
第１０回佐渡市総合スポーツ大会
○大会期間　　平成２８年５月２９日(日)～８月７日(日)：実１６日間

○開催日 平成２８年５月２９日(日)

○会場 佐渡市陸上競技場、真野運動広場

○参加者数 選手・役員：８１名

○結果 団体の部 個人：シニアの部 個人：一般の部

１位　 金井Ｂ １位　 北見　冨夫 １位　 森田　敏昭　(小木町B)

２位　 金井Ａ ２位　 本間　聰 ２位　 小林　直美　(小木町Ａ)

３位　 金井シニア ３位　 丸山　守 ３位　 中山　大地　（ＴＥＡＭあいかわ）

○開催日 平成２８年６月１９日(日)

○会場 サンテラ佐渡スーパーアリーナ

○参加者数 選手：３８名

○結果 ペア戦：男子の部 ペア戦：女子の部

優勝　 臼杵章真、青野世瞳　（赤泊クラブ） 優勝　 中川桃子、平間　彩　（佐渡高校）

２位　 伊藤晃一、風間貞則　（両津クラブ） ２位　 長島朋美、長島加奈　（島国ＮＴ）

３位　 佐藤克巳、大地克利　（島国ＮＴ）

３位　 長　茂一、堀　貴之　（真野クラブ）

○開催日 平成２８年６月２６日(日)

○会場 両津総合体育館

○参加者数 一般の部：１０８名（１７チーム）、トリムの部：７３名（１１チーム）

○結果 一般の部 トリムの部

１位　 佐和田　Ｚ １位　 佐和田　Ｃ

２位　 盃水之陣 ２位　 佐和田　Ｂ

３位　 佐和田　Ａ ３位　 ＮＫ両津　Ａ

３位　 アイビス ３位　 金井ＳＶＣ

○開催日 平成２８年６月２６日（日）

○会場 サン・スポーツランド畑野野球場、佐和田野球場

○参加者数 １２０名（７チーム）

○結果

     優勝　　 赤泊シニア野球クラブ      最優秀選手賞　 金子　典央　（赤泊シニア）

        準優勝　 両津ファイターズ      優秀投手賞　 渡部　徳行　（赤泊シニア）

     敢闘賞　 佐藤　浩樹　（両津ファイターズ）

○開催日 平成２８年６月２６日（日）

○会場 真野公園テニスコート

○参加者数 ３０名

○結果 男子Ａ 男子Ｂ 男子４５歳以上 女子

１位 田中　健乃介 １位 松本　泰岳 １位 川原　晴夫 １位 山本　悦子

２位 安藤　哲也 ２位 渋谷　裕之 ２位 長田　義隆 ２位 出崎　弘美

３位 小須田　哲志 ３位 中嶋　達也 ３位 本間　伸一 ３位 高野　佳子

３位 南藤　和文 ３位 菊地　春二 ３位 相田　弘子

○開催日 平成２８年７月２日（土）

○会場 金井温泉体育館

○参加者数 選手・役員：１１０名

○結果

優勝　 南部チーム 準優勝　 椎泊チーム ３位　 コスモスチーム
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○開催日 平成２８年７月９日（土）、１０日(日)

