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5月18日（土曜）から6月22日（土曜）にかけて、4市4町の会場において
「宮崎ねんりんピック2019」を開催しました。今年は29種目に選手・役員
合わせて3,314名が参加し、各会場で熱戦が繰り広げられました。メイン開
催日となる5月19日（日曜）が大雨となり6月まで延期された競技もありま
したが、全ての競技が実施されました。

各種目で優秀な成績をおさめた選手の皆さんは、一部の種目を除いて11月9
日（土曜）から12日（火曜）に和歌山県で開催される第32回全国健康福祉
祭和歌山大会に参加されます。

【宮崎県知事あいさつ】

河野 俊嗣

【総合開会式に参加されたソフトテニス、
四半的弓道の皆さん】

【選手宣誓】ソフトテニス協議
延岡市 木佐貫 良子 さん ほか2人

【女性最高齢者】グラウンド・ゴルフ競技
青山 末子 さん （93歳）宮崎市田野在住

【男性最高齢者】グラウンド・ゴルフ競技
長友 巌さん （93歳）宮崎市住吉在住



1位 濱田 雅己（延岡市）
2位 大岩根 博明（宮崎市）
3位 黒岩 正明（宮崎市）
3位 小崎 孝志（宮崎市）

男子の部 1部

1位 有川 仁（宮崎市）
2位 黒木 泰文（都農町）
3位 藤本 稔（延岡市）
3位 若松 茂（日南市）

男子の部 2部

1位 岩元 正（日南市）
2位 猪野 文雄（宮崎市）
3位 近藤 博信（高鍋町）
3位 重信 実男（宮崎市）

男子の部 3部

1位 岩元 正（日南市）
2位 猪野 文雄（宮崎市）
3位 近藤 博信（高鍋町）
3位 重信 実男（宮崎市）

男子の部 4部

1位 濱田 恵子（延岡市）
2位 坂元 好子（宮崎市）
3位 越智 晴美（日向市）

女子の部 1部

1位 伊達 喜代子（宮崎市）
2位 児玉 梅子（日向市）
3位 籾木 ひとみ（宮崎市）
3位 長友 眞弓（宮崎市）

女子の部 2部

1位 甲斐 キヌヱ（延岡市）
2位 今宮 一枝（日向市）
3位 福永 朝子（宮崎市）
3位 田中 満智子（日南市）

女子の部 3部

1位 野崎 和子（えびの市）
2位 粟田 富喜子（延岡市）
3位 井上 千香子（宮崎市）
3位 阿蘇 真澄（日向市）

女子の部 4部



1位 川添 健一（川南町）
那須 忠徳（日向市）

2位 井上 曠典（宮崎市）
黒木 憲吉（宮崎市）

3位 谷山 泰祥（宮崎市）
甲斐 秀雄（宮崎市）

男子の部 60歳以上

1位 上川床 喜蔵（日向市）
鈴木 徹（日向市）

2位 浜口 剛士（宮崎市）
光永 憲一（宮崎市）

3位 首藤 定（西都市）
石川 秀敏（宮崎市）

男子の部 70歳以上

1位 相磯 裕佳（日向市）
牛迫 浩子（宮崎市）

2位 中里 文子（宮崎市）
宮原 洋子（宮崎市）

3位 南 由利子（宮崎市）
井上 久美子（宮崎市）

女子の部 60歳以上



1位 フェニックス（西都・児湯地区）
2位 宮崎地区A（宮崎市）
3位 日南アミティエ（日南市）

1位 グループ

1位 宮崎地区E（宮崎市）
2位 日南ミックス（日南市）
3位 めいりんA（児湯地区）
3位 めいりんC（児湯地区）

3位 グループ

1位 都城市A（都城市）
