
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 相川クラブＢ 準優勝 相川クラブＡ
３位 相川クラブＡ ３位 佐渡高校
３位 舞 ３位 羽茂高校

テニス
〇開催日
〇会　場
〇参加者数 ２９名
〇結　果

男子Ａ 女子Ａ 男子45歳以上
優勝 安藤哲也 （佐和田） 優勝 山本悦子 （佐和田） 優勝 長田義隆 （真野ＴＣ）

準優勝 高野孝人 （佐和田） 準優勝 相田弘子 （トライ） 準優勝 南藤和文 （トライ）
3位 尾崎裕樹 （トライ） 3位 川原由美子（佐和田） 3位 川原晴夫 （佐和田ＴＣ）

3位 杉澤暢美 （佐和田） 3位 木下和重 （トライ）

男子Ｂ 女子B
優勝 北沢雄一 （佐和田ＴＣ） 優勝 小田郁香 （金井ＴＣ）

準優勝 坂口　雄大 （両津アップル） 準優勝 鈴木恭子 （真野ＴＣ）
3位 渡部睦子 （金井ＴＣ）

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 優勝

準優勝 準優勝
３位 ３位
３位 3位

〇開催日
〇会　場
〇参加者数
〇結　果

優勝 優勝 マリリン
準優勝 ＲＥＢＥＬＳ 準優勝 佐和田クラブＡ

３位 佐和田クラブＺ ３位 ＮＫ両津Ａ
３位 チャッピーズ ３位 三文目吠えるズ

シニア野球
〇開催日 ７月６日（日）
〇会　場
〇参加者数
〇結　果

優勝 真野シニア 個人表彰 最優秀選手賞小山　由紀夫 （真野シニア）
準優勝 小木シニア 優秀投手賞磯部　健一郎 （真野シニア）

敢闘賞 佐々木　　学 （小木シニア）

相川体育館・新穂中学校体育館
２００名（１７チーム）

６月２２日（日）
真野公園テニスコート

６月22日（日）
両津総合体育館

第8回佐渡市総合スポーツ大会結果

〇大会期間　平成26年6月14日（土）～8月10日（日）:実10日間

（6／14・15・22・29　　7／6・12・13・20・27　　8／10）

〇参加者数　延べ１，３４５名
バスケットボール

６月１４日(土）・１５日（日）

金子雅弘・池野顕人   (島国ＮＴ) 山田佐枝子・河合美鈴   （両津クラブ）

ソフトバレーボール
６月２９日（日）
両津総合体育館
１７６名（２９チーム）

68名（34チーム）

伊藤晃一・風間貞則   (両津クラブ） 竹本愛美・藤井温子   (赤泊クラブ)
知本政則・金子　均   (真野クラブ）　 川原花菜・伊豆野理恵   (両津クラブ）
長　茂一・藍原邦晴   (真野クラブ) 小杉萌恵・佐藤真穂   (佐渡高校)

一般の部 トリムの部
佐和田クラブフォーピース

畑野野球場
８４名（４チーム）　雨天のため順延



ゲートボール

〇開催日
〇会　場
〇参加者数
〇結　果

優勝 天神（佐和田）
準優勝 三友会（両津）
第３位 三川（赤泊）

ソフトテニス
〇開催日
〇会　場
〇参加者数
〇結　果

優勝 石塚・大塚 (佐渡高校) 優勝 福田・福井 （佐渡高校）
準優勝 山本・本田 (佐渡高校) 準優勝 金子・檜田 （佐渡高校）

３位 臼杵・佐藤 (佐渡高校) ３位 梅谷・鈴木 （両津中）
３位 岡崎・松井 (佐渡高校) ３位 斉藤・柴山 （佐渡高校）

優勝 伊藤・須田 （佐和田中） 優勝 安達・山田 (赤泊中)
準優勝 岩井・林田 (真野中） 準優勝 高木・須田 (赤泊中)

３位 中浜・杉山 (中等教育） ３位 鰕名・井畑 （南佐渡中）
３位 倉下・松井 (金井中) ３位 西山・後藤 (金井中）

優勝 後藤・伊藤 (金井中) 優勝 勝谷・鶴間 (赤泊中)
準優勝 佐々木・曽我(真野中） 準優勝 山本・臼杵 (赤泊中)

３位 河島・大塚 (金井中) ３位 仲村・山口 (真野中）
３位 本間・金子 (南佐渡中) ３位 本間・仲道 (新穂中)

サッカー
〇開催日
〇会　場
〇参加者数 １２０名
〇結　果 個人表彰

優勝 クロバチメ ＭＶＰ 斉藤正志 （クロバチメ）
準優勝 佐渡蹴人倶楽部 ＭＩＰ 山田雄也 （佐渡蹴人倶楽部）

３位 ヴェルメリオ 得点王 斉藤正志 （クロバチメ）

バドミントン
〇開催日
〇会　場
〇参加者数 １４６名(７３チーム)

