
推薦団体 団体名 主　な　功　績

1 佐渡空手道連盟 佐渡空手道連盟

昭和46年日本空手協会における有段者資格取得後、積極的にスポーツ少年団の
指導に携わった。特に、初心者育成に取り組み青少年の健全育成に努め、優秀な
選手育成に努めた。傍らで、佐渡JSC優良指導者認定資格取得、また日本スポーツ
少年団指導者としての資格取得など自身の資質向上に努め、指導力向上を図り、
空手道の指導育成に貢献した。特に県大会、北信越大会、さらには全国大会へと
優秀な選手輩出の立役者として尽力した功績は大なるものと認められる。

推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名 主　な　成　績

第16回全日本少年少女空手道選手権大会　男子形小学校6年生　出場

　同予選会兼第32回新潟県少年少女空手道選手権大会 男子形小学校6年生 第2位　

第16回全日本少年少女空手道選手権大会　男子形小学校4年生　出場

　同予選会兼第32回新潟県少年少女空手道選手権大会 男子形小学校4年生 第4位　

第32回新潟県少年少女空手道選手権大会 兼 第16回全日本少年少女空手道選手権

新潟県予選会 並びに 第11回北信越小中学生空手道選手権大会新潟県予選会

　組手　小学1年男子　第3位

4 柴原　君枝 陸上競技 真野小学校6年 第41回少年少女親善オリンピック長岡大会　小学6年女子100ｍ　第4位(14"37)

5 柴原　由美子 陸上競技 真野小学校6年 第41回少年少女親善オリンピック長岡大会　小学6年女子走り幅跳び　第2位(4m19)

第62回全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会　1年1500m　第2位（4’29”64）

第37回北信越中学校総合体育大会陸上競技　1年1500m　第4位（4'33”61）

7 安藤　玲海 水泳競技 佐和田中学校2年 平成28年度新潟県中学校総合体育大会水泳競技大会 女子200m自由形 第4位（2'15”38）

第62回全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会　女子四種競技　第2位（2343）

第47回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会　女子4種競技　第6位(2136)

第37回北信越中学校総合競技大会陸上競技　女子4種競技　出場

第62回全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会 女子走り高跳び 第3位（1m45）

第47回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会　女子走り高跳び、4種競技出場

第37回北信越中学校総合競技大会陸上競技　走り高跳び　出場

第47回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会　男子砲丸投げ　第1位（12ｍ82）

第37回北信越中学校総合競技大会陸上競技　砲丸投げ　第3位(13m24)

平成28年度新潟県中学校ジュニアオリンピック参加標準記録突破会

　　共通女子円盤投げ1.0㎏　第1位（27ｍ96）

第47回ジュニアオリンピック陸上大会出場

第37回北信越中学校総合体育大会　バドミントン　男子シングルス　第5位

第47回新潟県総合体育大会　バドミントン　男子シングルス　第2位

JOCジュニアオリンピックカップ第35回全日本ジュニアバドミントン選手権大会

　　ジュニア新人の部　ベスト16　　　　第17回新潟県予選会　第1位

14 大塚　可貴 ソフトテニス競技 佐渡高校3年 平成28年度第69回新潟県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会

15 岡崎　賢三 ソフトテニス競技 佐渡高校3年 　　男子個人（ダブルス）　ベスト16　　　北信越大会出場

16 佐藤　龍也 ソフトテニス競技 佐渡高校3年 平成28年度第69回新潟県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会

17 本間　顕一 ソフトテニス競技 佐渡高校3年 　　男子個人（ダブルス）　ベスト16　　　北信越大会出場

18 岡崎　海 ソフトテニス競技 佐渡高校3年 平成28年度第69回新潟県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会