2位 チーム延岡 プラス1（延岡市）
3位 宮崎地区F（宮崎市）

2位 グループ



大淀シニア（宮崎市）

1位

小林シニア（小林市）

2位

雨天のため6月9日に実施



月知梅A（宮崎市）

1位

日向（日向市）

3位

高原クラブ（高原町）

2位



銀杏B（小林市）

1位

レインボー(小林市）
カトレア（小林市）

3位

都城A（都城市）

2位



1位 高谷 征雄（えびの市）
2位 島田 正弘（日南市）
3位 染谷 秋義（延岡市）

男子の部 一般

1位 小八重 康治（都城市）
2位 清水 敏靖（宮崎市）
3位 長友 純士（宮崎市）

男子の部 シニア

1位 金本 秀巳（日南市）
2位 千葉 正（延岡市）
3位 平田 雅信（宮崎市）

男子の部 ゴールドシニアの部

1位 田中 眞知子（日南市）
2位 源嶋 真知子（えびの市）
3位 坂元 ヨシ子（都城市）

女子の部 一般

1位 谷口 悦子（延岡市）
2位 三ツ元 シゲ子（日南市）
3位 谷口 ワカ子（日南市）

女子の部 シニア



1位 後藤 澄男（綾町）
2位 門本 安春（宮崎市）
3位 青山 茂光（宮崎市）

Aパート

1位 大坪 弘司（宮崎市）
2位 井出脇 幸也（日南市）
3位 郡田 正春（小林市）

Cパート

1位 駮丸 叡（えびの市）
2位 早崎 勝巳（宮崎市）
3位 米原 三郎（宮崎市）

Eパート

1位 斉藤 寿美江（高原町）
2位 坂下 修身（えびの市）
3位 日高 富枝（宮崎市）

Bパート

1位 平野 正憲（宮崎市）
2位 高妻 久人（小林市）
3位 甲斐 登（日南市）

Dパート

1位 幸田 邦雄（えびの市）
2位 藤本 義則（高鍋町）
3位 鶴丸 カズ子（えびの市）

Fパート



1位 植村 悟（都城市）
2位 尾 健文（三股町）
3位 瀬尾 順二（三股町）

男子の部

1位 植村 加代子（都城市）
2位 黒木 登志子（宮崎市）
3位 白ケ澤 セツ子（三股町）

女子の部



1位 高台クラブA（西都市）
2位 バランス（小林市）
3位 北斗B（串間市）
3位 忍者クラブ（小林市）

男女混合の部

1位 オーシャン（宮崎市）
2位 マリン（日南市）
3位 リアン（新富市）
3位 チーム仁（高鍋町）

レディースの部



ナチュラルA（都城市）

1位

ダイナマイト（宮崎市）

3位

ミックス（西都市）

2位

ナチュラルB（都城市）

3位



1位 宮本 博孝（宮崎市）
穂積 康一（宮崎市）

2位 倉持 利明（小林市）
田口 道義（小林市）

3位 梅田 修二（都城市）
入佐 紀夫（都城市）

男子の部 60～69歳

1位 篠原 文雄（都城市）
山口 昭徳（都城市）

2位 渡邉 成典（宮崎市）
伊東 武臣（宮崎市）

3位 戸敷 洋（日南市）
長尾 敦夫（日南市）

男子の部 70歳以上

1位 楠原 法子（三股町）
春田 ひなこ（都城市）

2位 月野 まゆみ（都城市）
古川 絹子（都城市）

3位 近藤 えみか（延岡市）
西川 とし子（延岡市）

女子の部 60～64歳

1位 桂 美保子（日南市）
井上 ひろ子（日南市）

2位 荒巻 典子（都城市）
大山 葉子（都城市）

3位 田村 順子（都城市）
入佐 博子（都城市）

