
スポーツ広場
Let’s  enjoy  spor ts

結 果 西彼杵郡中総体（球技・武道）

　令和３年度西彼杵郡中学校総合体育大会（球技・武道）が、５月29日・30日に長与・時津町内各会場で開催されまし
た。結果は次のとおりです。（長与町関係のみ２位まで）

男子　①長与
女子　①長与

バレーボール

がんばりました！長与の中学生！

男子　①長与　②長与第二
女子　①長与第二

バスケットボール

団体　男子　①長与　②長与第二
　　　女子　①長与第二　②長与
個人　男子　①早野　勇徠（長与第二）　
　　　女子　①福田　咲幸（長与第二）　
　　　　　　②山越　由依（長与第二）

卓　球

団体　男子　①長与　②長与第二
個人　男子シングルス　①川口　虎徹（長与）
　　　　　　　　　　  ②高鍋　光希（高田）
　　　男子ダブルス　   ①森本・柳原（長与）　
　　　　　　　　　　  ②星出・松浦（長与）

バドミントン

団体　男子　②長与第二
　　　女子　①長与第二　②高田
個人　男子シングルス　①太田　　周（長与）
　　　　　　　　　　  ②森　　颯也（長与第二）
　　　女子シングルス　①竹内　碧彩（高田）
　　　　　　　　　　  ②上河　果林（長与第二）
　　　女子ダブルス　   ①中島・原田（長与第二）
　　　　　　　　　　  ②朝倉・水野（長与第二）

テニス（硬式）

団体　男子　②長与第二
　　　女子　②長与第二

ソフトテニス

①高田　②長与第二
軟式野球

②長与第二
サッカー

団体　男子　①長与　
個人　男子50kg級　①出口　拓海（長与）
　　　　　　　　　　　 ②綿谷　湊斗（長与）
　　　男子55kg級　①高見　大輔（長与）
　　　男子60kg級　①吉村　龍月（長与）
　　　　　　　　　 ②川口　翔太（長与）
　　　男子81kg以下級　①森　　寿哉（長与）
　　　女子52kg以下級　①川口　美月（長与）

柔　道

団体　女子　組手　①長与
個人　男子　組手　①坂本　大成（長与）
　　　　　　　　　②小森　永遠（高田）
　　　女子　形　　①海端　優華（高田）
　　　女子　組手　②城山　琴音（長与）

空手道

団体　女子　②長与第二
個人　男子　①生田　皐晴（長与第二）
　　　女子　①松島　有実（長与第二）

剣　道
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結 果 西彼杵郡中総体（ラグビー・体操・陸上・水泳・新体操）

　令和３年度西彼杵郡中学校総合体育大会（６月13日ラグビー・新体操、６月15日陸上、6月19日･20日水泳、6月20
日体操）の結果は次のとおりです。（長与町関係のみ２位まで）

男子　
総合　②長与
1500ｍ　　　　　①木戸　海秀（長与第二）
４×100ｍリレー 　②中野・仲松・瀬川・山口（長与）
２年
1500ｍ　　　　　②渡辺　璃来（長与）  
４×100ｍリレー 　②茂山・藤本・村・小森（高田）
３年　
100ｍ　　　　　  ②山口　昊樹（長与第二）
共通
800ｍ  　　　　　②渡辺　璃来（長与）
４×100ｍリレー 　②横山・吉田・篠原・三田（長与）
走幅跳　                 ②太田　葵偉（高田）

女子　
１年
800ｍ  　　　　　①吉田　梨愛（長与第二）
２年
100ｍ  　　　　　②吉永　羽優（高田）
４×100ｍリレー 　①元村・吉永・増田・小池（高田）
３年
100ｍ  　　　　　①畑口　詩月（長与）
　　　　　　　　  ②瀧口　愛琥（長与）
共通４×100ｍリレー 
　　　　　　　　  ①元村・吉永・原田・小池（高田）
　　　　　　　　  ②有川・畑口・瀧口・中村 (長与)
走幅跳　　　　　  ①畑口　詩月（長与）
低学年80ｍハードル
　　　　　　　　  ①戸田　唯菜（長与第二）

陸　上
男子　総合　①長与
自由形          
１年50ｍ    ①岡澤　遼吾（長与）
50ｍ　　   ①磯部　太一（長与）　②吉田　怜巧（長与）
100ｍ　     ①近藤陽南太（長与）　②田中　楓輝（長与）
200ｍ　     ①磯部　太一（長与）　②小浦諒太郎（長与）
400ｍ　     ①白根　舜大（長与）＊大会新
1500ｍ　  ①白根　舜大（長与）＊大会新
平泳ぎ
１年50ｍ    ①石川　充希（長与）　②深堀　健太（長与）
100ｍ　     ①岩下　陽斗（長与）
200ｍ　     ①岩下　陽斗（長与）　②中尾　友哉（長与）
背泳ぎ
100ｍ　     ①江崎　佑己（長与）
200ｍ　     ①谷口　凛晟（長与第二） 
バタフライ
100ｍ　     ①谷口　凛晟（長与第二）
個人メドレー200ｍ
　　　　　①江崎　佑己（長与）　②吉田　怜巧（長与）
１年メドレーリレー200ｍ
　　　　　①岡澤・宮﨑・諸岡・石川（長与）　
メドレーリレー400ｍ
　　　　　①江崎・白根・磯部・吉田（長与）
フリーリレー400ｍ
　　　　　①江崎・白根・田中・磯部（長与）