○会場 相川体育館、新穂中学校体育館

○参加者数 ３７７名（男子：２７４名／１５チーム、女子：１０３名／９チーム）

○結果 男子の部 女子の部

１位　 フレックス　Ａ １位　 白陵クラブ

２位　 ７８ＥＲＳ ２位　 相川クラブ　Ａ

３位　 白陵クラブ　Ａ ３位　 佐渡高校

３位　 舞 ３位　 ＹＡＭＡＴＯ

○開催日 平成２８年７月１０日（日）、７月１６日（土）

○会場 佐渡スポーツハウステニスコート

○参加者数 ２３８名

○結果 高校・一般　男子の部 高校・一般　女子の部

１位 河内　司、福田　啓（羽茂ク・真野ク） １位 本多　愛音、本間　日奈子（新穂中学校）

２位 加藤　瑛、金子　光（佐渡総合高校） ２位 神子沢　志緒音、檜田　千夏（佐渡中等教育学校）

３位 木部　龍人、静間　恭太（佐渡中等教育学校） ３位 中村　好花、高野　麗華（佐渡中等教育学校）

３位 在田、菊地（羽茂クラブ） ３位 若林　京香、川上　真穂（佐渡高校）

中学生　２年　男子の部 中学生　１年　男子の部

１位 石原　照彦、酒井　伸（南佐渡中学校） １位 鈴木　宏弥、渡邉　唯（金井中学校）

２位 滝田　伸、高野　新（真野中学校） ２位 金子　陽亮、高野　元暉（真野中学校）

３位 藤井　佑一郎、藤井　洸一郎（南佐渡中学校） ３位 田口　大也、猪俣　颯太（金井中学校）

３位 池田　大晟、金子　晴哉（金井中学校） ３位 本間　樹生、高橋真生（金井中学校）

中学生　２年　女子の部 中学生　１年　女子の部

１位 本多　愛音、本間　日奈子（新穂中学校） １位 一色　凛香、佐々木　美翔（真野中学校）

２位 祝　志緒里、末武　美咲（新穂中学校） ２位 相良　美麗、金岡　結喜（真野中学校）

３位 齋藤　更紗、磯野　仁美（佐渡中等教育学校） ３位 川上　聖子、野口　智帆（新穂中学校）

３位 中川　紗良、菊池　保乃加（赤泊中学校） ３位 末武　凛子、北島　日奈向（南佐渡中学校）

○開催日 平成２８年７月２４日（日）

○会場 サンテラ佐渡スーパーアリーナ

○参加者数 114名

○結果 男子Ａクラス 男子Ｂクラス

１位 池　大樹、柴坂　高志（金井） １位 三嶋　直樹、浅田　孝（佐和田、金井）

２位 市橋　宗輝、岩見　一輝（両津） ２位 矢田　好則、若林　俊之（佐和田、真野）

３位 高橋　佳暉、静間　康太（佐渡総合高校） ３位 山口　拓也、江口　敏彦（新穂、佐和田）

３位 齋藤　有輝、川端　幹也（佐渡高校） ３位 中川　広弥、芳ヶ澤　政之（両津、羽茂）

男子Ｃクラス 女子Ａクラス

１位 石井　高志、最上　遥平（佐和田） １位 青木　香織、鴻江　佑芽（佐渡高校）

２位 高山　竜雄、小田　俊和（佐和田、畑野） ２位 大間　知栄子、本間　美穂（畑野、真野）

３位 渡辺　健賢、斉須　謙一（両津） ３位 伊藤　歩花、佐々木　美樹（佐渡総合高校）

３位 山下　照彦、渡辺　晴（両津）

女子Ｂクラス 女子Ｃクラス

１位 最上　志保子、弾正　幸江（佐和田） １位 中村　洋子、小島　チエミ（真野）

２位 本間　美紀子、近藤　裕子（金井、佐和田） ２位 増田　幸美、横田　真理（真野）

３位 佐野　望、佐野　なつき（佐和田） ３位 田中　静香、川上　夏恵（両津）
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○開催日 平成２８年７月３１日（日）

