
推薦団体 団体名 主　な　功　績

1 佐渡野球連盟 佐渡野球連盟

　平成元年より平成13年までの13年に渡り、佐渡野球連盟の理事長として、佐渡の野
球界発展のためご活躍いただき、その後も、佐渡野球連盟参与として、連盟運営に
ご尽力いただいている。
　また今年で第25回となった、佐渡野球連盟リーグ戦大会の発起人であり、その功績
が非常に大きいため、功労者賞として推薦した。

推薦団体 主　な　功　績

1 佐渡市スポーツ協会

　佐渡市の青少年のスポーツ選手の国内はもとより、海外との交流を含めた選手育成
強化事業の活性化を目的として、多額の寄付金を賜った。
　今年度は、佐渡バドミントン協会の全国大会への出場・韓国インチョン市との国際交
流、佐渡空手道連盟の全国大会への出場・講習会の実施、佐渡市スポーツ協会・佐
渡野球連盟・佐渡サッカー協会による「佐渡スポーツフェスタ2015」の開催に助成金
を活用させていただき、佐渡市の青少年の選手育成強化・指導者の育成に効果をあ
げることが出来た。

2 佐渡バドミントン協会

　日本で最も権威のあるバドミントン日本リーグを佐渡で開催するため、平成27年6月
に佐渡バドミントン協会の内部組織として立ち上げ、大会開催の準備として、日本バド
ミントン協会をはじめ新潟県バドミントン協会、佐渡市等と協力を重ね開催地を視察
するなど、開催に向けて努力された。大会当日は1,300名を超す入場者を数え、島外
からも200名程度の入場者があり、参加選手には世界チャンピオンの桃田選手をはじ
め有名選手が参加し、アトラクションでは鼓童の出演もあって大いに盛り上がった大
会となった。
　今大会はバドミントン協会が佐渡市に対するバドミントン競技への理解、普及を目的
に企画したものであるが、マスコミを通じて有名となった桃田選手を見るためスポーツ
になじみのない市民も来場した様子で、バドミントン関係者以外の観客も多かった。
一流のスポーツ選手の試合を見ることで、市民にスポーツに関心を持ってもらい、ス
ポーツ全体の普及に役立つ大会であった。

推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名 主　な　成　績

1 佐渡水泳連盟 北見　優帆 水泳競技 佐渡高校３年 平成27年度和歌山国体　少年A800ｍフリーリレー出場

第36回北信越中学校総合競技大会　バドミントン大会女子ダブルス　第3位

平成27年度全国中学校体育大会　第45回全国中学校バドミントン大会出場　1回戦突破

第36回北信越中学校総合競技大会　バドミントン大会女子ダブルス　第3位

平成27年度全国中学校体育大会　第45回全国中学校バドミントン大会出場　1回戦突破

平成27年度 一般財団法人佐渡市スポーツ協会表彰者一覧

　　【功労者賞】

氏 名

柴田　邦昭

　　【感謝状】

団体名

【特別優秀競技者賞】

2
佐渡市

中学校体育連盟
伊藤　歩花 バドミントン競技

佐渡南ロータリークラブ

バドミントン日本リーグ2015
佐渡大会実行委員会

両津中学校３年

3
佐渡市

中学校体育連盟
伊藤　舞衣 バドミントン競技 両津中学校３年



推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名 主　な　成　績

1 中田　有妃子 水泳競技 両津小学校６年 第9回新潟県小学生屋内選手権水泳競技大会　女子100ｍ平泳　第4位　1’25”66

2 山本　妃良梨 空手道競技 金井小学校６年 第15回全日本少年少女空手道選手権大会新潟県予選会　6年女子組手　準優勝（北信越大会出場）

3 渡邉 　廉 空手道競技 両津小学校５年 第31回新潟県少年少女空手道選手権大会　小学生5年男子組手　第3位（北信越大会出場）

4 笠井　凌介 陸上競技 両津中学校２年 第46回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会　男子砲丸投　第3位　記録　11.84ｍ

5 仲川　真梨亜 陸上競技 金井中学校３年 第46回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会　女子砲丸投　第3位　記録　10.99ｍ