19 佐々木　梨晶 ソフトテニス競技 佐渡高校2年 　　女子個人（ダブルス）　ベスト8　　　　北信越大会出場

20 青木　香織 佐渡高校3年 第69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

21 鴻江　佑芽 佐渡高校3年 　個人戦ダブルス　第3位

22 齊藤　有輝 バドミントン競技 佐渡高校2年 第45回記念新潟県高等学校選抜バドミントン大会新潟県予選会 個人戦男子シングルス 第3位

新潟県体育協会設立90周年記念第36回新潟県スポーツ少年団総合体育大会

兼第39回全国スポーツ少年団剣道交流大会新潟県予選会 個人戦小学生5・6年男子 第1位

第13回全国小学生学年別柔道大会新潟県予選会　小学5年生男子　45㎏級　第2位

第19回BSN少年柔道選手権大会　小学5年生男子　45㎏級　第3位

25 若林　愛羽 柔道競技 真野柔道教室4年 第19回BSN少年柔道選手権大会　小学5年生女子　35㎏級　第3位

2 渡邉　翔 空手道競技 両津小学校4年

3 菊池　晴葵 空手道競技 八幡小学校1年

平成28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

佐藤　重雄

　【優秀競技者賞】【個人】

1

佐渡市
小学校体育連盟

渡邉　廉 空手道競技 両津小学校6年

本間　遥香 陸上競技 新穂中学校2年

10 笠井　凌介 陸上競技 両津中学校3年

6

佐渡市
中学校体育連盟

渡邉　駿太朗 陸上競技 佐和田中学校1年

8 土屋　美晏フラガ 陸上競技 新穂中学校2年

9

13 佐々木　真奈 バドミントン競技 真野中学校2年

佐渡市
高等学校体育連

盟

バドミントン競技

11 森川　貴実子 陸上競技 内海府中学校3年

12 福田　廉太 バドミントン競技 真野中学校3年

23 佐渡市剣道連盟 石塚　凌 剣道競技 二見剣士会6年

24
佐渡柔道連盟

中川　翔 柔道競技 畑野柔道教室5年



第25回全国小学生バドミントン選手権大会北信越地区予選会 6年生以下シングルス 第3位

　同新潟県予選会　6年生以下シングルス　第1位

第17回全国ABC大会出場　同新潟県予選会Aクラス　第1位

第25回全国小学生バドミントン選手権大会北信越地区予選会 4年生以下シングルス 第5位

　同新潟県予選会　4年生以下シングルス　第2位

第17回全国ABC大会新潟県予選会Bクラス　第2位

28 山城　政人 バドミントン競技 佐渡ジュニア 第17回全国ABC大会　Cクラス　第5位、　同新潟県予選会Cクラス　第1位

第17回全国ABC大会出場　同新潟県予選会Aクラス　第3位

第25回全国小学生バドミントン選手権大会北信越地区予選会 6年生以下ダブルス 第2位

30 中山　結斗 バドミントン競技 佐渡ジュニア 　同新潟県予選会　6年生以下ダブルス　第2位

31 大山　翔愛 第25回全国小学生バドミントン選手権大会北信越地区予選会 6年生以下ダブルス出場

32 引野　海里 　同新潟県予選会　6年生以下ダブルス　第3位

33 村上　光希 第25回全国小学生バドミントン選手権大会北信越地区予選会 4年生以下ダブルス 第5位

34 磯部　陽向 　同新潟県予選会　4年生以下ダブルス　第1位

35 川端　秀美 第25回全国小学生バドミントン選手権大会北信越地区予選会

36 鬼　菜々美 　6年生以下ダブルス　第5位     同新潟県予選会　6年生以下ダブルス　第3位

第49回北信越高等学校選手権水泳競技大会　男子200ｍ自由形　第7位

新潟県高等学校総合体育大会水泳競技　男子200m自由形　第4位

新潟県高等学校秋季大会　男子200m自由形　第3位　100m自由形　第4位

38 安藤　あかり 水泳競技 佐渡スイミングクラブ 第38回全国JOC春季新潟県予選会　12歳　女子50m自由形　第4位

39 臼木　凛桜 水泳競技 佐渡スイミングクラブ 第38回全国JOC春季新潟県予選会　12歳　男子100背泳ぎ　第4位

第10回新潟県小学生室内選手権水泳競技大会
 　女子200ｍ自由形　第1位　200m個人メドレー 第1位

NST新潟県小学生選手権　女子200m自由形　第1位　２００m個人メドレー第３位

BSN少年少女水泳大会　女子２００m自由形　第１位　２００m個人メドレー　第３位　

文部科学大臣杯第59回小学生・中学生全国空手道選手権大会 小学5年女子組手の部出場

第27回北信越地区空手道選手権大会　小学5年生　組手の部　出場

　同予選会兼第38回新潟県空手道選手権大会　小学5年　女子組手の部　第4位

文部科学大臣杯第59回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　兼第38回新潟県空手道選手権大会　小学1年　男子形の部　第2位

