
競技種目／クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位
◆サッカー◆

佐渡蹴人倶楽部 クロバチメ ＦＣセクスィー

◆テニス◆
・一般男子Ａクラス 田中建乃介（トライ）

内堀佳 郎（ 佐和 田Ｔ
Ｃ）

高野孝 人（ 佐和 田Ｔ
Ｃ）

大 葉 隆 行 （ Ｄ
ream.C.T）

・一般男子Ｂクラス 磯野征巳（トライ） 内田喜徳（真野ＴＣ）
土 屋 一 也 （ Ｄ
ream.C.T）

齋藤元彦（金井ＴＣ）

・男子45才以上クラス
川原晴 夫（ 佐和 田Ｔ
Ｃ）

中原啓 司（ 佐和 田Ｔ
Ｃ）

本間正志（トライ） 本間伸一（真野ＴＣ）

・一般女子Ａクラス
菊地郷 子（ 佐和 田Ｔ
Ｃ）

山田朋 代（ 佐和 田Ｔ
Ｃ）

山本悦 子（ 佐和 田Ｔ
Ｃ）

川原由美子（真野ＴＣ）

・一般女子Ｂクラス 桑原久子（真野ＴＣ） 齋藤裕実（金井ＴＣ）
内堀千 恵（ 佐和 田Ｔ
Ｃ）

渡部睦子（スポーツハウス）

◆ソフトバレーボール◆
・一般の部 中堀亭Ｂ（畑野地区） 銀杏の会（佐和田地区） 奥飛騨慕情（真野地区） スマート（佐和田地区）

・トリムの部 JETWINGS（羽茂地区） なかよしＡ（両津地区） マリリン（畑野地区） 佐和田Ａ（佐和田地区）

◆バスケットボール◆
・男子の部 両津高校 相川クラブＡ ＳＫＧ フレックス

・女子の部 両津高校 相川クラブ Ｓ・Ｂ・Ｃ 白陵クラブ

◆ソフトテニス◆
藤井司（羽茂クラブ）

渡辺秀 太郎 （両 津地
区）

望月皓太（佐渡高）
石塚俊 介（ 羽茂 クラ
ブ）

佐々木 宏章 （佐 渡高
OB）

野口真光（佐渡高）

島倉聖矢（真野中） 前田恵一（金井中） 大上峻史（金井中） 竹下龍美（内海府中）

曽我航平（真野中） 関口昇真（金井中） 藤井謙（金井中） 浜田眞（内海府中）

金子貴恵（佐渡高） 本間優花（新穂中） 金子瑞穂（羽茂高）

本間千裕（佐渡高） 大葉沙耶（新穂中） 原田和音（佐渡高）

本間優花（新穂中） 野口沙也加（金井中） 逸見有紀（真野中） 斉藤季奈（新穂中）

大葉沙耶（新穂中） 岩瀧由佳（金井中） 上城真希（真野中） 渡部香菜子（新穂中）

◆シニア野球◆
赤泊シニア野球クラブ ニイボシニア

◆バドミントン◆
ﾑﾁｬﾏｯﾄﾕｽﾌ（金井） 浅田孝（金井） 親松利典（金井） 渡部征弘（相川）

武井雄佑（金井中） 斉藤大一（相川） 伊藤定勝（金井） 斉藤誠（相川）

小濱和明（両津） 本間伸一（真野） 石塚貴海（金井中） 菊地武彦（金井中）

日和山善久（両津） 星野俊明（真野） 本間雄大（金井中） 関根広大（金井中）

信田英男（赤泊） 中川賢一（赤泊） 岡崎均（羽茂） 松永隆（畑野）

渡部太一（赤泊） リンガ（赤泊） 長林伸吾（羽茂） 中川義弘（畑野）

高橋裕希（金井） 最上唯（佐渡高） 本間千栄子（畑野） 水戸早希（佐渡高）

後藤望美（新穂） 近藤さやか（佐渡高） 近藤瞳（佐和田） 金子紗月（佐渡高）

最上志保子（佐和田） 山本絵梨香（佐渡高） 佐藤由梨（畑野中） 中村洋子（真野）

弾正幸江（相川） 新木香純（佐渡高） 渡辺奏子（金井中） 西澤智恵子（両津）

山口知美（両津高） 中川美香（両津高） 山西悠花（羽茂）

濱松知恵美（両津高） 中川英美（両津高） 中川麻美（羽茂）

◆剣道◆
・個人戦小学生低学年男子 遠藤壮真（佐和田） 田辺祥太（佐和田） 草間大欣（佐和田） 齋藤瑞樹（新穂）

・個人戦小学生低学年女子 仲道紗千子（新穂） 塚原きなり（小木） 久保優香（小木） 小林未歩（小木）

・個人戦小学生高学年男子 山本諒（新穂） 金子拓海（佐和田） 奥野彰三（両津） 小田剛士（金井）

