
推薦団体 氏 名 団体名

1 佐渡卓球連盟 山本 寛己 佐渡卓球連盟

推薦団体 氏 名 学年・団体名

1 後藤　清一
佐渡バドミントン

協会

2 後藤　まき子
佐渡バドミントン

協会

推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

5 中山　結斗 バドミントン競技 高千中学校2年

推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

1 曽我　昂生 佐渡高等学校3年

2 佐々木　基 佐渡高等学校3年

新潟県選抜チームとして出場

第37回全日本ジュニアバドミントン選手権大会　出場　

平成30年度 一般財団法人佐渡市スポーツ協会表彰候補者一覧
　　【功労者賞】

主　な　功　績

佐渡市卓球連盟会長として、10年以上にわたり、人材の育成による組織の充実及び卓球競技の普及・振興に
率先して携ってきた。連盟の選手育成強化の取り組みは、徐々に成果となって実を結び、有望な選手が輩出す
るまでになっている。平成27年度佐渡市スポーツ協会が設立するとその理事に就任。組織の円滑な運営が行わ
れるように牽引者的存在として活躍され、その功績は大きい。

　　【優秀指導者賞】
主　な　功　績

前浜ジュニアバドミントンクラブを設立し、中学生の育成に長年にわたり携わり多くの優秀な生徒を育成し地域
のスポーツ振興とバドミントンの普及に貢献した。また、佐渡バドミントンスクールの創設時から、市内小中学生
の選抜クラスの代表指導者として、県内はもとより全国大会で活躍する選手を育成している。Ｈ30年度には、福
井国体の新潟県代表選手を輩出した。
　　経歴
　平成12年4月～：前浜ジュニアバドミントンクラブコーチ
　平成19年4月～：佐渡バドミントンスクールコーチ
　　主な実績
　三国屋太一：Ｈ30年度新潟県国体予選　第1位（H30全日本総合出場、福井国体出場）
　後藤・坂野組：H20年中学生新潟県総合体育大会　ダブルス　優勝
　宇治・鬼組、川端・村上組：H27年新潟県中学生選手権　ダブルス　第3位
　川上匠：H29年JOCジュニアオリンピック新潟県予選　シングルス　第1位

佐渡バドミントン
協会

【特別優秀競技者賞】【個人】

主　な　成　績

1
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2年

第68回新潟県高等学校定時制通信制体育大会　兼　平成30年度全国高等学校

定時制通信制体育大会新潟県予選会陸上競技大会

　男子5000ｍ　第1位、男子1500ｍ　第1位

平成30年度全国高等学校定時制通信制体育大会　第53回陸上競技大会

　男子5000ｍ　第2位、男子1500ｍ　第6位

2

佐渡ジュニア

第19回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会　男子シングルスBクラス　第2位

　同新潟県予選会　男子シングルスBクラス　第1位

第27回全国小学生バドミントン選手権大会　男子シングルス4年生以下　第1位

　同北信越地区予選会　第1位、同新潟県予選会　第1位

全日本の特別強化選手に指定されタイや中国等の海外遠征に日本代表として参加

9

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3年

4 寺田　綺良 野球競技 金井中学校2年
第3回全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）に新潟県チーム

「トキガールズ」の内野手として出場し、準々決勝進出

第45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9位

都道府県対抗男子駅伝競走大会　新潟県代表

3 林　真孝 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32回全国都道府県対抗中学バレーボール大会に

