
テニス

〇開催日

〇会　場

〇参加者数 ３６名

〇結　果

男子Ａ 女子Ａ 女子B

優勝 安藤哲也 （佐和田） 優勝 山本悦子 （佐和田） 優勝 計良由美子 （メビウス）

準優勝 田中建乃介 （トライ） 準優勝 高野佳子 （佐和田） 準優勝 小田郁香 （フリー）

3位 高野孝人 （佐和田） 3位 吉田美穂 （真野） 3位 計良あゆみ （トキメキ）

3位 尾崎裕樹 （トライ） 3位 川原由美子 （佐和田）

男子Ｂ 男子45歳以上

優勝 山本宏二 （両津ア） 優勝 南藤和文 （トライ）

準優勝 宮川雅俊 （真野） 準優勝 木下和重 （トライ）

3位 宮越准紀 （トライ） 3位 菊地春二 （佐和田）

3位 牧野拓也 （IB-ウイング） 3位 種田廣雄 （佐和田）

卓　球

〇開催日

〇会　場

〇参加者数

〇結　果

男子の部 女子の部

優勝 知本・金子 （真野クラブ） 優勝 山田・河合 （両津クラブ）

準優勝 長・藍原 （真野クラブ） 準優勝 小杉・佐藤 （佐渡高校）

３位 入野・川上大 （島国ＮＴ） ３位 本間・三浦 （新穂クラブ） （両津クラブ）

３位 伊豆野・伊藤 （両津クラブ）

シニア野球

〇開催日 ６月３０日（日）

〇会　場

〇参加者数 １４３名（７チーム）

〇結　果

優勝 小木シニア 個人表彰 最優秀選手賞吉川　明 （小木シニア）

準優勝 真野シニア 優秀投手賞 佐々木　学 （小木シニア）

敢闘賞 遠藤　芳輝 （真野シニア）

ゲートボール

〇開催日

〇会　場

〇参加者数

〇結　果

優勝 グリーン金井

準優勝 天神

第３位 住吉

ソフトテニス

〇開催日

〇会　場

〇参加者数

〇結　果

優勝 川内　司 福田　啓 優勝 吉田七菜 本間弥桜 （佐渡高校）

準優勝 在田哲朗 佐久間圭吾 （羽茂クラブ） 準優勝 林　映理奈 左京苑子 （佐渡高校）

３位 中嶋利行 松本健一 （羽茂クラブ） ３位 石川弘都 竹森妃那 （佐渡高校）

３位 佐々木一熙 羽藤　功 （佐渡高校）

第7回佐渡市総合スポーツ大会結果

真野公園テニスコート

畑野野球場・金井野球場

６月９日（日）

７月７日（日）

金井温泉体育館

〇大会期間　平成25年6月9日（日）～8月11日（日）:実11日間

（6／9・16・30　　7／6・7・13・14・21・28　　8／4・11）

〇参加者数　延べ　　１，３８２名

　80　名(40チーム）

（羽茂クラブ・真野クラブ）

４６名（２３チーム）

６月１６日（日）

両津総合体育館

１０６名（１６チーム）

７月７日（日）

真野スポーツハウス

高校・一般の部女子高校・一般の部男子

中学生の部は雨天により９月に順延



〇開催日

〇会　場

〇参加者数

〇結　果

優勝 フォーピース 優勝 三文目吠えるズ

準優勝 Ｓ-ＣＡ 準優勝 ＮＫ両津Ａ

３位 奥飛騨慕情 ３位 佐和田クラブＡ

３位 佐和田クラブＺ ３位 ＮＫ両津Ｄ

〇開催日

〇会　場

〇参加者数

〇結　果

男子の部 女子の部

優勝 白陵クラブＡ 優勝 白陵クラブ

準優勝 ７８ＥＲＳ 準優勝 佐渡総合高校

３位 相川クラブ ３位 羽茂高校

３位 舞 ３位 相川クラブ

サッカー

〇開催日

〇会　場

〇参加者数 １５０　名（１０チーム）

〇結　果 個人表彰

優勝 佐渡蹴人倶楽部 MVP 白井謙太 （佐渡蹴人倶楽部）

準優勝 デストロイヤーFC MVP 河内敏也 （デストロイヤーFC）

３位 ヴェルメリオ 得点王 秋葉優輔 金子友也 （デストロイヤーFC）

斉藤正志 （クロバチメ） 臼杵凌平 （佐渡高校）

バドミントン

〇開催日

〇会　場

〇参加者数 １４４名(７２チーム)