○会場 両津総合体育館

○参加者数 １６９名

○結果

個人戦

　　　　　①小学生低学年男子 　　②小学生低学年女子 　　③小学生高学年男子 　　④小学生高学年女子

優勝 橋本　昊武（二見） 優勝 小池　真尋（新穂） 優勝 石塚　凌（二見） 優勝 朝倉　心愛（入間）

２位 金田　仁（新穂） ２位 山口　真央（新穂） ２位 小谷野　晃（入間） ２位 中村　奈央（二見）

３位 藍原　広弥（新穂） ３位 山口　真由（新穂） ３位 若原　太陽（入間） ３位 本田　渚（二見）

３位 秋山　優太（入間） ３位 児玉　陽菜（新穂） ３位 細渕　奨馬（入間） ３位 竹内　涼花（二見）

　　　　　⑤中学生男子 　　⑥中学生女子 　　⑦一般男子 　　⑧一般女子

優勝 海老　瑛介（両津） 優勝 石井　れの（新穂） 優勝 藤塚　直（羽茂高） 優勝 石塚　志保（二見）

２位 菊田　祐夢（佐和田） ２位 大舘　璃桜（入間） ２位 細渕　克巳（入間） ２位 仲道　紗千子（佐渡高）

３位 兵庫　聡太（両津） ３位 細渕　彩乃（入間） ３位 山岸　弘幸（両津） ３位 山岡　智美（佐和田）

３位 渡部　皓太（両津） ３位 渡辺　天李（金井） ３位 岩﨑　敏也（二見） ３位 阿野　祐代（佐和田）

団体戦

　　　　　①中学生男子 　　②中学生女子 　　③一般男子 　　④一般女子

優勝 両津少年剣士会Ａ 優勝 入間市宮寺剣友会 優勝 二見剣士会Ｂ 優勝 佐和田剣士会

２位 入間市宮寺剣友会 ２位 二見剣士会 ２位 二見剣士会Ａ ２位 入間市宮寺剣友会

３位 真野少年剣士会Ａ ３位 入間市宮寺剣友会Ａ ３位 羽茂ＭＳＤ

３位 佐和田剣士会 ３位 小木剣友会Ａ ３位 真野剣友会

○開催日 平成２８年７月２４日（日）、７月３１日（日）

○会場 真野豊田多目的グラウンド、佐渡市陸上競技場

○参加者数 ７０名（５チーム）

○結果 チーム成績 個人賞

     優勝 クロバチメ ＭＶＰ 上坂　憲一郎

     準優勝 佐渡蹴人俱楽部 ＭＩＰ 鈴木　大地

     ３位 ヴェルメリオ 得点王 上坂　憲一郎、ほか５名

ＢＧＫ賞 野田　侑佑

ＢＹＰ賞 岩井　優羽、本間　樹里

○開催日 平成２８年８月７日（日）  兼 第７回佐渡空手道選手権大会

○会場 サンテラ佐渡スーパーアリーナ　武道場

○参加者数 ８０名

○結果

形      幼児 優勝 鈴木　煌大（佐和田） 準優勝 石渡　愛心（佐和田）

     クラス１ 優勝 加藤　菜月（金井） 準優勝 小林　　奏（佐和田） ３位 本間　　結（佐和田）

     クラス２ 優勝 菊地　陸人（金井） 準優勝 宇佐見 理紗（佐和田） ３位 畝目　佳奈（金井）

     クラス３ 優勝 宇佐見 真央（佐和田） 準優勝 河原　寛大（金井） ３位 小林　祐人（佐和田）

     中学生 優勝 宇佐見 優奈（佐和田） 準優勝 土屋　瑛史（佐和田） ３位 菊地　志帆（金井）

     高校生女子 優勝 山本　亜莉沙（佐渡高校）準優勝 渡邉　瑞生（佐渡高校） ３位 清天　美優（佐渡高校）

組手      幼児 優勝 鈴木 煌大（佐和田） 準優勝 石渡　愛心（佐和田）

　   １・２年生 優勝 小林　　奏（佐和田） 準優勝 畝目　佳奈（金井） ３位 松野　　優（佐和田）

 　  ３・４年生 優勝 河原　未和（金井） 準優勝 菊地　陸人（金井） ３位 土屋　裕史（佐和田）

     ５・６年生 優勝 河原　寛大（金井） 準優勝 小林　祐人（佐和田） ３位 宇佐見 真央（佐和田）

     中学生 優勝 畝目　湧太（金井） 準優勝 土屋　瑛史（佐和田） ３位 宇佐見 優奈（佐和田）

     高校生女子 優勝 渡邉　瑞生（佐渡高校） 準優勝 山本　亜莉沙（佐渡高校）３位 清天　美優（佐渡高校）
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○開催日 平成２８年７月３１日（日）