女子　総合　①長与
自由形
50ｍ　　   ②熊野　真子（長与）
100ｍ　     ①髙田　姫愛（長与第二）
200ｍ　     ①髙田　姫愛（長与第二）
400ｍ　     ①酒井　楓香（高田）
800ｍ　     ①酒井　楓香（高田）
背泳ぎ
１年50ｍ    ①原田　咲結（長与）
100ｍ　     ①近藤　瑠菜（長与）　
　　　　　②酒井　　葵（長与第二）
200ｍ　     ①酒井　　葵（長与第二）
フリーリレー400ｍ
　　　　　①近藤・下田・原田・熊野（長与）

水　泳

個人総合　①金時　大和（長与第二）

中学生のみなさん、最後まで、
本当によくがんばりました！

体　操
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新体力テスト参加者募集
申 生涯学習課（担当：川崎）　☎ 801-5683

oubo.kyoiku@nagayo.jp
・問

 　６月27日　　　 長与総合公園テニス広場
Ａクラス  
①山田・髙木伸　②原・元村　　③大平・坂口
Ｂクラス 
 ①中村・永野　 ②井上・荒濵　③増田・富川

申込みはこちら
（アクアスロン大会ホームぺージ）

結 果 長与町ソフトテニス夏季大会

所時

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止します。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

中 止 町民ソフトボール大会・町民体育祭

　 ６月17日　　　 長与シーサイドパーク多目的広場
　 主催  町ターゲット・バードゴルフ協会
　 ①森　悦一　②浜野　昭夫　③瓜生　瑞恵

結 果 長与町 夏季
ターゲット・バードゴルフ大会

９月29日㊌ 19時30分～21時
町民体育館　　　　 20歳以上の男女

【共通】①握力　②上体起こし　③長座体前屈
【65歳未満の方】
①反復横跳び　②立ち幅跳び　③急歩

【65歳以上の方】
①開眼片足立ち　②10ｍ障害物歩行　③6分間歩行
無料
電話またはメールで申込み。メールの場合、件名を「新
体力テスト申し込み」とし、本文に①氏名②年齢③性別
④住所⑤電話番号を記載すること。
運動しやすい服装でお越しください。
持参物  シューズ、飲み物、タオル

町テニス協会　山口　☎ 090-4514-7753

第33回町民テニス大会参加者募集
問

９月19日㊐ （ 予備日 ９月20日㊊）
長与総合公園テニス広場
大学生以上で①もしくは②に該当する方
①町内在住または町内勤務　②町テニス協会会員
男子ダブルス・女子ダブルス（各Ａ、Ｂ、Ｃクラス）
１ペア3,000円（町テニス協会会員は半額補助）
クラス、ペア、氏名、住所、電話番号を記入のうえ、
〒851-2123 長与町平木場郷510-5 小西章司宛へ郵送
９月３日㊎必着　　主催 町スポーツ協会、町テニス協会

町トライアスロン協会　山野　☎ 080-5219-9177

第２回ながよアクアスロン大会
問

９月26日㊐ ９時
長与シーサイドパーク多目的広場・長与港
小学3年生以上の男女

【小学3・4年】　スイム100ｍ＋ラン0.9㎞
【小学5・6年】　スイム200ｍ＋ラン1.5㎞
【中  学  生】　スイム400ｍ＋ラン3.0㎞
【高  校  生】　スイム800ｍ＋ラン5.0㎞
【一　　   般】　スイム800ｍ＋ラン5.0㎞
【一般リレー】　スイム800ｍ＋ラン5.0㎞
【小・中学生】　2,000円
【高  校  生】　3,000円
【一　　   般】　5,000円
【一般リレー】　6,000円
※参加費は申込締切後にお振込みいただきます。
　後日送信される受付メールをご確認ください。

大会ホームページから申込み
８月25日㊌まで

　登録申請書（生涯学習課窓口・町ホームページに
　 あり）に必要事項を記入のうえ、生涯学習課へ
　 提出（郵送可）
※今年度登録している団体には、登録申請書を送付します。

   ３月12日㊎必着
※上記期限までに申請しなかった場合は、５月分の
　仮予約（町内団体のみ）ができません。
　次回の登録は、４月15日㊍から随時受け付けます。

生涯学習課スポーツ振興班　☎ 801-5683問

９月18日㊏ ９時20分～12時30分
町民体育館
各グループ（11チーム）による
太極拳演武

第19回 長与町太極拳協会交流大会

他

所時

他
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