女子の部 65～69歳

1位 橋本 富貴子（延岡市）
外山 京子（延岡市）

2位 永田 初美（都城市）
岩本 るみ子（都城市）

3位 秦 靖江（延岡市）
松山 愛子（延岡市）

女子の部 70～74歳

1位 川越 喜代子（宮崎市）
古屋敷 芳子（宮崎市）

2位 宇野 秀子（都城市）
満木 寿嘉子（都城市）

3位 佐藤 和美（高千穂町）
甲斐 ミカヨ（高千穂町）

女子の部 75歳以上

1位 谷口 昌廣（宮崎市）
佐伯 早苗（宮崎市）

2位 河野 博範（新富町）
新垣 美知子（新富町）

3位 堀内 博（都農町）
田子 ひとみ（都農町）

混合の部 60～64歳

1位 平山 久敏（高鍋町）
平山 美紀子（高鍋町）

2位 管 英明（延岡市）
本田 久美（延岡市）

3位 末竹 博（延岡市）
廣末 美代子（延岡市）

混合の部 65～69歳

1位 宮川 泰也（宮崎市）
小川 まり子（宮崎市）

2位 黒木 快依（宮崎市）
岩永 照子（宮崎市）

3位 岩佐 昇（門川町）
甲斐 くに子（門川町）

混合の部 70～74歳

1位 上徳 俊二（宮崎市）
壹岐 美保子（宮崎市）

2位 作田 信二郎（高鍋町）
佐藤 愛子（高鍋町）

3位 安田 康行（都城市）
安田 百合子（都城市）

混合の部 75歳以上



1位 東 祐二（延岡市）
2位 佐田 健治（都城市）
3位 甲斐 深志（延岡市）

男子の部 69歳以下

1位 松比良 重信（宮崎市）
2位 中岡 勲（宮崎市）
3位 川俣 忠三（日南市）

男子の部 70歳以上

1位 高尾 千賀子（宮崎市）
2位 戸高 たつ子（高千穂町）
3位 山口 洋子（宮崎市）

女子の部



1位 松崎 達義（宮崎市）
2位 川崎 義弘（宮崎市）
3位 清原 伸一（川南町）
3位 黒木 明仁（延岡市）

60歳～64歳

1位 橋口 光博（宮崎市）
2位 野崎 宣人（三股町）
3位 小川 博源（国富町）
3位 安田 敏博（宮崎市）

70歳以上

1位 増田 誠二（日南市）
2位 中島 康靖（日南市）
3位 河野 國利（日南市）
3位 塘 隆俊（国富町）

65歳～69歳



1位
＜しかけ＞吉村 都代子（川南町）
＜応じ＞堀川 あや子（延岡市）

2位
＜しかけ＞岩野 信子（宮崎市）
＜応じ＞黒木 裕子（宮崎市）

演技競技

1位 堀川 あや子（延岡市）
2位 吉村 都代子（川南町）
3位 黒木 裕子（宮崎市）

試合競技



1位 はまゆう延岡（延岡市）
2位 ライムグリーン（宮崎市）
3位 北斗星（宮崎市）

競技の部

1位 カサブランカ（宮崎市）
2位 どらごん（西都市）
3位 日向ひまわり（日向市）

一般の部



団体の部

1位 延岡1（延岡市）
2位 佐土原A（宮崎市）
3位 日向一（日向市）

1位 松山 光治（日南市）
2位 日 元一（宮崎市）
3位 田中 浩三（日南市）

個人の部 男子

1位 赤木 芳子（宮崎市）
2位 那須 和代（日向市）
3位 池部 敬子（木城町）

個人の部 女子



1位 紫陽花：加治佐 勝（宮崎市）・仁田脇 フミ子（宮崎市）
2位 エメラルド：駒木 省三（宮崎市）・よし田 喜代子（宮崎市）
3位 サンボウルC：年森 昭一（延岡市）・鈴原 義人（日向市）

