ

(諫早市)

（入賞・優秀賞・その他の受賞）

  ○優秀賞（団体）

ソフトテニス、ソフトボール、剣道、太極拳、バウンドテニス

  ○優秀賞（個人）

マラソン　 女子3km 70歳以上 股張　敬子
マタハリ　　ケイコ

(長崎市)

マラソン　 女子5km 70歳以上 松山
マツヤマ　サチコ

サチ子 (壱岐市)

　〇高齢者賞

ペタンク 濵本　儀市
ハマモト　　　ギイチ

(島原市)

弓道 蓑田　保幸
ミノダ　　　　ヤスユキ

(大村市)

パークゴルフ 林
ハヤシ

　　俊道
トシミチ

(西海市)

美術展

井戸口　征子
イドグチ　　　　　セイコ

（長与町） 作品名 「移ろいの彩」
　「ウツロイノ イロドリ」

尾崎　勝彦
オザキ　　　カツヒコ （長崎市） 作品名 「職人

ショクニン

」

○銅賞

  洋画の部

○川崎市長賞

　写真の部

第34回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会
(ねんりんピックかながわ2022)長崎県選手団成績(抜粋)

　○団体の部

　　３位

ソフトバレーボール 第１位グループ　１組



ねんりんピックかながわ2022
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（Ｒプロック）2敗　3位 

(ばってん長崎)

69 ﾁｰﾑ 予選2次リーグ(第3位グループ　Ｈブロック) 2敗　3位 

2.テニス 4 2 6  予選　Ｑグループ2位 　2勝1敗

（軍艦島パワーズ）

68 ﾁｰﾑ

3.ソフトテニス 3 3 6 第1位グループ決勝トーナメント　1回戦敗退　優秀賞 予選リーグ　Ｉブロック　1位 　3勝0敗

（がんばらんば長崎） 　

67 ﾁｰﾑ

　

4.ソフトボール 14 0 14 トーナメント3回戦敗退　ベスト16　優秀賞 1回戦　(長崎県4－1兵庫県)

（大村翼シニア）

68 ﾁｰﾑ

5.ゲートボール 3 4 7 決勝トーナメント1回戦敗退 予選リーグ ＡパートＣ 　2勝　1敗

（西海七釜）

131 ﾁｰﾑ

6.ペタンク 3 1 4 予選リーグ　Ｌブロック　1勝2敗

（長崎島原） 高齢者賞　濵本　儀市(89歳)

64 ﾁｰﾑ

7.ゴルフ 3 0 3 個人戦（７０歳以上の部）
（長崎カンツリークラブ） 宮﨑　好德  72位　GROSS  89  HCP 11.2  NET 77.8

56 ﾁｰﾑ 平野　勝男  20位  GROSS  90  HCP 16.0  NET 74.0
167 名 平野　十郎 101位  GROSS 110  HCP 24.4  NET 85.6

8.マラソン 2 2 4 堀江　三郎 70歳以上 男子 3㎞    10位 0:15:27
（長崎県選抜） 股張　敬子 70歳以上 女子 3㎞　　 4位 0:18:36 優秀賞

松山　サチ子 70歳以上 女子 5㎞　   4位 0:33:17 優秀賞
田崎　昌也 70歳未満 男子10㎞ 　 20位 0:45:455Km   男48名　女28名

10Km  男58名  女14名

3Km   男57名　女25名

参加チーム 2回戦　(長崎県6－1相模原市)

参加チーム (長崎県12—6山梨県 長崎県11－12徳島県　長崎県17－15川崎市 )

予選リーグ敗退

参加チーム (長崎県0－11福岡県　長崎県7－8兵庫県　長崎県11－6栃木県)

団体戦51位（チームNET 237.4）

参加チーム

参加人員

3回戦　(長崎県0－12徳島県)

参加チーム (長崎県2－1堺市　長崎県2－1新潟県　長崎県1－2京都市)

種　　目
(チーム名）

参加選手
成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績

第2次予選リーグ敗退

参加チーム

参加チーム (長崎県3－0山形県　長崎県2－1神奈川県　長崎県2－1京都府)

1回戦(長崎県1－2熊本県)

(長崎県0－5千葉市　長崎県1－4長野県)

(長崎県2－3岡山県　長崎県2－3京都市)

2位グループトーナメント　ベスト8

 2位グループトーナメント1勝1敗

(長崎県3－0岩手県　長崎県0－2北九州市)

第1位グループ決勝トーナメント

決勝トーナメント　1回戦　(長崎県8－13北海道)　