　男子円盤投　第1位、男子砲丸投　第1位

樋口　美幸

5 宇治　透磨 バドミントン競技
佐渡総合

高等学校2年

第71回新潟県高等学校総合体育大会　兼　平成30年度全国高等学校総合体育大会

6

佐渡バドミントン
協会

佐々木　大樹 バドミントン競技 真野中学校2年

第18回全日本中学生バドミントン選手権大会 新潟県代表 決勝トーナメント進出第5位

第37回全日本ジュニアバドミントン選手権大会新潟県予選会 男子シングルス 第1位　

第37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 男子シングルス ベスト16

7 川上　匠 バドミントン競技 前浜中学校3年
第18回全日本中学生バドミントン選手権大会 新潟県代表 決勝トーナメント進出第5位

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2位

8 山城　政人 バドミントン競技

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30年度全日本総合バドミントン選手権大会出場

平成30年度国体候補選手選考会　成年の部　男子シングルス　第1位

平成30年度第37回国民体育大会

　（福井しあわせ元気国体2018・国民スポーツ大会）バドミントン競技出場

　　【優秀競技者賞】【個人】

主　な　成　績

ソフトテニス
平成30年度北信越高等学校体育大会

　兼第60回北信越高等学校ソフトテニス選手権大会　出場

3

　新潟県予選会　男子バドミントン競技大会　男子シングルス　第3位

陸上競技 佐渡高等学校3年
平成30年度北信越高等学校体育大会

　兼第57回北信越高等学校陸上競技対抗選手権大会　女子やり投げ　第11位

4 土屋　美晏　フラガ 陸上競技 佐渡高等学校1年
平成30年度北信越高等学校体育大会

　兼第57回北信越高等学校陸上競技対抗選手権大会　女子走り高跳び　第15位

佐渡地区
高等学校体育連盟

陸上競技

第68回新潟県高等学校定時制通信制体育大会　兼　平成30年度全国高等学校

6 平片　力也 陸上競技
佐渡高等学校
相川分校2年

第68回新潟県高等学校定時制通信制体育大会　兼　平成30年度全国高等学校

定時制通信制体育大会新潟県予選会陸上競技大会

バスケットボール
競技

平成30年度第66回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会

　バスケットボール大会　第1位　（新潟県選抜チーム）

定時制通信制体育大会新潟県予選会陸上競技大会

　男子走幅跳　第1位、男子三段跳　第1位

平成30年度全国高等学校定時制通信制体育大会　第53回陸上競技大会

　男子三段跳　第6位

9 北見　竜二
バスケットボール

競技
佐渡高等学校
相川分校3年

平成30年度第66回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会

　バスケットボール大会　第1位　（新潟県選抜チーム）

8 遠藤　大空
バスケットボール

競技
佐渡高等学校
相川分校3年

平成30年度第66回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会

　バスケットボール大会　第1位　（新潟県選抜チーム）

大澤　陸
佐渡高等学校
相川分校2年

7



推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

12 大山　翔愛 両津中学校2年

13 鴻江　翔伍 両津中学校2年

20 村上　光希

21 磯部　陽向

11 中川　秀寿
バスケットボール

競技
佐渡高等学校
相川分校1年

平成30年度第66回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会

　バスケットボール大会　第1位　（新潟県選抜チーム）

10 川島　夢希
バスケットボール

競技
佐渡高等学校
相川分校2年

平成30年度第66回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会

　バスケットボール大会　第1位　（新潟県選抜チーム）佐渡地区
高等学校体育連盟

15 三浦　天寧 陸上競技 真野中学校3年

新潟県中学校陸上競技大会　女子砲丸投　第2位

第64回全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会

　兼　第73回国民体育大会秋季大会予選　女子砲丸投　第1位

　第37回北信越中学校総合競技大会「陸上競技」（北信越大会）　出場

佐渡市
中学校体育連盟

バドミントン競技
第49回新潟県中学校総合体育大会　ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技　男子ダブルス　第1位

　北信越大会出場

14 佐々木　寧菜 陸上競技 佐和田中学校3年
第28回新潟県中学校陸上競技大会　800m　第3位

第64回全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会　800m　第2位

17 盛山　珠希 水泳競技 真野中学校2年

新潟県中学校総合体育大会水泳競技大会　女子400m個人メドレー　第4位

平成29年度第40回全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会新潟県予選会

　13歳女子　400ｍ自由形　第2位、400ｍ個人メドレー　第1位

16 柴原　由美子 バドミントン競技 真野中学校2年
第19回全日本中学校バドミントン選手権新潟県選手選考会

　女子シングルス　第3位

18
佐渡市

小学校体育連盟
多田　穂乃香 卓球競技

内海府小学校6年
（新潟大学卓球
ジュニアクラブ）

第70回中部日本卓球選手権大会　ベスト32

全国ホープス　東日本ブロック　ホープス団体戦　新潟県予選会　第3位

東日本ブロック　ホープス団体戦　ベスト16

平成30年度新潟県小学生ランキング戦　第3回　女子1部　第3位

19

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19回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会　出場