ねんりん部門

1位 沼田 剛（宮崎市）
2位 木宮 由美子（宮崎市）
3位 岩切 一見（宮崎市）

健康部門



1位 中田 武宏（国富町）
2位 野中 久幸（国富町）
3位 中山 博美（国富町）



FC延岡A（延岡市）

1位

都城ヤングマン（都城市）
宮崎ドリームFCA（宮崎市）

3位

宮崎ドリームFCB（宮崎市）

2位



宮崎未惑クラブ（宮崎市）

1位

杜（延岡市）

3位

連惑（高鍋町）

2位



1位 茂谷 昭文（都城市）
2位 米田 昭男（都城市）
3位 小西 貞夫（宮崎市）

男子の部

1位 角畑 豊子（小林市）
2位 本多 テル子（新富町）
3位 小嶋 美穂子（高鍋町）

女子の部



自由形25メートル
1位 遠矢 敬幸（日南市）
2位 亀井 利行（延岡市）
3位 忠平 隆（宮崎市）

男子 60～64歳

平泳ぎ50メートル
1位 西 隆範（延岡市）

背泳ぎ25メートル
1位 平田 務（小林市）

平泳ぎ25メートル
1位 西 隆範（延岡市）
2位 忠平 隆（宮崎市）

バタフライ25メートル
1位 遠矢 敬幸（日南市）
2位 亀井 利行（延岡市）

自由形50メートル
1位 平田 務（小林市）
2位 前田 英治（日之影町）
3位 甲斐 隆弘（高千穂町）

自由形25メートル
1位 熊野 鎭雄（川南町）
2位 待木 一広（宮崎市）
3位 黒島 賢士（小林市）

男子 65～69歳

平泳ぎ50メートル
1位 桑原 修己（延岡市）
2位 工藤 光男（延岡市）
3位 仁田 猛（えびの市）

背泳ぎ25メートル
1位 佐藤 設雄（高千穂町）
2位 仁田 猛（えびの市）

平泳ぎ25メートル
1位 桑原 修己（延岡市）
2位 中武 勉（西都市）

バタフライ25メートル
1位 工藤 光男（延岡市）
2位 熊野 鎭雄（川南町）
3位 齊藤 素（延岡市）

自由形50メートル
1位 待木 一広（宮崎市）
2位 黒島 賢士（小林市）
3位 高瀬 育男（高鍋町）



自由形25メートル
1位 桑原 和弘（宮崎市）
2位 岩本 清明（宮崎市）
3位 本田 峰幸（高千穂町）

男子 70～74歳

平泳ぎ50メートル
1位 川崎 進（延岡市）
2位 坂口 睦基（三股町）
3位 那須 信吉（宮崎市）

背泳ぎ25メートル
1位 岩本 清明（宮崎市）
2位 那須 信吉（宮崎市）

平泳ぎ25メートル
1位 坂口 睦基（三股町）

バタフライ25メートル
1位 桑原 和弘（宮崎市）
2位 田尻 栄二（高千穂町）
3位 落合 久義（日向市）

自由形50メートル
1位 川崎 進（延岡市）
2位 本田 峰幸（高千穂町）
3位 渡辺 儀彦（宮崎市）

自由形25メートル
1位 山野 泰照（延岡市）
2位 新甫 晏一（都城市）
3位 西村 誠一（宮崎市）

男子 75～79歳

平泳ぎ50メートル
1位 鵜木 義幸（小林市）
2位 宍戸 武男（宮崎市）

背泳ぎ25メートル
1位 灘岡 豊（宮崎市）
2位 西村 誠一（宮崎市）

平泳ぎ25メートル
1位 鵜木 義幸（小林市）
2位 上野 誠（宮崎市）
3位 新甫 晏一（都城市）

バタフライ25メートル
1位 宍戸 武男（宮崎市）

自由形50メートル
1位 山野 泰照（延岡市）
2位 奈良 勇（宮崎市）
3位 佐藤 愼郎（高千穂町）

バタフライ50メートル
1位 奈良 勇（宮崎市）



自由形25メートル
1位 浦川 照行（宮崎市）
2位 槌田 征治（宮崎市）

男子 80歳以上

平泳ぎ50メートル
1位 押川 義克（宮崎市）
2位 伊東 尊見（宮崎市）

背泳ぎ25メートル
1位 清水 征信（宮崎市）

平泳ぎ25メートル
1位 伊東 尊見（宮崎市）
2位 押川 義克（宮崎市）
3位 浦川 照行（宮崎市）

自由形50メートル
1位 槌田 征治（宮崎市）

背泳ぎ50メートル
1位 清水 征信（宮崎市）



女子 65～69歳

女子 60～64歳

自由形25メートル
1位 林田 由紀子（延岡市）
2位 丸田 法子（宮崎市）

平泳ぎ50メートル
1位 渡辺 ひとみ（日南市）

背泳ぎ25メートル
1位 林田 由紀子（延岡市）
2位 林 智子（小林市）
3位 今元 慶子（都城市）

平泳ぎ25メートル
1位 渡辺 ひとみ（日南市）
2位 今元 慶子（都城市）

バタフライ25メートル
1位 大嶺 裕子（宮崎市）

自由形50メートル