〇結　果

男子Ａクラス 男子Ｂクラス 男子Ｃクラス

優勝 本間雄大 （佐渡高） 優勝 渡辺晃三 （金井） 優勝 信田英男 （赤泊）

石塚貴海 （佐渡高） 三嶋直樹 （佐和田） 渡部太一 （赤泊）

準優勝 ムチャマットユスフ （金井） 準優勝 矢田好則 （佐和田） 準優勝 本間哲夫 （赤泊）

斉藤大一 （佐和田） 若林俊之 （真野） 川上宏紀 （畑野）

3位 藤井　裕 （金井） 3位 後藤清一 （両津） 3位 土屋稔之 （新穂）

本田一輝 （金井） 村上　敏 （両津） 藤井智彦 （新穂）

3位 菊池武彦 （佐渡高） 3位 親松利典 （金井） 3位 佐々木拓海 （佐渡総合）

関根広大 （佐渡高） 舘巖　勝 （羽茂） 長　　翼 （佐渡総合）

女子Ａクラス 女子Ｂクラス 女子Ｃクラス

優勝 青木香織 （金井中） 優勝 最上志保子 （佐和田） 優勝 小島チエミ （真野）

前田　容 〈高千中〉 弾正幸恵 （相川） 中村洋子 （真野）

準優勝 石塚綾美 （佐渡高） 準優勝 青木夏美 （佐渡総合） 準優勝 高野美歌 （新穂）

本間涼香 （佐渡高） 伊藤七実 （佐渡総合） 小浜恵子 （新穂）

3位 川上沙織 （金井） 3位 近藤裕子 （佐和田） 3位 中野未来 （羽茂高）

宇治衣里奈 （佐渡高） 本間美紀子 （金井） 石川万寿美 （羽茂）

3位 本間淳子 （畑野）

小杉友里 （金井）

相川体育館・新穂中学校体育館

トリムの部

７月７日（日）

両津総合体育館

１６３名（２９チーム）

ソフトバレーボール

７月７日（日）・２１日

バスケットボール

７月１３日(土）・１４日（日）

３００名（２３チーム）

一般の部

真野多目的広場・佐渡市陸上競技場

７月２１日（日）

真野中学校・真野体育館



剣　道

〇開催日

〇会　場

〇参加者数 １２０名

〇結　果

個人戦

小学生低学年男子

優勝 兵庫聡太 （両津） 優勝 兵庫誠健　 （両津） 優勝 遠藤壮真 （佐和田）

２位 渡部皓太 （両津） ２位 佐藤大吉 （佐和田） ２位 菊田和夢 （佐和田）

３位 石塚　凌 （二見） ３位 齋藤陽太 （両津） ３位 草間大欣 （佐和田）

３位 遠藤兼士 （佐和田） ３位 菊田祐夢 （佐和田） ３位 田辺祥太 （佐和田）

小学生低学年女子

優勝 中村光佑 （二見） 優勝 大澤瑠唯 （佐和田） 優勝 山本友葵 （新穂）

２位 石井れの （新穂） ２位 橋本望心 （金井） ２位 仲道紗千子 （新穂）

３位 齋藤桃子 （新穂） ３位 鈴木菜央 （佐和田） ３位 塚原きなり （小木中）

３位 仲野晶子 （新穂） ３位 竹内希星 （二見） ３位 本間くるみ （佐和田）

一般男子 一般女子

優勝 藤塚　直 （羽茂高教員） 優勝 若林由紀子 （真野）

２位 佐藤友典 （両津） ２位 細井　愛 （金井）

３位 北見啓樹 （両津） ３位 市橋法子 （両津）

