
推薦団体 氏 名 団体名

1
佐渡

ソフトテニス連盟
渡部　茂

佐渡
ソフトテニス連盟

2 新穂体育協会 笹山　猛夫 新穂体育協会

3
佐渡市

中学校体育連盟
石川　覚

佐渡市
中学校体育連盟

推薦団体 氏 名 学年・団体名

1 岩﨑　和広　
佐渡地区

高等学校体育連盟

2 石塚　透
佐渡地区

高等学校体育連盟

3 大谷　信夫
佐渡市

中学校体育連盟

4 木村　與志
佐渡市

中学校体育連盟

推薦団体

1 佐渡水泳連盟

平成29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】

主　な　功　績

　平成12年以来18年間に渡り佐渡ソフトテニス連盟の事務局長を務め、同連盟の発展に尽
力した。
　若い頃より他県で身につけた指導力で、地元にジュニア教室を開催し、中学・高校で県代
表として北信越大会に進出する幾多の優秀な選手を育成した。誰よりも早くコートに顔を出
し、誠実に対応する姿勢,会員一人一人に声を掛ける温かな人柄で、会員に親しまれ愛さ
れていて、佐渡におけるソフトテニスの普及・発展、スポーツ振興への貢献は顕著である。

　毎年、新穂地区で開催されている新穂地区朝起き野球大会は、平成29年度で第41回を
重ねているが、毎年個人スコアも記録して各種個人賞の表彰を行ってきている。
　笹山氏は、新穂村朝起き野球大会の開催当初から、選手・役員として大会運営に携わり、
昭和54年4月1日から平成2年3月31日までの間、新穂村朝起野球大会の事務局として、ま
た平成6年4月1日からは新穂地区朝起き野球実行協議会の会長となって以来、協議会の
リーダーとして運営に携わり、長年にわたり新穂地区の野球の振興にご尽力されている。
　また、佐渡市野球連盟においても、平成6年度から副会長を務めているなど長年にわたっ
て佐渡市野球連盟の発展にも貢献しており、佐渡市の野球振興に対してもその貢献は顕
著である。

　昭和63年から中体連郷委員として中体連事業に携わってきた。平成3年度から25年度ま
での22年間、バスケットボール専門部長として、大会運営や競技力向上に努めた。また、島
外から強豪校を呼び、交流会を年3回以上実施するなど、佐渡の子どもたちの競技力向
上、並びに、佐渡のスポーツ振興に貢献した。
　昭和62年度には、南中学校男子バスケットボール部を第2回BSN杯新潟新人バスケット
ボール大会優勝、平成元年には、南中学校男子バスケットボール部を県大会3位に、平成
21年度には、南中学校男子バスケットボール部を県大会3位、北信越大会3位に導くなど、
輝かしい成績も収めている。

　　【社会体育優良団体賞、感謝状】

団体名 主　な　功　績

相川高校水泳部ＯＢ会（相泳会）

　相川地区を中心に水泳による地域の活性化を目指し、水泳練習を通して泳力向上だけ
でなく、礼儀と感謝の心を大切にして「地域の元気な子供たち」を育んできました。
　主催するイベントとして、ＯＢを中心に、旧相川高校水泳部監督の市野重治氏の冠をつけ
た「市野重治記念水泳大会」を20年間行い、学童選手や成人水泳愛好者の他、オリンピッ
ク選手や、その指導者を招聘して地元の子供たちに夢と希望と勇気を与えてくれました。
　平成29年度をもって「相泳会」の活動は一旦休止になりますが、20年以上の実績に敬意
を表し推薦します。

　　【優秀指導者賞】

主　な　功　績

佐渡地区
高等学校体育連盟

　平成4年から、相川高等学校、佐渡高等学校、佐渡高等学校相川分校において、学校用
務員・学校技術員として勤務するかたわら、長年にわたり、勤務時間後には勤務校の陸上
競技部の外部指導者として、顧問とよく連携して、日々のトレーニングを補助するなど、自
身の経験を還元しながら生徒の指導に尽力した。佐渡における陸上競技の普及発展と技
術力の向上に貢献したその功績は顕著である。

　平成元年から、相川高等学校、佐渡女子高等学校、佐渡高等学校、佐渡高等学校相川
分校において、学校用務員・学校技術員として勤務するかたわら、長年にわたり、勤務時間
後には相川高等学校・佐渡高等学校バレーボール部の外部指導者として、顧問とよく連携
して、日々のトレーニングを補助するなど、自身の経験を還元しながら生徒の指導に尽力し
た。佐渡におけるバレーボールの普及発展と技術力の向上に貢献したその功績は顕著で
ある。