6 藤井　洸一郎 陸上競技 南佐渡中学校１年 新潟県ジュニアオリンピック標準記録突破会　Cクラス男子　100mH優勝　記録　15秒18

7 藤井　佑一郎 陸上競技 南佐渡中学校１年 新潟県ジュニアオリンピック標準記録突破会　Cクラス男子　走幅跳　準優勝　記録　5ｍ51

第44回新潟県高等学校選抜バドミントン大会　女子ダブルス　第3位

国体候補選手選考会　少年女子シングルス　第4位

9 鴻江　佑芽 バドミントン競技 佐渡高校２年 第44回新潟県高等学校選抜バドミントン大会　女子ダブルス　第3位

10 松永　恵介 陸上競技 佐渡高校３年 平成27年度新潟県高等学校総合体育大会陸上競技大会　男子八種競技　第3位（北信越大会出場）

11 長野　拓也 陸上競技 佐渡高校３年 平成27年度新潟県高等学校総合体育大会陸上競技大会　男子やり投　第4位（北信越大会出場）

12 松本　海 陸上競技 佐渡高校２年 平成27年度新潟県高等学校県選抜陸上競技大会　男子200ｍ　第4位(北信越大会出場）

13 高津　啓大 陸上競技 佐渡高校２年 平成27年度新潟県高等学校県選抜陸上競技大会　男子八種競技　第4位(北信越大会出場）

14 村川　由利子 陸上競技 佐渡高校２年 平成27年度新潟県高等学校県選抜陸上競技大会　女子5000ｍW　第3位(北信越大会出場）

15 渡邉　侑弥 空手道競技 佐渡高校３年 平成27年度新潟県高等学校総合体育大会空手道大会　男子個人形　第3位（北信越大会出場）

16 佐渡市剣道連盟 遠藤　廉士 剣道競技 二宮小学校４年 第38回全国スポーツ少年団剣道交流大会新潟県予選会　小学4年生以下　第3位

17 中川　翔 柔道競技 畑野柔道教室 第18回ＢＳＮ少年柔道選手権大会　小学4年生男子　40kg級　優勝

18 北見　凜夏 柔道競技 佐和田柔道スポーツ少年団 第35回新潟県スポーツ少年団総合体育大会　第46回柔道大会　小学生5.6年女子+50kg級　優勝

19 佐渡空手道連盟 宇佐見　真央 空手道競技 沢根小学校４年 第58回小学生中学生全国空手道選手権大会新潟県予選会　小学4年女子形の部及び組手の部　第4位　

20 川上　匠 第24回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会　6年生以下ダブルス　優勝　

21 齊藤　涼磨 北信越地区予選会　第3位　　全国大会出場

22 鴻江　翔伍 第24回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会　5年生以下ダブルス　優勝　

23 中山　結斗 北信越地区予選会　準優勝　　全国大会　第3位

第24回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会　5年生以下シングルス　準優勝　

北信越地区予選会出場　　全国大会県別対抗団体戦出場

25 大山　翔愛 第24回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会　5年生以下ダブルス　第3位　

26 引野　海里 同北信越地区予選会　第5位

27 山城　拓也 第24回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会　4年生以下ダブルス　第3位　

28 村上　光希 同北信越地区予選会出場

29 鬼　菜々美 第24回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会　5年生以下ダブルス　第3位　