○会場 金井運動公園プール

○参加者数 ４２名

○結果

　　①女子一般　400mリレー 1位　中川　来夏、大地　未来、安藤　あかり、安藤　玲海（佐渡SC）：大会新

　　②男子一般　400mリレー 1位　臼木　凛桜、伊藤　蒼、深井　泰造、田中　涼太（佐渡SC）：大会新

　　③女子Cグループ　200mリレー 1位　安藤　沙樹、池田　妃那、近藤　可莉枝、盛山　珠希（佐渡SC　学童）

　　④男子Cグループ　200mリレー 1位　中川　惟央、本間　孝汰、関根　彩義、平田　龍理（佐渡SC　学童）

　　⑤男子一般　400m自由形 1位　田中　涼太（佐渡SC　高2）

　　⑥女子一般　200m背泳ぎ 1位　中川　来夏（佐渡SC　高1）

　　⑦男子一般　200m背泳ぎ 1位　深井　泰造（佐渡SC　高1）　　2位　臼木　凛桜（佐渡SC　中1）

　　⑧男子一般　200m平泳ぎ 1位　宇田　航大（水泳同好会　中1）

　　⑨女子一般　200m自由形 1位　安藤　玲海（佐渡SC　中2）

　　⑩男子一般　200m自由形 1位　伊藤　蒼（佐渡SC　中1）

　　⑪女子Cグループ　100m背泳ぎ 1位　近藤　可莉枝（佐渡SC　小6）

　　⑫男子Cグループ　100m背泳ぎ 1位　中川　惟央（佐渡SC　小5）　　2位　杉本　聖波（佐渡SC　小6）

　　⑬女子Cグループ　100mバタフライ1位　盛山　珠希（佐渡SC　小6）　　2位　池田　妃那（佐渡SC　小5）

　　⑭男子Cグループ　100mバタフライ1位　関根　彩義（佐渡SC　小5）

　　⑮女子Cグループ　100m自由形 1位　盛山　珠希（佐渡SC　小6）　　2位　近藤　結希（佐渡SC　小6）

　　⑯男子Cグループ　100m自由形 1位　宇田　恵也（水泳同好会　小5）

　　⑰女子Cグループ　100m平泳ぎ 1位　安藤　沙樹（佐渡SC　小5）　　2位　近藤　結希（佐渡SC　小6）　

　　⑱男子Cグループ　100m平泳ぎ 1位　平田　龍理（佐渡SC　小6）　　2位　本間　考汰（佐渡SC　小5）

　　⑲女子一般　200m個人メドレー 1位　近藤　万桜（佐渡SC　中2）

　　⑳女子Cグループ　200m個人メドレー

　　1位　盛山　珠希（佐渡SC　小6）　2位　安藤　沙樹（佐渡SC　小5）　池田　妃那（佐渡SC　小5）　

　　㉑男子Cグループ　200m個人メドレー　　1位　平田　龍理（佐渡SC　小6）　

　　㉒女子一般　100m背泳ぎ 1位　中川　来夏（佐渡SC　高1）　　2位　近藤　万桜（佐渡SC　中2）

　　㉓男子一般　100m背泳ぎ 1位　深井　泰造（佐渡SC　高1）　　2位　田中　涼太（佐渡SC　高2）

3位　臼木　凛桜（佐渡SC　中1）

　　㉔女子一般　100m自由形 1位　安藤　あかり（佐渡SC　中1）　　2位　大地　未来（佐渡SC　高1）

　　㉕男子一般　100m平泳ぎ 1位　伊藤　蒼（佐渡SC　中1）　　　　2位　宇田　航大（水泳同好会　中1）

　　㉖女子Bグループ　50m背泳ぎ 1位　杉本　理紗（佐渡SC　小4）　　 2位　右近　優愛（佐渡SC　小4）

3位　丸山　愛未（水泳同好会　小2）

　　㉗男子Bグループ　50m背泳ぎ 1位　秋場　夏陽（佐渡SC　小3）　　