・個人戦小学生高学年女子 山岡智美（佐和田） 山本友葵（新穂） 仲道由希子（新穂） 三浦望果（両津）

・個人戦中学生男子 三浦陽弘（両津） 岩﨑遥一（二見） 市橋翼（金井） 藤井賢（小木）

・個人戦中学生女子 岩﨑柚美（二見） 岩﨑桃子（二見） 川並快衣（両津） 菊地結衣（真野）

・個人戦一般男子 佐藤友典（両津） 齊藤博文（両津） 小山圭介（佐和田） 小田勝芳（航空自衛隊）

・個人戦一般女子 岩﨑亜莉佳（二見） 原田祐理子（両津） 市橋法子（両津） 遠藤由紀（二見）

・団体戦中学生男子 二見剣士会 小木中学校 両津小年剣士会Ａ 佐和田剣士会

・団体戦中学生女子 二見剣士会 両津小年剣士会 真野少年剣士会

・団体戦一般男子 二見剣士会Ａ 新穂朱鷺剣友会Ａ 両津剣友会 航空自衛隊Ａ

・団体戦一般女子 両津剣友会 佐渡混合 羽茂高校 二見剣士会

◆空手道◆
・保育園-小学１年生（形）の部 道前真衣 山本妃良梨 鈴木吏桜

・小学２-３年生（形）の部 清天美優 鈴木佑磨 谷口直紀

・中学生（形）の部 山本美璃亜 島川竜太 山本浩平

・保育園-小学１年生（組手）の部 道前真衣 鈴木吏桜 田中咲良

・小学２-３年生（組手）の部 清天美優 松永大地 鈴木佑磨

・中学生（組手）の部 島川竜太 山本美璃亜 五十嵐愛

・一般（組手）の部 山内渉 島川聖太 土田唯矢

●第３回佐渡市総合スポーツ大会結果●

・高校一般男子の部

・中学男子の部

・女子Ｂクラス

・高校中学女子の部

・中学女子の部

※最優秀選手賞　鈴木大地（佐渡蹴人倶楽部）　得点王　渡辺俊徳（クロバチメ）中川修（クロバチメ）

※最優秀選手賞　田辺富治（赤泊）　優秀投手賞　渡辺徳行（赤泊）　敢闘賞　磯部松治（ニイボ）

・女子Ｃクラス

・男子Ａクラス

・男子Ｂクラス

・男子Ｃクラス

・女子Ａクラス



競技種目／クラス 優勝 準優勝 ３位 ３位

◆ゲートボール◆
ニュー畑野（畑野） 原黒さわやか（両津） 赤泊Ｂ（赤泊）

◆卓球◆
長茂一（真野クラブ） 金子均（真野クラブ） 本間俊也（両津クラブ） 本間正己（新穂クラブ）
堀貴之（真野クラブ） 若林昭宏（真野クラ 石原泰彦（両津クラブ） 渡辺和博（新穂クラブ）

◆水泳◆
【Ｂグループ：小学４年生以下男子の部】
・５０ｍ自由形 鎌田祐一郎（ＷＢあいかわ） 安田陸（水泳同好会） 後藤悠大（佐渡ＳＣ）
・５０ｍ平泳ぎ 安田陸（水泳同好会）
・５０ｍ背泳ぎ 鎌田祐一郎（ＷＢあいかわ） 後藤悠大（佐渡ＳＣ） 中川大記（水泳同好会）
・５０ｍバタフライ 鎌田祐一郎（ＷＢあいかわ） 後藤悠大（佐渡ＳＣ）
【Ｂグループ：小学４年生以下女子の部】
・５０ｍ自由形 伊藤優花（水泳同好会） 内田りりこ（佐渡ＳＣ） 中川来夏（佐渡ＳＣ）
・５０ｍ平泳ぎ 内田りりこ（佐渡ＳＣ） 中川来夏（佐渡ＳＣ） 藤原睦（佐渡ＳＣ）
・５０ｍ背泳ぎ 内田りりこ（佐渡ＳＣ） 加藤イヴ（ＷＢあいかわ）

【Ｃグループ：小学５・６年生男子の部】
・５０ｍ自由形　 北見優帆（水泳同好会） 中浜大輔（水泳同好会） 林太祐（佐渡ＳＣ） ※北見優帆　大会新
・１００ｍ自由形　 北見優帆（水泳同好会） 井所楓（ＷＢあいかわ） 渡部史都（水泳同好会） ※北見優帆　大会新
・５０ｍ平泳ぎ 本間渉平（佐渡ＳＣ） 渡部史都（水泳同好会）
・１００ｍ平泳ぎ 宇留間大悟（水泳同好会） 本間渉平（佐渡ＳＣ） 渡部史都（水泳同好会）
・５０ｍ背泳ぎ 井所楓（ＷＢあいかわ） 林太祐（佐渡ＳＣ） 野口育夢（両津小学校）
・１００ｍ背泳ぎ 井所楓（ＷＢあいかわ） 林太祐（佐渡ＳＣ）
・５０ｍバタフライ 北見優帆（水泳同好会） 中浜大輔（水泳同好会）
・２００ｍ個人メドレー 宇留間大悟（水泳同好会）