佐渡市
中学校体育連盟

　全国中学校陸上競技大会においては、平成29年度に長距離走（男3,000m、女800m）で
男子1名、女子1名の出場を果たした。女子800mでは県総体佐渡勢初の優勝。
　駅伝競走大会においては、平成29年度新潟県中学校駅伝競走大会で優勝し、佐和田中
学校2回目の全国大会を果たすなど、陸上競技・駅伝競走において、優れた指導力を発揮
し、輝かしい成績を収めている。

　全国中学校陸上競技大会においては、平成21年度に長距離走（1,500m、3,000m）で男
子1名、平成29年度に長距離走（男3,000m、女800m）で男子1名、女子1名の出場を果たし
た。女子800mでは県総体佐渡勢初の優勝。
　駅伝競走大会においては、平成29年度新潟県中学校駅伝競走大会で優勝し、佐和田中
学校2回目の全国大会を果たすなど、陸上競技・駅伝競走において、優れた指導力を発揮
し、輝かしい成績を収めている。
　また、県中体連陸上競技長距離走強化部員や佐渡市中体連陸上競技副部長を務め、新
潟県や佐渡市の中学生の競技力の向上に尽力している。



推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

1 両津体育協会 寺沢　樹 相撲競技 東洋大学4年

推薦団体 氏名 種　　目 学年・団体名

　　【協会特別賞】

主　な　成　績

佐渡市出身で、大相撲浅香山部屋所属の幕下「魁渡」君と金井中学校
時代に団体を組んで全国大会に出場した寺沢陸君の兄。
中学校から県外へ行き、金沢市立工業高等学校から東洋大学に進学
し、現在は東洋大学法学部4年生で相撲部に所属。
大学卒業後は高砂部屋に入門が決定。
　　主な成績
中学時代
　第38回全国中学校相撲選手権大会　　　団体優勝（1年時）
　第40回全国中学校相撲選手権大会　　　個人準優勝（3年時）
高校時代
　全国高等学校体育大会（インターハイ）　　団体準優勝（高校2年時）
　全国高等学校体育大会（インターハイ）　　団体第3位（高校3年時）
　国民体育大会（東京大会）　　　　　　　　　　個人第4位（高校3年時）
大学3年時
　第94回全国学生相撲選手権大会（インターカレッジ）団体Aクラス優勝
　第65回全日本相撲選手権大会（アマチュア相撲）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人第5位、敢闘賞受賞
　東日本学生相撲リーグ戦　　　　　　　　　　7戦全勝の敢闘賞受賞
大学4年時
　第66回全日本相撲選手権大会（アマチュア相撲）　ベスト16
　第95回全国学生相撲選手権大会　　　　　団体Aクラス優勝（2連覇）
　全国学生相撲個人体重別選手権大会135㎏未満級　　準優勝
　第34回全日本大学選抜相撲宇和島大会　団体優勝、個人戦第3位
　第57回全日本大学選抜相撲宇佐大会　 　団体準優勝、個人戦優勝
　全日本大学選抜相撲　金沢大会　　　　　　団体優勝、個人戦優勝
　全日本大学選抜相撲　十和田大会　　　　 団体優勝
　東日本学生相撲選手権大会　　　　　　　　 団体優勝
　東日本学生相撲リーグ戦　　　　　　団体第3位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7戦全勝で敢闘賞受賞（2年連続）