　　㉘女子Cグループ　50m背泳ぎ 1位　近藤　可莉枝（佐渡SC　小6）

　　㉙男子Cグループ　50m背泳ぎ 1位　中川　惟央（佐渡SC　小5）　　　2位　宇田　恵也（水泳同好会　小5）

3位　杉本　聖波（佐渡SC　小6）

　　㉚女子Bグループ　50mバタフライ 1位　杉本　理紗（佐渡SC　小4）　　 2位　野澤　結鈴（水泳同好会　小2）

　　㉛男子Bグループ　50mバタフライ 1位　安藤　僚希（佐渡SC　小4）　　 2位　秋場　夏陽（佐渡SC　小3）

3位　平田　雫龍（佐渡SC　小2）

　　㉜女子Cグループ　50mバタフライ 1位　池田　妃那（佐渡SC　小5）　　 2位　坂下　凛（水泳同好会　小5）

　　㉝男子Cグループ　50mバタフライ 1位　石倉　楓太（水泳同好会　小5）　2位　関根　彩義（佐渡SC　小5）

　　㉞女子一般　50mバタフライ 1位　大地　未来（佐渡SC　高1）　　　2位　近藤　万桜（佐渡SC　中2）

3位　高柳　美久（佐渡トライアスロンクラブ）

　　㉟男子一般　50mバタフライ 1位　本間　吉昭（佐渡トライアスロンクラブ）　2位　坂下　浅一（佐渡水連）

　　㊱女子Bグループ　50m自由形 1位　右近　優愛（佐渡SC　小4）　　　2位　杉本　理紗（佐渡SC　小4）

3位　丸山　愛未（水泳同好会　小2）

　　㊲男子Bグループ　50m自由形 1位　秋場　夏陽（佐渡SC　小3）　　　2位　安藤　僚希（佐渡SC　小4）

3位　宇田　剛己（水泳同好会　小3）

　　㊳女子Cグループ　50m自由形 1位　坂下　凛（水泳同好会　小5）　　2位　近藤　可莉枝（佐渡SC　小6）

　　㊴男子Cグループ　50m自由形 1位　石倉　楓太（水泳同好会　小5）　2位　中川　惟央（佐渡SC　小5）

3位　関根　彩義（佐渡SC　小5）

　　㊵女子一般　50m自由形 1位　安藤　あかり（佐渡SC　中1）　　　2位　安藤　玲海（佐渡SC　中2）

3位　伊藤　優花（水泳同好会　高1）

　　㊶男子一般　50m自由形 1位　松下　拓央（佐渡トライアスロンクラブ）　　2位　野澤　亜夢（水泳同好会　中1）

3位　本間　喜代志（佐渡トライアスロンクラブ）

　　㊷女子Bグループ　50m平泳ぎ 1位　右近　優愛（佐渡SC　小4）

　　㊸男子Bグループ　50m平泳ぎ 1位　安藤　僚希（佐渡SC　小4）　　 2位　宇田　剛己（水泳同好会　小3）

3位　平田　雫龍（佐渡SC　小2）

　　㊹女子Cグループ　50m平泳ぎ 1位　安藤　沙樹（佐渡SC　小5）　　　2位　近藤　結希（佐渡SC　小6）

　　㊺男子Cグループ　50m平泳ぎ 1位　平田　龍理（佐渡SC　小6）　　　2位　本間　考汰（佐渡SC　小5）

　　㊻女子Cグループ　200mメドレーリレー　　1位　近藤　可莉枝、安藤　沙樹、盛山　珠希、近藤　結希（佐渡SC　学童）

　　㊼男子Cグループ　200mメドレーリレー　　1位　中川　惟央、平田　龍理、関根　彩義、本間　孝汰（佐渡SC　学童）　

　　㊽女子一般　400mメドレーリレー 1位　安藤　玲海、安藤　あかり、近藤　万桜、岩崎　千南（佐渡SC　中学）

　　㊾男子一般　400mメドレーリレー 1位　臼木　凛桜、伊藤　蒼、深井　泰造、田中　涼太（佐渡SC）

水泳


