
姓 名 セイ メイ 年齢

宮川 源太 ミヤガワ ゲンタ 39 長崎県 南島原市

高木 浩徳 タカキ ヒロノリ 61 長崎県 南島原市

宮﨑 香蓮 ミヤザキ カレン 27 東京都 港区

小関 亨 コセキ トオル 49 長崎県 島原市

宮田 隆 ミヤタ タカシ 81 長崎県 雲仙市

貝原 幸三 カイハラ コウザブ 75 長崎県 雲仙市

川下 和明 カワシタ カズアキ 41 長崎県 壱岐市

松尾 勝久 マツオ カツヒサ 59 非公表

野口 哲彦 ノグチ アキヒコ 73 長崎県 大村市

田端 健児 タバタ ケンジ 46 長崎県 佐世保市

池見 菜穂 イケミ ナホ 22 長崎県 長崎市

濱 栄治 ハマ エイジ 54 長崎県 諫早市

山口 美咲 ヤマグチ ミサキ 31 東京都 品川区

池田 博子 イケダ ヒロコ 73 長崎県 諫早市

朝長 孝介 トモナガ コウスケ 40 長崎県 大村市

松尾 匡悟 マツオ マサノリ 41 長崎県 長崎市

平川 健 ヒラカワ ケン 48 長崎県 長崎市

神田 和征 カンダ カズユキ 78 長崎県 長崎市

中村 勝文 ナカムラ カツフミ 65 長崎県 長崎市

平川 茂子 ヒラカワ シゲコ 79 長崎県 長崎市

辻 博文 ツジ ヒロフミ 66 長崎県 長崎市

草野 仁 クサノ ヒトシ 77 非公表

姓 名 セイ メイ 年齢

勝矢 紘史 カツヤ コウシ 17 長崎県 西彼杵郡長与町

永田 雄大 ナガタ ユウタ 17 長崎県 西彼杵郡長与町

工藤 晋也 クドウ シンヤ 17 長崎県 西彼杵郡長与町

田﨑 温人 タサキ ハルト 17 長崎県 西彼杵郡長与町

末吉 晃樹 スエヨシ コウキ 17 長崎県 西彼杵郡時津町

川久保 瑛斗 カワクボ アキト 17 長崎県 西彼杵郡時津町

山下 暁大 ヤマシタ キョウタ 17 長崎県 長崎市

川口 寛太 カワグチ カンタ 18 長崎県 長崎市

楳原 大志 ウメハラ タイシ 17 長崎県 長崎市

山﨑 陸 ヤマサキ リクト 17 長崎県 大村市

栗山 秋義 クリヤマ アキヨシ 70 長崎県 大村市

森 弘美 モリ ヒロミ 80 長崎県 西彼杵郡時津町

辻 洋一 ツジ ヨウイチ 66 長崎県 西彼杵郡時津町

裕 ニシダ ユウ 22 長崎県 西海市

平野 和浩 ヒラノ カズヒロ 43 長崎県 西海市

境 喜一郎 サカイ キイチロウ 38 長崎県 五島市

山口 雪乃 ヤマグチ ユキノ 18 長崎県 長崎市

出口 佑也 デグチ ユウヤ 18 長崎県 五島市

大浦 信之 オオウラ ノブユキ 55 長崎県 対馬市

田中 統也 タナカ トウヤ 16 長崎県 長崎市

崎田 晃子 サキタ アキコ 42 長崎県 佐世保市

髙尾 誠 タカオ マコト 77 長崎県 松浦市

川久保 淳一 カワクボ ジュンイチ 48 長崎県 松浦市

Diego Miguel ディエゴ ミゲル 41 長崎県 佐世保市

杉山 元太 スギヤマ ゲンタ 14 長崎県 平戸市

藤永 佳子 フジナガ ヨシコ 39 長崎県 諫早市

山口 淳二 ヤマグチ ジュンジ 73 長崎県 東彼杵郡川棚町

横山 英示 ヨコヤマ エイジ 66 長崎県 北松浦郡小値賀町

古賀 英昭 コガ ヒデアキ 55 長崎県 佐世保市

高尾 由香 タカオ ユカ 38 長崎県 佐世保市

城島 健司 ジョウジマ ケンジ 44 長崎県 佐世保市

※年齢は走行日時点

市町名 住所

01 南島原市

＜５月７日（金）＞

02 島原市

03 雲仙市

04 壱岐市

08 長崎市

05 新上五島町

06 諫早市

07 大村市

09 佐世保市

05 対馬市

06 松浦市

07 平戸市

　本表に掲載している方は、長崎県実行委員会において選出したランナーです。

東京2020オリンピック聖火リレー長崎県走行聖火ランナー

 （本県では、２日間で181名の方が聖火ランナーとして走行しました。）

08 佐々町

02 時津町

03 西海市

04 五島市

＜５月８日（土）＞

市町名 住所

01 長与町