ねんりんピックかながわ2022
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 4 2 6

（長崎県選抜） 高齢者賞  蓑田　保幸(87歳)

68 ﾁｰﾑ

10.剣道 6 0 6 決勝トーナメント1回戦敗退

（長崎県選抜） ベスト16入賞　優秀賞

67 ﾁｰﾑ

11.水泳 4 4 8 森　　洋一 男子25m 自由形　　（80～84歳） 1位/ 5名中 15.28
（長崎県選抜） 津田　光政 男子25m 自由形　　（65～69歳） 5位/10名中 15.33

計 326 名 森　　洋一 男子25m 平泳ぎ　 　(80～84歳） 2位/ 9名中 20.10
男性 176 名 田原　正伸 男子25m 平泳ぎ　 　(60～64歳) 8位/10名中 17.30
女性 150 名 東島　　武 男子25m バタフライ（65～69歳） 4位/ 9名中 15.34

津田　光政 男子50m 背泳ぎ　　 (65～69歳) 3位/ 6名中 39.62
田原　正伸 男子50m 平泳ぎ　 　(60～64歳) 8位/11名中 38.84
東島　　武 男子50m バタフライ（65～69歳） 4位/ 6名中 35.29
中村　左起子 女子25m 自由形　　（60～64歳） 9位/12名中 17.82
八尋　次子 女子25m 背泳ぎ　 　(70～74歳) 8位/12名中 25.04
大谷　砂智子 女子25m 背泳ぎ　 　(60～64歳) 2位/ 7名中 18.86
峯　　ひさ子 女子25m 平泳ぎ　 　(70～74歳) 5位/11名中 21.97
八尋　次子 女子25m バタフライ（70～74歳） 3位/ 7名中 22.44
中村　左起子 女子25m バタフライ（60～64歳） 8位/10名中 20.53
大谷　砂智子 女子25m バタフライ（60～64歳） 3位/10名中 16.65
峯　　ひさ子 女子50m 平泳ぎ　 　(70～74歳) 3位/ 9名中 48.05

津田光政・田原正伸・大谷砂智子・中村左起子 7位/24チーム中 1:09.10

八尋次子・峯ひさ子・東島武・森洋一 7位/24チーム中 1:16.65

津田光政・大谷砂智子・中村左起子・田原正伸 7位/26チーム中 1:01.76

東島武・八尋次子・峯ひさ子・森洋一 8位/23チーム中 1:07.51

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

参加チーム

参加チーム

1回戦　20射中 2中　2回戦　20射中 2中　

予選リーグ1位通過 　

1勝１分け　(長崎県－ 福島県 1勝1敗3分け 　長崎県－千葉県　2勝2敗1分け、但し本数勝ち)

決勝トーナメント　1回戦　(長崎県0－3神奈川県B)　



ねんりんピックかながわ2022
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 3 3 6 男女別順位 総打数

（福江ナイス・イン） 大坪　徳典 男 213位 71打
計 360 名 出口　泰雄 男  54位 61打
男性 242 名 角田　洋己 男 148位 67打
女性 118 名 大坪　多恵子 女  61位 68打