　同新潟県予選会　男子シングルスAクラス　第1位

第27回全国小学生バドミントン選手権大会　男子シングルス6年生以下　出場

同都道府県対抗団体戦出場、同北信越地区予選会第1位、同新潟県予選会第2位

バドミントン競技 佐渡ジュニア
第27回全国小学生バドミントン選手権大会　男子ダブルス6年生以下　出場

同都道府県対抗団体戦出場、同北信越地区予選会第3位、同新潟県予選会第2位

22 中山　裕斗 バドミントン競技 佐渡ジュニア
第24回北信越小学生バドミントン選手権大会　新潟県予選会

　男子シングルス4年生以下　第3位

第21回BSN少年柔道選手権大会　小学4年男子40㎏級　第３位

25 石川　嶺 柔道競技 畑野柔道教室 第21回BSN少年柔道選手権大会　小学6年男子55㎏級　第3位

23

佐渡柔道連盟

中川　友輝 柔道競技 畑野柔道教室 第21回BSN少年柔道選手権大会　小学4年男子33㎏級　第3位

24 大地　永純 柔道競技 畑野柔道教室

26 佐藤　いずみ 柔道競技
両津柔道スポーツ

少年団
第21回BSN少年柔道選手権大会　小学4年女子35㎏級　第2位

27 中川　好誠 柔道競技 畑野柔道教室 第27回新潟県中学校柔道新人体重別大会　男子50㎏級　第3位

28 伊藤　大晟 柔道競技
佐和田柔道

スポーツ少年団
第27回新潟県中学校柔道新人体重別大会　男子81㎏級　第3位

29

佐渡空手道連盟

佐々木　歩実 空手道競技 吉井小学校1年

文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　　兼　第40回新潟県空手道選手権大会

　　小学1・2年女子組手の部　第4位、小学1･2年女子形の部　第3位

30 小林　奏 空手道競技 相川小学校3年

文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　兼　第40回新潟県空手道選手権大会　小学3年男子組手の部　第2位

　第29回北信越地区空手道選手権大会　小学3年男子の部出場（県代表）

　文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会出場（県代表）

31 菊池　晴葵 空手道競技 八幡小学校3年

文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　兼　第40回新潟県空手道選手権大会　小学3年男子組手の部　第1位

　第29回北信越地区空手道選手権大会　小学3年男子の部　第2位（県代表）

　文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会出場（県代表）

32 河原　未和 空手道競技 金井小学校6年

第42回新潟県スポーツ少年団空手道大会　小学6年女子形の部　第4位

文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　　兼　第40回新潟県空手道選手権大会

　小学6年女子形の部　第6位、小学6年女子組手の部　第5位

　第29回北信越地区空手道選手権大会　小学6年女子　出場（県代表）

　文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会出場（県代表）

34 宇佐見　真央 空手道競技 佐和田中学校1年

文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　　兼　第40回新潟県空手道選手権大会　中学1年女子形の部　第4位

　第29回北信越地区空手道選手権大会　出場（県代表）

　文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会出場（県代表）

33 菊池　優希 空手道競技 八幡小学校6年

文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　　兼　第40回新潟県空手道選手権大会

　小学6年女子形の部　第4位、小学6年女子組手の部　第1位

　第29回北信越地区空手道選手権大会　小学6年女子組手の部第4位（県代表）

　文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会出場（県代表）

35

佐渡水泳連盟

臼木　凜桜 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
第40回全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会新潟県予選会

　14歳男子50ｍ背泳ぎ　第1位、100ｍ背泳ぎ　第4位、200ｍ背泳ぎ　第3位

36 中川　惟央 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
第40回全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会新潟県予選会

　12歳男子50ｍ背泳ぎ　第3位

37 安藤　あかり 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
第40回全国ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会新潟県予選会