30 川端　秀美 同北信越地区予選会出場

31 田中　涼太 水泳競技 佐渡総合高校２年 第48回北信越高等学校選手権大会水泳競技　男子100ｍ自由形出場

32 盛山　珠希 水泳競技 佐渡スイミングクラブ 第9回新潟県小学生屋内選手権水泳競技大会　女子200ｍ自由形優勝

推薦団体 氏　　名 種　目 学年・団体名 主　な　成　績

1 安藤　夏代 水泳競技 佐渡水泳連盟 日本スポーツマスターズ2015　50m平泳ぎ第6位　100m平泳　第7位

2 池亀　政彦 水泳競技 佐渡水泳連盟 日本スポーツマスターズ2015　50m自由形第7位　100m自由形第4位　200mフリーリレー第8位

3 佐藤　秀二 水泳競技 佐渡マスターズ水泳クラブ 新潟県マスターズ水泳大会　50mバタフライ優勝

4 藤井　直輝 水泳競技 佐渡マスターズ水泳クラブ 新潟県マスターズ水泳大会　100m自由形優勝　200m自由形優勝

5 堀江　真理 水泳競技 佐渡マスターズ水泳クラブ 新潟県マスターズ水泳大会　25m自由形優勝

　【優秀競技者賞】【個人】

佐渡市
小学校体育連盟

佐渡市
中学校体育連盟

8

高等学校体育連盟

青木　香織 バドミントン競技 佐渡高校２年

佐渡柔道連盟

佐渡バドミントン協会

バドミントン競技 佐渡ジュニア

バドミントン競技 佐渡ジュニア

バドミントン競技 佐渡ジュニア

佐々木　大樹

バドミントン競技 佐渡ジュニア

バドミントン競技 佐渡ジュニア

　【奨励競技者賞】【個人】

佐渡水泳連盟

佐渡水泳連盟

バドミントン競技 佐渡ジュニア24



　渡辺　さつき（２年）　　金子　由依（２年）　　石塚　未悠（２年）　　山本　亜莉沙（１年）　　渡邉　瑞生（１年）

　【優秀競技者賞】【団体】

1
佐渡市

中学校体育連盟

両津中学校バドミントン部 第46回新潟県中学校総合体育大会バドミントン大会　女子団体戦　第3位

　伊藤　歩花（３年）　　伊藤　舞衣（３年）　　菊池　真依（３年）　　山﨑　茉衣（３年）　　池　亜由美（３年）　　榎　百愛（１年）

2 高等学校体育連盟
佐渡高等学校男子空手道部

4 高等学校体育連盟

佐渡高等学校
バドミントン部

第68回新潟県高等学校総合体育大会女子バドミントン競技大会　学校対抗戦　第3位　北信越総合体育大会出場

第44回新潟県高等学校選抜バドミントン大会　女子学校対抗戦　第２位　　北信越選抜大会出場

　石塚　綾美（３年）　　本間　涼香（３年）　　服部　美希（３年）　　岩崎　藍（３年）　　青木　香織（２年）　　鴻江　佑芽（２年）　

　前田　容（２年）　　藤原　奈生（２年）　　福田　愛深（２年）　　上杉　志保（１年）　　大倉　真央（１年）

5 高等学校体育連盟

第35回新潟県高等学校バレーボール1・2年生大会　　第3位

第15回北信越高等学校新人バレーボール大会出場

　下坂　蓮（３年）　　猪俣　士（３年）　　小田　明雅（２年）　　田中　優真（３年）　　渡辺　啓斗（３年）　　計良　雅（３年）

　小杉　和也（３年）　　半田　透馬（２年）　　羽藤　和平（２年）　　山下　泰希（３年）　　伊藤　賢太（３年）

　計良　友貴（３年）　　高井　真彦（２年）

佐渡総合高等学校
男子バレーボール部

6 佐渡空手道連盟
佐渡空手道連盟

文部科学大臣杯　第58回小学生中学生全国空手道選手権大会新潟県予選
第37回新潟県空手道選手権大会　小学低学年女子団体組手　第3位

　宇佐見　真央（４年）　　河原　未和（３年）

7 佐渡空手道連盟
佐渡空手道連盟 内閣総理大臣杯　第58回全国空手道選手権大会新潟県予選　一般団体形　準優勝

　高野　一規　　　　木下　貴夫

8 佐渡バドミントン協会

佐渡ジュニア男子 第31回若葉カップ全国小学生バドミントン大会　男子団体　第5位（新潟県予選会１位）

　川上　匠（６年）　　齊藤　涼磨（６年）　　佐々木　大樹（５年）　　鴻江　翔伍（５年）　　中山　結斗（５年）　　

　大山　翔愛（５年）　　引野　海里（５年）　　山城　拓也（３年）　　村上　光希（３年）

9 佐渡バドミントン協会

佐渡ジュニア女子 第31回若葉カップ全国小学生バドミントン大会新潟県予選会　女子団体　第3位　

　横山　未来（６年）　　山口　絢加（６年）　　鬼　菜々美（５年）　　川端　秀美（５年）　　柴原　由美子（５年）　

　柴原　君枝（５年）　　畑中　彩実（５年）　　三浦　耀子（４年）　　三国屋　萌（４年）

10 佐渡バレーボール協会

かないＪｒ
ファミリーマートカップ第35回全日本バレーボール小学生大会新潟県予選会　第3位

第28回北信越小学生バレーボール大会出場（ベスト８）

　林　真孝（６年）　　大蔵　夢也（６年）　　田邉　和真（６年）　　北見　天（６年）　　近藤　翔（６年）　　岩﨑　七海（５年）

　本田　隼士（４年）　　川上　颯（４年）　　髙橋　里寿夢（４年）　　羽藤　樹（２年）　　大平　弦（２年）

11 佐渡バレーボール協会

ＮＩＮＥＳ

全日本９人制バレーボールクラブカップ選手権大会新潟県予選会　第2位
第35回全日本９人制バレーボールクラブカップ選手権　決勝トーナメント進出

全日本９人制バレーボール総合男子選手権大会新潟県予選会　第3位
第85回全日本９人制バレーボール総合男子選手権　決勝トーナメント進出

　松木　一弘　　　土屋　一希　　　本間　光伸　　　坂井　丈　　　丹穂　亮太　　　兵庫　将和　　　中瀬　翔太

　橋本　康士　　　小林　弘英　　　渡邉　悠　　　齋藤　恭俊　　　秋山　翔吾　　　笹本　郁也　　　北　浩太郎

　橋本　健二　　　大塚　悠史　　　下坂　蓮

12 佐渡バレーボール協会

両津ひかり 越後製菓カップ2015新潟県ママさんバレーボール選手権大会　優勝

　松田　里江　　　山本　加納子　　　川端　早苗　　　後藤　久仁子　　　土屋　純子　　　萩田　里実　　　中川　美絵

　丹穂　沙耶香　　　大澤　浩子　　　余田　かおり　　　野口　里子　　　中川　郁子

高等学校体育連盟
佐渡高等学校女子空手道部

平成27年度新潟県高等学校総合体育大会空手道大会　女子団体組手　第3位（北信越大会出場）

3

平成27年度新潟県高等学校総合体育大会空手道大会　男子団体形　第3位（北信越大会出場）

　渡邉　侑弥（３年）　　伊藤　龍矢（２年）　　加藤　大雅（２年)　　池　凌真（２年）

第35回全国高等学校空手道選抜大会新潟予選会　女子団体組手　第2位（北信越大会出場）