鴻江　翔伍 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

26

佐渡バドミントン協会

佐々木　大樹 バドミントン競技 佐渡ジュニア

27 山城　拓也 バドミントン競技 佐渡ジュニア

29

バドミントン競技 佐渡ジュニア

37

佐渡水泳連盟

田中　涼太 水泳競技 佐渡総合高校２年

40 盛山　珠希 水泳競技 佐渡スイミングクラブ

41

佐渡空手道連盟

宇佐見　真央 空手道競技 沢根小学校5年

42 小林　奏 空手道競技 相川小学校1年

　【優秀競技者賞】【団体】

1

佐渡市
中学校体育連盟

佐和田中学校女子駅伝部
第26回新潟県中学校駅伝競走大会　第2位

第10回北信越中学校駅伝競走大会出場

　金子　紅香（3年）　　濱辺　穂（3年）　　本間　梓（3年）　　金子　晴香（2年）　　後藤　菜那（2年）　　鎌田　圭織（2年）　

　中野　さやか（2年）　山中　くるみ（2年）　　鈴木　彩音（2年）　　本間　文望（2年）

2

前浜中学校
バドミントン部

第28年度全国中学生空手道選手権大会　女子団体　出場

　　山本　紗莉奈（3年）　　道前　真衣（2年）　　谷口　美祈（1年）　　山本　妃良梨（1年）

4

金井中学校
男子バレーボール部

第32回新潟県中学校バレーボール選抜優勝大会　　優勝

北信越中学新人バレーボール優勝大会出場

　　北村　宏樹（2年）　　本田　光希（2年）　　土屋　健太朗（2年）　　齋藤　亘孝（2年）　　海老名　篤朗（2年）　　松村　汰雲（2年）

　　北嶋　蒼（2年）　　大蔵　夢也（１年）　　近藤　翔（1年）　　田邉　和真（1年）　　林　真孝（1年）　　北見　天（1年）

第47回新潟県中学校総合体育大会夏季大会　バドミントン大会　男子団体　第3位

第37回北信越中学校総合体育大会　バドミントン　男子団体　出場

　宇治　透磨（3年）　　宇治　佑一朗（3年）　　川端　晴希（3年）　　鬼　友弥（3年）　　三浦　王暉（3年）　　村上　雄哉（3年）

　川上　匠（1年）　　山本　翔（1年）

3
金井中学校空手道部

第24回新潟県中学生空手道選手権大会　女子団体　第4位



推薦団体 氏　　名 種　目 学年・団体名 主　な　成　績

日本スポーツマスターズ2016　7部 60-64 男子　50m自由形第7位

　100m自由形第3位　200mフリーリレー第8位　200mメドレーリレー第8位

日本スポーツマスターズ2016　7部 60-64 男子

　50mバタフライ第5位　100mバタフライ第5位　200mメドレーリレー第8位

3 安藤　夏代 水泳競技 佐渡愛泳会 新潟県マスターズ水泳競技大会　45-49　女子　25m平泳ぎ第1位　50m平泳ぎ第1位

4 石塚　奈穂 水泳競技 佐渡愛泳会 新潟県マスターズ水泳競技大会　30-34　女子　25m自由形第1位

5 坂下　浅一 水泳競技 ドルフィン佐渡 新潟県マスターズ水泳競技大会　70-74　男子　25mバタフライ第1位　50mバタフライ第1位

6 高柳　美久 水泳競技 佐渡愛泳会 新潟県マスターズ水泳競技大会　25-29　女子　50mバタフライ第1位

新潟県マスターズ水泳競技大会　25-29

　男子　100m自由形第1位　200m自由形第1位（大会新）

平成28年度全日本卓球選手権大会マスターズの部　男子フィフティ　ベスト32

　同予選会　兼　平成28年度新潟県社会人卓球選手権大会　男子フィフティ　第1位

第69回東京卓球選手権大会新潟県予選会　男子フィフティ　第1位

　渡辺　さつき（3年）　　金子　由依（3年）　　石塚　未悠（3年）　　渡邉　瑞生（2年）　　山本　亜莉沙（2年）　　

7

佐渡高等学校相川分校
バスケットボール部