３位 小山圭介 （佐和田） ３位 阿部祐代 （両津）

団体戦

中学生男子 中学生女子 一般男子 一般女子

優勝 佐和田剣士会 優勝 新穂朱鷺剣友会 優勝 両津剣友会A 優勝 両津剣友会

２位 小木少年剣士会 ２位 小木中学校 ２位 新穂朱鷺剣友会A ２位 佐渡高校

３位 真野少年剣士会 ３位 二見剣士会A ３位 羽茂高校A

３位 新穂朱鷺剣友会 ３位 佐渡高校 ３位 真野剣友会

水　泳

〇開催日

〇会　場

〇参加者数 　５３名

〇結　果

自由形５０ｍ ４年以下 伊藤　蒼 （佐渡SC） 臼木凛桜 （佐渡SC） 上之山匠 （佐渡SC）

５・６年 伊藤浩嗣 （相川水泳同好会） 深井周介 （佐渡SC） 高野　新 （佐渡SC）

一般 安達健志 （相川水泳同好会）

自由形100ｍ ５・６年 伊藤浩嗣 （相川水泳同好会） 池野蒼祈 （相川水泳同好会）

一般 北見優帆 （相川水泳同好会）

自由形200m 一般 北見優帆 （相川水泳同好会）

自由形400m 一般 渡部史都 （相川水泳同好会）

平泳ぎ50m 4年以下 伊藤　蒼 （佐渡SC） 臼木凛桜 （佐渡SC） 上之山匠 （佐渡SC）

5・6年 高野　新 （佐渡SC） 竹本りゅうせい 池野蒼祈 （相川水泳同好会）

背泳ぎ50m ４年以下 臼木凛桜 （佐渡SC） 上之山匠 （佐渡SC） 親松礼一郎 （佐渡SC）

５・６年 伊藤浩嗣 （相川水泳同好会） 高野　新 （佐渡SC） 深井周介 （佐渡SC）

一般 北見優帆 （相川水泳同好会） 宇留間大悟 （相川水泳同好会） 渡部史都 （相川水泳同好会）

背泳ぎ100m 一般 深井泰造 （佐渡SC）

背泳ぎ200m 一般 深井泰造 （佐渡SC）

バタフライ50m ４年以下 伊藤　蒼 （佐渡SC） 石倉颯人 （相川水泳同好会） 石見玲士 （相川水泳同好会）

５・６年 深井周介 （佐渡SC） 横田草介 （相川水泳同好会）

一般 宇留間大悟 （相川水泳同好会） 坂下浅一 （佐渡水連）

バタフライ100m 一般 宇留間大悟 （相川水泳同好会）

バタフライ200m 小学生 佐渡SC 相川水泳同好会D 相川水泳同好会Ｃ

ＭＲ４００ｍ 一般 相川水泳同好会Ｅ

ＦＲ２００ｍ ５．６年 佐渡SC 相川水泳同好会Ｄ 相川水泳同好会Ｃ

ＦＲ４００ｍ 一般 相川水泳同好会Ｅ

８月４日（日）

優勝 2位 3位

中学生男子

中学生女子

男子

７月28日（日）

両津総合体育館

小学生高学年男子

小学生高学年女子

金井運動公園プール



自由形５０ｍ ４年以下 田中有妃子 （佐渡SC） 安藤あかり （佐渡SC） 盛山珠希 （佐渡SC）

５・６年 鎌田佳織 （WBあいかわ） 安藤玲海 （佐渡SC） 白瀬理恵 （WBあいかわ）

一般 大地未来 （佐渡SC）

自由形100ｍ ５・６年 安藤玲海 （佐渡SC） 渡部優和 （相川水泳同好会） 丸山愛加 （WBあいかわ）