出口　加代美 女  76位 70打
角田　瑞枝 女  43位 66打

13.ラグビーフットボール 21 0 21 交流試合　2敗

（長崎県選抜）

26 ﾁｰﾑ

14.サッカー 17 0 17 Bブロック（第4位）　 Ｂブロック4位

（長崎県北） 　0勝2敗1分け

64 ﾁｰﾑ

15.ソフトバレーボール 4 4 8 予選リーグ2ブロツク1位

ナインティーナインクジュウクシマ
　2勝0敗

（９９九十九島） 65 ﾁｰﾑ 1位グループリーグ

2敗

16.太極拳 0 7 7 総合順位 9位 （8.75点）優秀賞

（長与町太極拳協会）

57 ﾁｰﾑ

17.ターゲット・バードゴルフ 2 0 2 クラス 順位 スコア

（長崎県選抜） 男性グランドシニアの部 中溝　弘 3位 79 ホールインワン賞

25 ﾁｰﾑ 男性シニアの部 磯　幸二 30位 115

18.バウンドテニス 3 3 6 Ｆブロック　　3位

（つしまやまねこ） 　1勝2敗

32 ﾁｰﾑ

決勝リーグ 3位グループ

　　　　　2勝1敗

19.ダンススポーツ 4 4 8 団体戦45位/49組中 ワルツ 熊谷　文夫・本村　富士子 予選敗退 チャチャチャ

(ながさき椿) ワルツ 平田　好郎・祐野　重子 予選敗退 チャチャチャ

49 ﾁｰﾑ ワルツ 後瀬　常巖・後瀬　八千子 予選敗退 チャチャチャ 予選敗退

男性 206 名 ワルツ 湯川　新次・湯川　十起子 予選敗退 チャチャチャ 予選敗退

女性 203 名 タンゴ 後瀬　常巖・後瀬　八千子 予選敗退 ルンバ 予選敗退

タンゴ 熊谷　文夫・本村　富士子 予選敗退 ルンバ 予選敗退

タンゴ 湯川　新次・湯川　十起子 予選敗退 ルンバ 予選敗退

タンゴ 平田　好郎・祐野　重子 予選敗退 ルンバ 予選敗退

参加チーム 1組　第3位(銅メダル)

参加チーム

参加チーム

参加チーム

参加チーム

(長崎県0－3浜松市）

　 (長崎県1－2相模原市）

(長崎県2－1千葉県）ＢＴラリー戦　　　12位 95回

(長崎県3－岐阜県0　長崎県3－熊本県0　長崎県0－3東京都)

予選敗退熊谷　文夫・本村　富士子

湯川　新次・湯川　十起子 予選敗退

決勝リーグ戦（第3位グループ）準優勝　優秀賞

参加人員

(長崎県5－31川崎市 　長崎県0―36名古屋市)

参加チーム

(長崎県2－0広島市）

(長崎県2－0宮城県）

(長崎県0－2神奈川県　長崎県1－2横浜市)

(長崎県0－0横浜市）

参加チーム (長崎県0－6山梨県）

(長崎県0－1三重県）

順位別リーグ戦（第1位グループ）

後瀬　常巖・後瀬　八千子

平田　好郎・祐野　重子

熊谷　文夫・本村　富士子

湯川　新次・湯川　十起子

平田　好郎・祐野　重子

後瀬　常巖・後瀬　八千子



ねんりんピックかながわ2022
長崎県選手団成績表

男 女 計

種　　目
(チーム名）

参加選手
成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　績

20.パークゴルフ 3 1 4 個人の部 男女別順位

（長崎県パークゴルフ協会） 高齢者賞　林　俊道(84歳) 松尾　良治 男　33位/72名

計 115 名 林　　俊道 男　67位/72名

男性 73 名 吉田　和夫 男　35位/72名

女性 42 名 西村 アイ子 女　19位/40名

21.インディアカ 3 4 7 9位

（放虎クラブ）

計 96 名

男性 31 名

女性 65 名

22.囲　　碁 2 1 3 団体戦　1勝3敗　33位(男女混合)
（長崎紫陽花チーム） 個人戦

56 ﾁｰﾑ 山本　恒之 えのしまブロック

海蔵寺 武美 はっけいじまブロック

田浦　友子 はこねブロック

23.将　　棋 3 0 3 団体戦　 団体戦　予選リーグ 2勝1敗 3位

（ばってん長崎）

63 ﾁｰﾑ 個人戦

計 187 名 尾﨑　栄治 2回戦敗退
男性 187 名 草野　敏行 2回戦敗退
女性 0 名 濱口　幸廣 1回戦敗退

24.健康マージャン 4 0 4

（長崎県選抜） 個人戦

計 264 名 木本　茂樹 白ブロック(温泉) 33位

男性 204 名 坂本　憲和 黄ブロック(ホルモン) 11位

女性 60 名 新堂　　昭 緑ブロック(鮎) 36位

實松　準平 赤ブロック(花火) 22位

美　術　展 井戸口　征子 銅  賞 「移ろいの彩」
　「ウツロイノイロドリ」

尾崎　勝彦 川崎市長賞　　　　「職人」
「ショクニン」

参加人員 スコア111

スコア123

スコア112

スコア114

参加チーム

決定リーグ(Dブロック6～10位グループ)

参加人員

予選リーグ　Ａブロック3位

　得セット3　得点118　失点135　得失点差-17　　得セット3　得点126　失点124　得失点差2　

写真の部

参加人員

洋画の部

参加チーム 予選リーグ敗退

団体戦　12位/66チーム　

（長崎県0－3横浜市Ａ　長崎県2－1和歌山県　長崎県2－1浜松市)

1勝3敗
1勝3敗
3勝1敗(3勝賞)

団体の部　15位/29チーム（スコア218）