【特別優秀競技者賞】【個人】

主　な　成　績

1

佐渡市
中学校体育連盟

北村　宏樹 バレーボール競技 金井中学校3年

JOCジュニアオリンピックカップ第31回全国都道府県対抗中学バレー

ボール大会に新潟県代表チームのキャプテンとして活躍し、決勝トーナ

メント2回戦進出（ベスト16）

2 藤井　洸一郎 陸上競技 南佐渡中学校3年

第63回全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会

　兼　第72回国民体育大会予選会　共通男子走幅跳　第1位（6m55）

第48回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会　男子走幅跳　第１位（6m48）

第38回北信越中学校総合競技大会陸上競技大会　男子走幅跳　第9位（6m24）

4 佐々木　寧菜 陸上競技 佐和田中学校2年

平成29年度全国中学校体育大会　兼第44回全国中学校陸上競技選手権大会出場

　共通女子800m　予選4組1位（2'15”39）　準決勝1組7位（2’22”33）

第33回東日本女子駅伝　8区第7位（9’43”）

第36回都道府県対抗女子駅伝競走大会　県選抜選手

平成29年度全国中学校体育大会

　兼　第44回全日本中学校陸上競技大会　男子走幅跳出場

3 渡邉　駿太朗 陸上競技 佐和田中学校2年
平成29年度全国中学校体育大会　兼第44回全国中学校陸上競技選手権大会出場

　共通男子3,000m　予選1組17位（9'06”41）



推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

2 大山　翔愛 両津中学校1年

3 鴻江　翔伍 両津中学校1年

9 本間　遥香 陸上競技 新穂中学校3年

13 樋口　美幸 陸上競技 佐渡高等学校2年

18 村上　光希

19 磯部　陽向

【特別優秀競技者賞】【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48回新潟県中学校総合体育大会　兼第27回新潟県中学校駅伝競走大会　：　第1位

第11回北信越中学校駅伝競走大会　：　第3位

平成29年度全国中学校体育大会　第25回全国中学校駅伝大会　：　第17位

　後藤　菜那（3年）　山中　くるみ（3年）　鈴木　彩音（3年）　中野　さやか（3年）　大藏　美月（2年）　佐々木　寧菜（2年）

　井上　なお（2年）　近藤　可莉枝（1年）　梶田　夏紬子（1年）　近藤　結希（1年）　隅田　珠依莉（1年）

　【優秀競技者賞】【個人】

主　な　成　績

1

佐渡市
中学校体育連盟

藤井　佑一郎 陸上競技 南佐渡中学校3年

第63回全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会

　兼　第72回国民体育大会予選会　共通男子走幅跳　第2位（6m34）

第48回新潟県中学校総合体育大会陸上競技　男子走幅跳　第3位（6m35）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子三段跳　第1位（12m51）

第38回北信越中学校総合競技大会　陸上競技　男子走幅跳　第3位（6m50）

バドミントン競技
第48回新潟県中学校総合体育大会　バドミントン大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子ダブルス　第3位
第38回北信越中学校総合競技大会　バドミントン大会　出場

4 川上　匠 バドミントン競技 前浜中学校2年

JOCジュニアオリンピックカップ第36回全日本ジュニアバドミントン選手権

　第18回新潟県予選会　ジュニア新人の部　男子シングルス　第1位

6 佐々木　真奈 バドミントン競技 真野中学校3年

第48回新潟県中学校総合体育大会　バドミントン大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子シングルス　第1位

第38回北信越中学校総合競技大会バドミントン競技 女子シングルス第5位

JOCジュニアオリンピックカップ第36回全日本ジュニアバドミントン選手権　出場

5 中山　結斗 バドミントン競技 高千中学校1年
JOCジュニアオリンピックカップ第36回全日本ジュニアバドミントン選手権

　第18回新潟県予選会　ジュニア新人の部　男子シングルス　第3位

8 土屋　美晏フラガ 陸上競技 新穂中学校3年
第48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2位

第38回北信越中学校総合競技大会陸上競技大会　女子4種競技　第5位

7 佐々木　大樹 バドミントン競技 真野中学校1年

第48回新潟県中学校総合体育大会　バドミントン大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子シングルス　第3位

第38回北信越中学校総合競技大会　バドミントン競技　男子シングルス出場

11 盛山　珠希 水泳競技 真野中学校1年

第48回新潟県中学校総合体育大会水泳大会　女子400m個人メドレー第4位

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　12歳　女子200m自由形　第4位、200m個人メドレー　第3位