第66回新潟県高等学校定時制通信制総合体育大会　バスケットボール男子　第1位

平成28年度全国高等学校定時制通信制体育大会　第26回バスケットボール大会　出場

　山本　涼太（3年）　　三浦　拓真（3年）　　岩見　氷雅（3年）　　石見　風太（3年）　　神蔵　奎太（3年）　　北澤　歩（3年）　　

　眞藤　ココイ（3年）　　伊藤　響（2年）　　佐々木　圭（2年）　　北見　竜二（1年）

佐渡市
高等学校体育連

盟

5

佐渡高等学校
バドミントン部

第69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

　平成28年度北信越総合体育大会出場

　青木　香織（3年）　　鴻江　佑芽（3年）　　前田　容（3年）　　藤原　奈生（3年）　　福田　愛深（3年）　　大倉　真央（2年）　鈴木　理沙子（1年）　　

6

佐渡高等学校
空手道部

第69回新潟県高等学校総合体育大会　空手道競技会　女子団体組手　第2位

　平成28年度北信越高等学校体育大会　空手道競技会　女子団体組手出場

8
佐渡総合高等学校バドミントン部 第45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3位

　柴原　史佳（2年）　　笹井　綾乃（2年）　　伊藤　歩花（1年）　　本間　美有（1年）　　山﨑　茉衣（1年）　　佐々木　美樹（1年）

9 佐渡バドミントン協会

佐渡ジュニア　男子
第27回北信越小学生バドミントン大会（平成28年3月）　5年生男子団体　第1位、　同新潟予選会　第1位

第32回若葉カップ全国小学校バドミントン大会　団体　第5位、　同新潟予選会　第1位

　佐々木　大樹（6年）　　鴻江　翔伍（6年）　　中山　結斗（6年）　　大山　翔愛（6年）　　引野　海里（6年）　　藤井　海（6年）

　山城　拓也（4年）　　村上　光希（4年）　　磯部　陽向（4年）　　中山　裕斗（3年）　　山城　政人（2年）

10 佐渡バレーボール協会

ＮＩＮＥＳ
全国社会人9人制バレーボール東ブロック男子優勝大会新潟県予選会　第1位

全国社会人9人制バレーボール東ブロック男子優勝大会　決勝トーナメント進出

　土屋　一希　　　丹穂　亮太　　　兵庫　将和　　　中瀬　翔太　　　秋山　翔吾　　　橋本　健二　　　神蔵　和久　　　本間　光伸

　坂井　丈　　　　北　浩太郎　　　下坂　蓮

11 佐渡柔道連盟
畑野柔道教室 第30回BSN少年柔道大会　団体戦　第3位

　中川　好誠（6年）　　中川　怜王（5年）　　中川　翔（5年）　　藤原　靖大（5年）　　後藤　成宜（5年）

12 佐渡空手道連盟
佐渡空手道連盟

内閣総理大臣杯第59回全国空手道選手権大会新潟県予選

　兼第38回新潟県空手道選手権大会　一般団体形　第4位

　高野　一規　　　小林　祐義　　　宇佐見　美保

　【奨励競技者賞】【個人】

1

佐渡水泳連盟

池亀　政彦 水泳競技 佐渡水泳連盟

2 佐藤　秀二 水泳競技 佐渡水泳連盟

7 藤井　直輝 水泳競技
佐渡マスターズ
スイミングクラブ

8 堀江　真理 水泳競技
佐渡マスターズ
スイミングクラブ

　【奨励競技者賞】【団体】

1 佐渡バレーボール協会

佐渡バレーボールクラブ
第28回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会新潟県予選会　第2位

第39回北信越ママさんバレーボール大会　準優勝

　市橋　富栄　　　鈴木　倫子　　　野口　里子　　　遠藤　町子　　　長嶋　三枝子　　　金田　トシ子　　　有坂　とも子　　　後藤　環　　　

　橋本　裕佳子　　余湖　薫　　　浜　桐子　　　中川　郁子

新潟県マスターズ水泳競技大会　40-4４　女子　25m自由形第1位

9 両津体育協会 伊藤　晃一 卓球競技
両津体育協会

卓球部