一般 大地未来 （佐渡SC） 伊藤優花 （相川水泳同好会）

自由形200m 一般 伊藤優花 （相川水泳同好会）

平泳ぎ50m 4年以下 田中有妃子 （佐渡SC） 盛山珠希 （佐渡SC） 安藤沙樹 （佐渡SC）

5・6年 岩崎千南 （佐渡SC） 岩崎三記 （相川水泳同好会） 白瀬理恵 （WBあいかわ）

平泳ぎ100m 5・6年 岩崎千南 （佐渡SC） 鎌田佳織 （WBあいかわ）

一般 若林来実 （佐渡SC）

平泳ぎ200ｍ 一般 若林来実 （佐渡SC）

背泳ぎ50m ４年以下 安藤あかり （佐渡SC） 逸見心美 （佐渡SC） 吉田文音 （佐渡SC）

５・６年 藤原鼓々 （佐渡SC） 丸山愛加 （WBあいかわ） 岩崎三記 （相川水泳同好会）

背泳ぎ100m ５・６年 藤原鼓々 （佐渡SC）

一般 伊藤志穂 （相川水泳同好会）

背泳ぎ200m 一般 伊藤志穂 （相川水泳同好会）

バタフライ50m ４年以下 田中有妃子 （佐渡SC） 盛山珠希 （佐渡SC） 安藤あかり （佐渡SC）

５・６年 近藤万桜 （佐渡SC） 岩崎三記 （相川水泳同好会） 丸山愛加 （WBあいかわ）

個メ200ｍ ５・６年 岩崎千南 （佐渡SC） 安藤玲海 （佐渡SC） 藤原鼓々 （佐渡SC）

ＭＲ２００ｍ 小学生 佐渡SC　A 佐渡SC　B WBあいかわ

ＦＲ２００ｍ ５．６年 佐渡SC　A 佐渡SC　B WBあいかわ

空　手

〇開催日

〇会　場

〇参加者数 　４１名

〇結　果

形

小学生クラス1

小学生クラス２

中学生

l高校生女子

高校生男子

組手

小学１・２年生

小学３・４年生

小学５・６年生

中学生

l高校生女子

高校生男子

８月１１日（日）

河原田小学校体育館

優勝

宇佐美真央（佐和田）

2位

優勝 2位 3位

女子

三井海妃（佐和田） 中川龍之介（佐和田） 宇佐美優奈（佐和田）

渡辺さつき（佐和田） 伊藤龍矢（佐和田） 渡邉瑞生（佐和田） 本間晃人（佐和田）

3位 敢闘賞

大地希佳（金井） 河原寛大（金井） 三井　空（佐和田）

小林佑人（佐和田） 宇佐見真央（佐和田） 土屋裕史（佐和田） 宇留間大翔（佐和田）

土屋夏葉（佐渡高校） 渡辺鈴海（佐渡高校） 佐藤亜季佳（佐渡高校） 狩野汐音（佐渡高校）

佐々木　悠（佐渡高校） 渡邉侑弥（佐渡高校） 雑賀光佑（佐渡高校） 伊藤匡哉（佐渡高校）

優勝 2位 3位 敢闘賞

土屋夏葉（佐渡高校） 渡辺鈴海（佐渡高校） 吉川明里（佐渡高校） 狩野汐音（佐渡高校）

佐々木　悠（佐渡高校） 伊藤匡哉（佐渡高校） 川上　祥（佐渡高校） 雑賀光佑（佐渡高校）

中川龍之介（佐和田） 土屋瑛史（佐和田） 宇佐見優奈（佐和田） 菊地志帆（金井）

伊藤龍矢（佐和田） 渡辺さつき（佐和田） 本間晃人（佐和田） 渡邉瑞生（佐和田）

三井海妃（佐和田） 畝目湧太（金井） 石塚龍季（佐和田）