　14歳女子50ｍ自由形　第3位

主　な　成　績



推薦団体

金子　亜由（3年） 髙野　優花（3年） 高橋　民陽（3年） 大地　花音（2年） 伊藤　萌夏（1年） 渡邉　麻綾（1年）

高橋　佳暉（3年） 静間　康太（3年） 田村　紀敏（2年） 村上　雄哉（2年） 横山　海斗（2年） 前田　一徹（2年） 宇治　透磨（2年）

遠藤　大空（3年） 石井　王子（3年） 伊藤　希夢（3年） 金子　千晃（3年） 北見　竜二（3年） 向山　大地（3年） 川島　夢希（2年）

伊東　真一（2年） 大澤　陸（2年） 名田　海雅（2年） 祝　海太（2年） 小澤　未雅（1年） 中川　秀寿（1年） 宮田　拓造（1年）

伊藤　優花（3年） 中川　来夏（3年） 大地　未来（3年） 岩崎　千南（2年）

北見　天（3年） 濱口　穣児（3年） 大蔵　夢也（3年） 田邉　和真（3年） 相田　大気（3年） 林　真孝（3年） 石塚　光（2年）

中川　大和（2年） 城家　蘭真（1年） 本間　優侑（1年） 高橋　里寿夢（1年） 坂下　智英（1年） 川上　颯（1年） 渡部　友響（1年）

相田　天真（6年） 土岐　大成（6年） 高野　吏市（6年） 土屋　俊輔（6年） 高橋　都和（6年） 小西　仁（6年） 中川　禅（6年）

池　遼太（6年） 寺尾　綾之輔（6年）

山城　拓也（6年）　 村上　光希（6年） 磯部　陽向（6年） 長尾　岳（6年） 弾正　颯大（6年） 中野　太智（6年） 中山　裕斗（5年）

山城　政人（4年）

小林　奏（3年） 菊池　晴葵（3年）　 本間　琉佳（3年）

宇佐見　理紗（5年） 河原　未和（6年） 菊池　優希（6年）

佐藤　和一郎（6年） 石川　陽介（6年） 関東　倖輝（6年） 有井　龍之介（6年） 伊豆　大志（6年）

佐藤　いずみ（4年） 有井　かづ紀（4年） 佐藤　詩織（6年）

推薦団体 氏　　名 種　目 学年・団体名

佐渡総合高等学校
バドミントン部

第71回新潟県高等学校総合体育大会　兼　平成30年度全国高等学校総合体育大会

　新潟県予選会　男子バドミントン競技大会　学校対抗戦　第3位　（北信越大会出場）

3

佐渡高等学校相川分校
バスケットボール部

平成30年度全国高等学校定時制通信制体育大会　第28回バスケットボール大会出場

　　【優秀競技者賞】【団体】
団体名 主　な　成　績

1

佐渡地区
高等学校体育連盟

佐渡高等学校
空手道部

第71回新潟県高等学校総合体育大会　兼　平成30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　女子団体形　第3位　（北信越大会出場）

第32回全国高等学校空手道選抜大会　新潟県予選会　女子団体形　第3位（北信越大会出場）

2

4 佐渡水泳連盟

佐渡高等学校
水泳部

平成30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6位

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13位

5 佐渡市

佐渡市中学校選抜チーム 国土交通大臣杯第11回全国離島交流中学生野球大会　第1位

田屋　知則　（佐和田中　3年）

金子　祐也　（新穂中3年） 河治　佑紀　（畑野中3年） 森　伊吹　（佐和田中3年）

中川　勝喜　（畑野中3年） 坂本　岳斗　（赤泊中3年） 水沼　遼太　（佐和田中3年）

冨永　力生　（赤泊中3年） 中川　龍之介　（佐和田中3年） 佐藤　拓海　（南佐渡中3年）

河原　稜太　（畑野中3年） 風間　晴斗　（南佐渡中3年）

齋藤　大輝　（金井中3年） 兵庫　聡太　（両津中3年） 菊池　望夢　（赤泊中3年）

髙野　真一　（南佐渡中3年） 近藤　中堅　（赤泊中3年） 山本　成騎　（両津中3年）

7

佐和田ジュニアバレーボールクラブ 第38回新潟県スポーツ少年団総合体育大会　第34回バレーボール大会　第3位

8
佐渡バドミントン

協会

佐渡ジュニア　男子
ダイドーカップ　新潟県小学生団体対校バドミントン大会

　兼　第30回北信越小学生バドミントン大会新潟県予選会　6年男子団体　第2位

佐渡バレーボール
協会

6

SADO　Redseabreams
第21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　　Ｕ－14男子　第2位

11

佐渡柔道連盟

両津柔道スポーツ少年団男子 第38回新潟県スポーツ少年団総合体育大会　第49回柔道大会　小学生5・6年生団体戦　第3位

12
両津柔道スポーツ少年団女子 第38回新潟県スポーツ少年団総合体育大会　第49回柔道大会　小学生女子団体戦　第3位

9

佐渡空手道連盟

小学低学年男子
文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　兼　第40回新潟県空手道選手権大会　小学低学年男子団体組手の部　第3位

10
小学高学年女子

文部科学大臣杯第61回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　兼　第40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

　　【奨励競技者賞】【個人】
主　な　成　績

1 両津体育協会 伊藤　晃一 卓球競技
両津体育協会

卓球部

平成30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1位

平成30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　出場

水泳競技 佐渡愛泳クラブ
第29回新潟県マスターズ水泳競技大会

　55-59歳　男子　100mバタフライ　第1位

2

佐渡水泳連盟

近藤　太和 水泳競技
佐渡マスターズ
スイミングクラブ

第29回新潟県マスターズ水泳競技大会

　80-84歳　男子　100m背泳ぎ　第1位、男子　25ｍ背泳ぎ　第1位

3 坂下　浅一 水泳競技

7 藤井　直輝 水泳競技
佐渡マスターズ
スイミングクラブ

第29回新潟県マスターズ水泳競技大会

　25-29歳　男子200m自由形　第1位

6 石塚　奈穂 水泳競技 佐渡愛泳クラブ
第29回新潟県マスターズ水泳競技大会

　30-34歳　女子　50ｍ背泳ぎ　第1位、女子　25m背泳ぎ　第1位

5 安藤　夏代 水泳競技 佐渡愛泳クラブ
第29回新潟県マスターズ水泳競技大会

　45-49歳　女子　50ｍ平泳ぎ　第1位、女子　25m平泳ぎ　第1位

ドルフィン佐渡
第29回新潟県マスターズ水泳競技大会

　70-74歳　男子　25mバタフライ第1位 　　50mバタフライ第１位

4 本間　吉昭