・２００ｍメドレーリレー 水泳同好会Ｂ
・２００ｍフリーリレー 水泳同好会Ｂ
【Ｃグループ：小学５・６年生女子の部】
・５０ｍ自由形 石見優里佳（水泳同好会） 近松智美（ＷＢあいかわ） 白井杏未莉（佐渡ＳＣ）
・１００ｍ自由形 石見優里佳（水泳同好会） 出﨑万葉（水泳同好会） 菊池里奈（水泳同好会）
・５０ｍ平泳ぎ 大倉百合絵（佐渡ＳＣ）
・１００ｍ平泳ぎ 磯西真子（水泳同好会）
・５０ｍ背泳ぎ 道端恋未（水泳同好会） 白井杏未莉（佐渡ＳＣ） 大倉百合絵（佐渡ＳＣ）
・１００ｍ背泳ぎ 白井杏未莉（佐渡ＳＣ）
・５０ｍバタフライ 近松智美（ＷＢあいかわ） 石見優里佳（水泳同好会）

・２００ｍ個人メドレー 近松智美（ＷＢあいかわ）

・２００ｍメドレーリレー 水泳同好会Ｂ
・２００ｍフリーリレー 水泳同好会 水泳同好会Ｃ
【中学生～一般：男子の部】
・５０ｍ自由形 土屋勇稀（水泳同好会） 清水聖矢（水泳同好会） 伊藤和彦（水泳同好会）
・１００ｍ自由形 佐藤匠貴（ＷＢあいかわ） 宇留間貴弘（ＷＢあいかわ） 近藤勇毅（ＷＢあいかわ）

・２００ｍ自由形 井所蓮（ＷＢあいかわ）
・５０ｍ平泳ぎ 宇留間貴弘（ＷＢあいかわ）

・１００ｍ平泳ぎ　 宇留間昌紀（水泳同好会） 宇留間貴弘（ＷＢあいかわ） 内田徳之助（佐渡ＳＣ） ※宇留間昌紀　大会新
・２００ｍ平泳ぎ 宇留間昌紀（水泳同好会） 内田徳之助（佐渡ＳＣ） 岩崎貴大（佐渡ＳＣ） ※宇留間昌紀　大会新
・１００ｍ背泳ぎ 土屋勇稀（水泳同好会） 出﨑丈陽（水泳同好会） 井所蓮（ＷＢあいかわ）
・２００ｍ背泳ぎ 土屋勇稀（水泳同好会） 出﨑丈陽（水泳同好会） 近藤勇毅（ＷＢあいかわ）

・５０ｍバタフライ 佐藤匠貴（ＷＢあいかわ） 宇留間拓哉（ＷＢあいかわ）

・１００ｍバタフライ 宇留間拓哉（ＷＢあいかわ）

・２００ｍ個人メドレー 佐藤匠貴（ＷＢあいかわ） 清水聖矢（水泳同好会） 宇留間拓哉（ＷＢあいかわ）

・４００ｍ個人メドレー 井所蓮（ＷＢあいかわ）
・４００ｍメドレーリレー 水泳同好会Ａ　 ＷＢあいかわ ※水泳同好会　大会新
・４００ｍフリーリレー ＷＢあいかわ　 水泳同好会Ａ ※ＷＢあいかわ　大会新
【中学生～一般：女子の部】
・５０ｍ自由形 中浜千佳（水泳同好会） 中村かおり（佐渡ＳＣ） 中山りよ（水泳同好会）
・１００ｍ自由形 中山りよ（水泳同好会） 安田鈴奈（水泳同好会）
・２００ｍ自由形 中村かおり（佐渡ＳＣ） 清水理沙（水泳同好会） 安田鈴奈（水泳同好会）
・１００ｍ平泳ぎ 金澤美穂（ＷＢあいかわ）

・１００ｍ背泳ぎ 安達香代（佐渡ＳＣ）
・５０ｍバタフライ 道端夏未（水泳同好会）
・１００ｍバタフライ 道端夏未（水泳同好会） 中村かおり（佐渡ＳＣ） 清水理沙（水泳同好会）
・２００ｍ個人メドレー 金澤美穂（ＷＢあいかわ）

・４００ｍメドレーリレー 水泳同好会Ａ
・４００ｍフリーリレー 水泳同好会Ａ