第48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　第4位

10 白瀨　琉 陸上競技 相川中学校3年

第63回全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会

　兼　第72回国民体育大会秋季大会予選　共通男子4種競技　第3位

第48回新潟県中学校総合競技大会陸上競技大会　男子4種競技　第3位

第38回北信越中学校総合競技大会陸上競技大会　男子4種競技　第5位

　男子1500m：第1位、男子5000m：第1位

平成29年度全国高等学校定時制通信制体育大会第５２回陸上競技大会出場

第47回新潟県高等学校選抜陸上競技大会 女子やり投げ第2位（34m32）

14 渡邉　瑞生 空手道競技 佐渡高等学校3年

第70回新潟県高等学校総合体育大会

　兼 平成29年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会空手道大会

12

佐渡地区
高等学校体育連盟

山本　中 陸上競技
佐渡高等学校
相川分校1年

平成29年度第67回新潟県高等学校定時制・通信制総合体育大会

　女子個人組手　第5位　（北信越大会出場）

15 本間　梓 空手道競技 佐渡高等学校1年
第37回全国高等学校空手道選抜大会

　新潟県予選　女子個人組手（+59㎏）　第3位

16 佐渡市剣道連盟 田村　梓 剣道競技 二見剣士会
第37回新潟県スポーツ少年団総合体育大会　第49回剣道大会兼　全国スポーツ少年団

　剣道交流大会新潟予選会個人戦　小学生5・6年女子の部　第3位

第26回ダイハツ全国小学生バドミントン選手権大会北信越大会出場

　同新潟県予選会　5年生以下ダブルス　第2位

20 中山　裕斗 バドミントン競技 佐渡ジュニア
第26回ダイハツ全国小学生バドミントン選手権大会　新潟予選会

　4年生以下シングルス　第3位

17

佐渡
バドミントン協会

山城　拓也 バドミントン競技 佐渡ジュニア

第26回ダイハツ全国小学生バドミントン選手権大会北信越地区予選会

　5年生以下シングルス　第5位　同新潟県予選会　第2位

第18回全国ABC大会出場、同新潟県予選会　Aクラス　第1位

バドミントン競技 佐渡ジュニア

21 山城　政人 バドミントン競技 佐渡ジュニア

第18回全国ABC大会出場、同新潟県予選会　Bクラス　第2位

第26回ダイハツ全国小学生バドミントン選手権大会出場



22 菊田　倖士朗 バドミントン競技 佐渡ジュニア

佐渡
バドミントン協会

佐渡
バドミントン協会

第18回全国ABC大会新潟県予選会　男子シングルCクラス　第3位

23 三國屋　太一 バドミントン競技
佐渡

バドミントン協会

平成29年度国体候補選手新潟県予選会　男子シングルスの部　第2位

第38回北信越国民体育大会　出場

21 山城　政人 バドミントン競技 佐渡ジュニア

　同北信越予選会　4年生以下シングルス第2位、同新潟県予選会第1位

24 佐渡水泳連盟 田中　涼太 水泳競技
佐渡総合

高等学校3年

平成29年度新潟県高等学校総合体育大会　男子200m自由形　第4位

第50回北信越高等学校選手権　長水路　男子100m・200m自由形　出場

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　17歳　男子100m自由形　第1位、200m自由形　第2位