男子Ａクラス 男子Ｂクラス 男子Ｃクラス
優勝 本田一輝 （金井） 優勝 親松利典 （金井） 優勝 岩﨑一秀 （新穂）

池　大樹 （金井） 若林俊之 （真野） 藤井智彦 （新穂）
準優勝 本田　優 （金井） 準優勝 舘巖　勝 （羽茂） 準優勝 土屋稔之 （新穂）

関根広大 （金井） 矢田好則 （佐和田） 池野修一 （新穂）
3位 大地寛輝 （金井） 3位 笠木謙一 （小木） 3位 渡辺　聡 （佐渡総合）

渡辺晃三 （金井） 江口敏彦 （真野） 池田祐樹 （佐渡総合）
3位 浅田　孝 （金井） 3位 村上　敏 （両津） 3位 渡部好一 （相川）

斉藤　守 （羽茂） 小濱和明 （両津） 石井高志 （佐和田）

女子Ａクラス 女子Ｂクラス 女子Ｃクラス
優勝 青木香織 （佐渡高） 優勝 最上志保子（佐和田） 優勝 増田幸美 （真野）

鴻江祐芽 （佐渡高） 弾正幸恵 （相川） 水井裕子 （真野）
準優勝 石塚綾美 （佐渡高） 準優勝 北嶋映美 （佐渡高） 準優勝 小島チエミ （新穂）

本間涼香 （佐渡高） 平島美咲 （佐渡高） 中村洋子 （新穂）
3位 伊藤歩花 （両津中） 3位 中川亜実 （佐渡総合） 3位 金子真緒 （羽茂高）

伊藤舞衣 （両津中） 伊藤七実 （佐渡総合） 渡部咲希 （羽茂）
3位 本間淳子 （畑野） 岩崎　葵 （佐渡高） 羽根彩香 （総合高）

本間美穂 （真野） 藤原奈生 （佐渡高） 田中結衣 （総合高）

金井温泉体育館
１０3名（１６チーム）

７月6日（日）高校一般　7月１２日(土)中学生
真野スポーツハウス
２４０　名(１２０チーム）

７月6日（日）

７月13日（日）・27日(日）
真野多目的広場・佐渡市陸上競技場

７月２０日（日）
両津総合体育館

高校・一般の部男子 高校・一般の部女子

中学1年の部男子 中学1年の部女子

中学2年の部男子 中学2年の部女子



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 小谷野晃 （入間） 優勝 小山洋生 （入間） 優勝 菊田和夢 （佐和田）
２位 石塚　凌 （二見） ２位 朝倉虎太朗（入間） ２位 遠藤壮真 （佐和田）
３位 細渕奨馬 （入間） ３位 松村汰雲 （金井） ３位 田辺祥太 （佐和田）
３位 遠藤兼士 （佐和田） ３位 福田大和人（入間） ３位 草間大欣 （佐和田）

小学生低学年女子
優勝 朝倉心愛 （入間） 優勝 石井れの （新穂） 優勝 多賀麻央 （入間）
２位 中村奈央 （二見） ２位 岩﨑静香 （二見） ２位 仲道紗千子 （新穂）
３位 猪股柚美 （小木） ３位 大館璃桜 （入間） ３位 竹内希星 （二見）
３位 伊藤　恩 （両津） ３位 仲野晶子 （新穂） ３位 本間くるみ （佐和田）

一般男子 一般女子
優勝 坂本歩夢 （羽茂高） 優勝 仲道由希子（佐渡高）
２位 遠藤尚嗣 （佐和田） ２位 金子智佳 （羽茂高）
３位 茨城　譲 （二見） ３位 市橋法子 （両津）
３位 河合　亮 （入間） ３位 秋山則子 （入間）

団体戦
中学生男子 中学生女子 一般男子 一般女子

優勝 入間 優勝 二見剣士会 優勝 二見Ｂ 優勝 羽茂高校A
２位 佐和田剣士会Ｂ ２位 佐和田剣士会 ２位 二見電力協力隊Ｖ ２位 佐渡高校
３位 佐和田剣士会Ａ ３位 南佐渡中学校 ３位 二見A ３位 両津剣友会
３位 両津少年剣士会 ３位 入間 ３位 入間Ａ ３位 入間

空　手
〇開催日
〇会　場
〇参加者数 　59名
〇結　果

形
小学生クラス1

小学生クラス２

中学生
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
高校生女子
高校生男子

水　泳
〇開催日
〇会　場
〇参加者数

8月10日（日）
両津総合体育館

優勝 2位 3位 敢闘賞
河原味和 （金井） 土屋瑛史 （佐和田） 宇佐美理紗 （佐和田）菊地陸人 （金井）

小学生高学年男子 中学生男子

小学生高学年女子 中学生女子

８月10日（日）
河原田小学校体育館

渡辺さつき （佐渡高校） 狩野汐音 （佐渡高校） 田端瑞穂 （佐渡高校）佐藤亜季佳 （佐渡高校）
渡邉侑弥 （佐渡高校）伊藤龍矢 （佐渡高校）

三井海妃 （佐和田） 中川龍之介 （佐和田） 宇佐美優奈 （佐和田）宇佐見真央 （佐和田）
本間　晃人 （佐和田）

宇佐見真央 （佐和田） 河原寛大 （金井） 小林祐人 （佐和田） 三井　空 （佐和田）
中川龍之介 （佐和田）三井海妃 （佐和田） 畝目湧太 （金井） 菊地志帆 （金井）

優勝 2位 3位 敢闘賞
河原味和 （金井） 土屋裕史 （佐和田） 菊地陸人 （金井） 三井大樹 （佐和田）

台風接近のため中止

佐々木　悠 （佐渡高校） 渡邉侑弥 （佐渡高校） 伊藤龍矢 （佐渡高校）

８月10日（日）
金井運動公園プール

本間　晃人 （佐和田）
渡辺さつき （佐渡高校） 佐藤亜季佳 （佐渡高校）狩野汐音 （佐渡高校）田端瑞穂 （佐渡高校）