1位 大嶺 裕子（宮崎市）

自由形25メートル
1位 小川 裕子（宮崎市）
2位 松山 雅子（宮崎市）
3位 内木場 千秋（都城市）

平泳ぎ50メートル
1位 長友 純子（延岡市）
2位 河野 啓子（新富町）

背泳ぎ25メートル
1位 松山 雅子（宮崎市）
2位 内木場 千秋（都城市）
3位 池田 スミ子（宮崎市）

平泳ぎ25メートル
1位 前村 久美子（小林市）
2位 松浦 千津子（宮崎市）
3位 安原 紀子（新富町）

バタフライ25メートル
1位 長友 純子（延岡市）
2位 松浦 千津子（宮崎市）
3位 山口 多美子（宮崎市）

自由形50メートル
1位 小川 裕子（宮崎市）
2位 安田 ひろ子（門川町）
3位 安原 紀子（新富町）

背泳ぎ50メートル
1位 林 智子（小林市）

バタフライ50メートル
1位 吉本 由有子（宮崎市）

背泳ぎ50メートル
1位 江藤 より子（新富町）

バタフライ50メートル
1位 三浦 令子（宮崎市）



女子 75～79歳

女子 70～74歳

自由形25メートル
1位 林 妙子（延岡市）
2位 隈本 まり子（日南市）
3位 下別府 静子（小林市）

背泳ぎ25メートル
1位 林 妙子（延岡市）
2位 永野 和子（宮崎市）
3位 下別府 静子（小林市）

平泳ぎ25メートル
1位 西岡 清美（宮崎市）

バタフライ25メートル
1位 大山 喜美子（川南町）
2位 織田 美智子（宮崎市）

自由形50メートル
1位 大山 喜美子（川南町）
2位 たか山 和代（川南町）
3位 植木 スエ子（五ヶ瀬町）

自由形25メートル
1位 米田 松子（都農町）
2位 黒木 千惠子（日向市）

背泳ぎ25メートル
1位 川添 カチ子（都城市）

平泳ぎ25メートル
1位 川添 カチ子（都城市）
2位 黒木 千惠子（日向市）

バタフライ25メートル
1位 米田 松子（都農町）

背泳ぎ50メートル
1位 永野 和子（宮崎市）
2位 西岡 清美（宮崎市）
3位 たか山 和代（川南町）



女子 80歳以上

自由形25メートル
1位 長渡 康江（日南市）
2位 土屋 里江（宮崎市）
3位 長友 ユキヱ（宮崎市）

背泳ぎ25メートル
1位 小さき 基子（えびの市）
2位 松井 準子（川南町）

平泳ぎ25メートル
1位 岡本 ヨシ子（宮崎市）
2位 小﨑 基子（えびの市）
3位 土屋 里江（宮崎市）

バタフライ25メートル
1位 岡本 ヨシ子（宮崎市）
2位 長渡 康江（日南市）

自由形50メートル
1位 長友 ユキヱ（宮崎市）



花山手卓球バレークラブA（宮崎市）

1位

小林あかつき福祉協会A（小林市）

3位

コスモスクラブ（国富町）

2位



1位 久島 孝昭（宮崎市）
久島 典子（宮崎市）

2位 長友 正男（日向市）
海塚 栄（日向市）

3位 渡辺 保夫（国富町）
渡辺 千香子（国富町）

チャチャチャ

1位 久島 孝昭（宮崎市）
久島 典子（宮崎市）

2位 長友 正男（日向市）
海塚 栄（日向市）

3位 渡辺 保夫（国富町）
渡辺 千香子（国富町）

ルンバ

1位 菊島 康行（宮崎市）
永井 むつ代（宮崎市）

2位 川原 博美（新富町）
清野 京子（新富町）

3位 椎葉 志郎（宮崎市）
亀谷 典子（宮崎市）

ワルツ

1位 川原 博美（新富町）
清野 京子（新富町）

2位 菊島 康行（宮崎市）
永井 むつ代（宮崎市）

3位 椎葉 志郎（宮崎市）
亀谷 典子（宮崎市）

タンゴ



宮崎キングシニア（宮崎市）

1位

延岡還暦野球クラブ（延岡市）

3位

宮崎ヤングスターズ（宮崎市）

2位

雨天延期のため6月22日実施



1位 長友 亨（宮崎市）
2位 中田 純（延岡市）
3位 西 康幸（宮崎市）

県代表の部

1位 多田 勉（宮崎市）
2位 谷山 千秋（国富町）
3位 粟屋 省三（延岡市）

交流の部A

1位 湯浅 幸一（宮崎市）
2位 手塚 治（延岡市）
3位 吉野 允博（小林市）

交流の部B



1位 野田 賢市（日南市）
2位 河島 一郎（延岡市）
3位 秋本 博美（宮崎市）

Aクラス

1位 長峰 雷太（宮崎市）
2位 福山 勇男（宮崎市）
3位 上別府 好満（宮崎市）

Bクラス



山岡 孝（宮崎市）

1位

吉原 昭三（川南市）

3位

小野 四男（延岡市）

2位