推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名 主　な　成　績

25

佐渡水泳連盟

中川　来夏 水泳競技
佐渡

スイミングクラブ

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　16歳　女子200m背泳ぎ　第4位

26 安藤　玲海 水泳競技
佐渡

スイミングクラブ

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　14歳　女子200m自由形　第4位

27 近藤　万桜 水泳競技
佐渡

スイミングクラブ

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　14歳　女子50mバタフライ　第3位

29 安藤　あかり 水泳競技
佐渡

スイミングクラブ

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　13歳　女子200m自由形　第3位

28 臼木　凛桜 水泳競技
佐渡

スイミングクラブ

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　13歳　男子50m背泳ぎ　第1位

30

佐渡空手道連盟

小林　奏 空手道競技 相川小学校2年

文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会

新潟県予選　兼　第39回新潟県空手道選手権大会

　　小学1・2年男子組手の部　第2位、小学1･2年男子形の部　第3位

31 河原　未和

32 河原　寛大 空手道競技 金井小学校6年

文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県

予選　兼第39回新潟県空手道選手権大会　小学6年男子形の部　第4位

　第28回北信越地区空手道選手権大会　出場

空手道競技 金井小学校5年

文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県

予選　兼第39回新潟県空手道選手権大会　小学5年女子形の部　第3位

　第28回北信越地区空手道選手権大会　出場

　文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会　出場

34 佐渡柔道連盟 佐藤　詩織 柔道競技 両津小学校5年
第14回全国小学生学年別柔道大会新潟県予選

　小学5年女子（40㎏級）　第3位

33 宇佐見　真央 空手道競技 沢根小学校6年

文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県

予選　兼第39回新潟県空手道選手権大会　小学6年女子形の部　第3位

　第28回北信越地区空手道選手権大会　出場

　文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会　出場

　【優秀競技者賞】【団体】

1

佐渡市
中学校体育連盟

真野中学校
バドミントン部

第48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　第2位

第38回北信越中学校総合競技大会　バドミントン大会　女子団体出場

　佐々木　真奈（3年）　佐々木　陽香（3年）　本間　美羽（3年）　若林　美月（3年）　若林　侑杏（3年）

　柴原　由美子（1年）　柴原　君枝（1年）　村川　唯（1年）

2

4

佐渡高等学校
空手道部

第70回新潟県高等学校総合体育大会　　兼　平成29年度全国高等学校総合体育大会

　新潟県予選会空手道大会　女子団体組手　第2位　（北信越大会出場）

金井中学校
男子バレーボール部

第48回新潟県中学校総合体育大会バレーボール大会　：　第2位

第38回北信越中学校総合競技大会バレーボール大会　：　ベスト8

　　海老名　篤朗（3年）　　北嶋　蒼（3年）　　土屋　健太朗（3年）　　北村　宏樹（3年）　　本田　光希（3年）　　齋藤　亘孝（3年）

　　松村　汰雲（3年）　　大蔵　夢也（2年）　　近藤　翔（2年）　　田邉　和真（2年）　　林　真孝（2年）　　北見　天（2年）

　　西尾　麟（2年）　　濱口　穣児（2年）

6

佐渡高等学校相川分校
バスケットボール部

第67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29年度全国高等学校定時制通信制体育大会　第27回バスケットボール大会　出場

　伊藤　響（3年）　　佐々木　圭（3年）　　高橋　尭道（3年）　　神蔵　奎太（４年）　　水谷　智也（４年）　　北見　竜二（2年）　　

　遠藤　大空（2年）　　金子　千晃（2年）　　鈴木　啓太（2年）　　川島　夢希（1年）

7

佐渡総合高等学校
バドミントン部

第46回新潟県高等学校選抜バドミントン大会　男子学校対抗戦　第3位

　高橋　佳暉（2年）　静間　康太（2年）　宇治　透磨（1年）　前田　一徹（1年）　村上　雄哉（1年）　田村　紀敏（1年）　横山　海斗（1年）　

佐渡地区
高等学校体育連盟

第37回全国高等学校空手道選抜大会　女子団体組手　第3位　（北信越大会出場）

　渡邉　瑞生（3年）　山本　亜莉沙（3年）　金子　亜由（2年）　高野　優花（2年）　高橋　民陽（2年）　本間　更紗（2年）

　中川　紗羅（2年）　細野　佳花（2年）　本間　梓（1年）

5

佐渡高等学校
バドミントン部

第46回新潟県高等学校選抜バドミントン大会　男子学校対抗戦　第3位

　引野　大地（2年）　大桃　楽也（2年）　小川　拓真（2年）　井上　諒（2年）　川端　晴希（1年）　上杉　直人（1年）　半田　紅葉（1年）　

3

佐渡高等学校
水泳部

第50回北信越高等学校選手権　長水路　女子400mフリーリレー　第18位

平成29年度新潟県高等学校総合体育大会　長水路　女子400mフリーリレー　第8位

　伊藤　優花（2年）　大地　未来（2年）　中川　来夏（2年）　岩崎　千南（1年）



推薦団体 氏　　名 種　目 学年・団体名

1 本間　吉昭 水泳競技 佐渡愛泳会

2 佐藤　秀二 水泳競技
佐渡マスターズ
スイミングクラブ

3 藤井　直輝 水泳競技
佐渡マスターズ
スイミングクラブ

4 石塚　奈穂 水泳競技 佐渡愛泳会

5 坂下　浅一 水泳競技 ドルフィン佐渡

6 近藤　太和 水泳競技
佐渡マスターズ
スイミングクラブ

7 安藤　夏代 水泳競技 佐渡愛泳会

8 川原　由美子

9 山本　悦子

10 両津体育協会 伊藤　晃一 卓球競技 両津体協卓球部

8

佐渡
バドミントン協会

佐渡ジュニア　男子
第28回北信越小学生バドミントン大会（平成29年3月）　6年生男子団体　第1位

　平成26年度より3連覇

　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）

9

佐渡ジュニア　男子
第28回北信越小学生バドミントン大会（平成29年3月）　4年生男子団体　第3位

第33回若葉カップ全国小学校バドミントン大会出場、　同新潟予選会　第2位

　山城　拓也（5年）　村上　光希（5年）　　磯部　陽向（5年）　　中山　裕斗（4年）　　山城　政人（3年）　谷　刹那（４年）

　長尾　岳（5年）　脇坂　望（5年）　　弾正　颯大（5年）

10

佐渡
バレーボール協会

かないＪｒ．バレーボールクラブ
ファミリーマートカップ第37回全日本バレーボール小学生大会　新潟県大会　第3位

第30回北信越小学生バレーボール大会　ベスト8

　川上　颯（6年）　本田　隼士（6年）　西尾　楓舞（6年）　高橋　里寿夢（6年）　坂下　智英（6年）　坂下　新（5年）

　本間　大翔（5年）　岡崎　遥仁（5年）　羽藤　樹（4年）　大平　弦（4年）　佐々木　大智（4年）　後藤　哉音（3年）　

11

SADO　Redseabreams
第20回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会　新潟県予選会　第1位

第20回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会　Ｕ－14男子　第2位

　土屋　健太朗（3年）　齋藤　亘孝（3年）　北村　宏樹（3年）　大蔵　夢也（2年）　林　真孝（2年）　田邉　和真（2年）

　北見　天（2年）　相田　大気（2年）　濱口　穣児（2年）　渡邊　海童（3年）　大豆生田　悠稀（3年）　末武　寛大（3年）

　高橋　樹（3年）　榎　玲緒（3年）　野澤　克仁（3年）　臼杵　大瑛（3年）　中村　天（3年）　

13

ＮＩＮＥＳ
平成29年度全国社会人9人制バレーボール東ブロック男女優勝大会　新潟県予選会　第2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　ベスト16

　土屋　一希　　　笹本　郁也　　　兵庫　将和　　　中瀬　翔太　　　本間　光伸　　　坂井　丈　　　渡邉　悠　　

　北　浩太郎　　　下坂　蓮　　　北村　樹　　　橋本　康士

12

金井クラブ
平成29年度全国社会人9人制バレーボール東ブロック男女優勝大会　新潟県予選会　第1位

平成29年度全国社会人9人制バレーボール東ブロック男女優勝大会　出場

　岩﨑　ひふみ　　岩﨑　育美　　山本　彩加　　筧　彩乃　　有坂　とも子　　小濱　亜美　　濱辺　奈津美　　甲斐　真佐美　　渡邊　和美　

　石川　香織　　坂下　由利香　　水澤　睦美　　風間　世美恵　　浅井　静夏　　中川　真琴　　長登　弘栄　　高木　寿恵　　橘　　瑞希　

　加藤　菜月（6年）　　本間　結（6年）　河原　未和（5年）

16 佐渡柔道連盟
畑野柔道教室 第31回BSN少年柔道大会　兼全国少年柔道大会新潟県予選　団体戦　第2位

　中川　翔（6年）　　中川　怜王（6年）　　藤原　靖大（6年）　　本間　晃平（5年）　　石川　嶺（5年）

14

佐渡空手道連盟

小学高学年男子
文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　兼　第39回新潟県空手道選手権大会　小学高学年男子団体組手の部　第3位

　河原　寛大（6年)　　小林　祐人（6年）　　菊池　陸人（5年）

15
小学高学年女子

文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　兼　第39回新潟県空手道選手権大会　小学高学年女子団体組手の部　第3位

佐渡テニス協会 テニス競技 佐和田テニスクラブ 平成29年度新潟県テニス選手権　45歳以上女子ダブルス　第1位

平成29年度新潟県社会人卓球選手権大会　兼全日本卓球選手権大会
　マスターズの部予選会　男子フィフティ　第3位
平成29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16
第72回北信越卓球選手権大会　男子フィフティ　第1位

　【奨励競技者賞】【個人】

主　な　成　績

佐渡水泳連盟

第28回新潟県マスターズ水泳競技大会
　55-59　男子　100mバタフライ　第1位（1'27”78）

第28回新潟県マスターズ水泳競技大会
　60-64　男子　100mバタフライ　第1位（1’30”64）

第28回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（53”66）
　　　　　　　男子　200m自由形　第1位（2’00”67）

第28回新潟県マスターズ水泳競技大会
　30-34　女子　25m背泳ぎ　第1位（18”86）

第28回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（17”07）

第28回新潟県マスターズ水泳競技大会
　80-84　男子　100m背泳ぎ　第1位（2’00”93）

第28回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（19”61）


