
第１回佐渡市体育協会表彰 受賞者名簿 

 1 

№ 氏  名 学年ほか 生年月日（年齢） 主  な  成  績 

１ 
ﾂﾁﾔ ｹﾞﾝｻﾞｴﾓﾝ 

土屋源左衛門 
 T14.1.28（80） 

・第１６回 県スポーツフェスティバルマスターズ陸上 

100ｍ走 男子Ｍ75（75～79）の部 １位（16″1） 

200ｍ走 男子Ｍ75（75～79）の部 １位（35″3） 

・第１７回 全国スポーツ・レクリエーション祭 

 マスターズ陸上競技 

100ｍ走 男子Ｍ75（75～79）の部 ７位（16″58） 

200ｍ走 男子Ｍ75（75～79）の部 ４位（35″07） 

２ 
ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳｲﾁ 

木下 隆一 
 Ｓ13.4.26（66） 

・第１６回 県スポーツフェスティバルマスターズ陸上 

砲丸投 男子Ｍ60（60～65）の部 １位（7ｍ82） 

やり投 男子Ｍ60（60～65）の部 ２位（30ｍ03） 

・第１７回 全国スポーツ・レクリエーション祭 

 マスターズ陸上競技 

やり投 男子Ｍ65（65～69）の部 ４位（29ｍ10） 

３ 
ﾎﾘﾀ ｲﾜｵ 

堀田 岩男 
 Ｓ23.8.20（56） 

・第１６回 県スポーツフェスティバルマスターズ陸上 

  砲丸投 男子Ｍ50（50～54）の部 １位（10ｍ35） 

  走高跳 男子Ｍ50（50～54）の部 １位（1ｍ30） 

・第１７回 全国スポーツ・レクリエーション祭 

 マスターズ陸上競技 

砲丸投 男子Ｍ55（55～59）の部 ２位（9ｍ84） 

円盤投 男子Ｍ55（55～59）の部 ６位（18ｍ84） 

４ 
ｺﾞﾄｳ ﾄｼｵ 

後藤 俊雄 
 Ｓ34.9.14（45） 

・第２５回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 

800ｍ走 男子Ｍ45（45～49）の部 ２位（2′16″76） 

５ 
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ 

柴田 優 
中学３年生 H1.4.27（15） 

・第３５回 県中学校総合体育大会 

女子走幅跳 第１位（5ｍ27） 

６ 
ｵｵﾁ ﾕｳﾐ 

大地 優美 
中学３年生 H1.4.29（15） 

・第３５回 県中学校総合体育大会 

女子４種競技 ２位（2457点） 

※全国参加標準記録突破 

７ 
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾔ 

本田 貴也 
中学３年生 H1.6.17（15） 

・第５０回 全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会 

  男子４種競技 １位（2363点） 

・第５２回 県中学校陸上競技大会 

  男子４種競技 ２位（2542点） 

・第２５回 北信越中学校総合競技大会 

  男子４種競技 １位（2584点） 

８ 
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ 

清水 麻由美 
中学３年生 H1.11.3（15） 

・第５０回 全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会 

  女子800ｍ 第２位（2′15″04） 

※全国参加標準記録突破 

・第３５回 県中学校総合体育大会 

  女子1500ｍ 第２位（4′36″58） 

  ※全国参加標準記録突破 

・第２５回 北信越中学校総合競技大会 

  女子1500ｍ 第１位（4′37″56） 
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９ 
ﾃﾞｻﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 

出﨑 龍太郎 
中学３年生 H1.11.15（15） 

・第５０回 全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会 

  男子3000ｍ 第２位（8′59″46） 

  ※全国参加標準記録突破 

10 
ﾊｼﾓﾄ ｼﾝﾔ 

橋本 慎也 
中学２年生 H2.7.21（14） 

・県中学校ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ参加標準記録突破会 

  男子２年生1500ｍ 第２位（4′29″19） 

11 
ｲﾅﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 

稲村 大樹 
中学２年生 H2.8.9（14） 

・県中学校ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ参加標準記録突破会 

  男子２年生走幅跳 第１位（5ｍ98） 

12 
ﾎﾝﾏ ﾐﾎ 

本間 美帆 
中学１年生 H3.6.13（13） 

・県中学校ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ参加標準記録突破会 

  女子１年生砲丸投げ 第１位（9ｍ21） 

13 
ﾂﾁﾔ ﾘｮｳ 

土屋 凌 
小学６年生 H4.4.3（12） 

・第２０回 全国小学生陸上競技交流大会 

  80ｍH 小学男子の部 第４位（12″69） 

・第２０回 全国小学生陸上競技交流大会県予選会 

  80ｍH 小学男子の部 第１位（12″85） 

・第１回 県ジュニア陸上競技大会 

100ｍ走 小学男子６年生の部 第１位（13″13） 

・第２９回 少年少女親善オリンピック長岡大会 

100ｍ走 小学男子６年生の部 第１位（12″43） 

14 
ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻﾄ 

山本 章輔 
小学６年生 H4.4.4（12） 

・第１回 県ジュニア陸上競技大会 

走幅跳 小学男子６年生の部 第２位（4ｍ50） 

15 
ｶﾝﾄｳ ﾘｮｳ 

関東 亮 
小学６年生 H4.4.19（12） 

・第２９回 少年少女親善オリンピック長岡大会 

  走幅跳 小学男子６年生の部 第２位（4ｍ72）  

16 
ﾜﾀﾞ ｻｵﾘ 

和田 沙織 
小学６年生 H4.7.3（12） 

・第２０回 全国小学生陸上競技交流大会県予選会 

走幅跳 小学女子の部 第２位（3ｍ81） 

17 
ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 

後藤 祥太 
小学６年生 H4.8.28（12） 

・第２９回 少年少女親善オリンピック長岡大会 

  走高跳 小学男子の部 第１位（1ｍ46） 

18 
ｵｵﾀｷ ﾌﾐﾔ 

大瀧 郁哉 
小学６年生 H4.9.21（12） 

・第２０回 全国小学生陸上競技交流大会県予選会 

  走高跳 小学男子の部 第２位（1ｍ36） 

・第２９回 少年少女親善オリンピック長岡大会 

走高跳 小学男子の部 第２位（1ｍ35） 

19 
ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶｼ 

石塚 貴志 
小学５年生 H5.5.24（11） 

・第２９回 少年少女親善オリンピック長岡大会 

  100ｍ走 小学男子5年生の部 第２位（14″45）  

20 
ﾜﾀﾞ ﾋﾛｷ 

和田 浩樹 
小学５年生 H5.9.30（11） 

・第１回 県ジュニア陸上競技大会 

走幅跳 小学男子５年生の部 第１位（3ｍ98） 

・第２９回 少年少女親善オリンピック長岡大会 

走幅跳 小学男子５年生の部 第２位（4ｍ00） 

21 
ｶﾄｳ ﾉﾌﾞｺ 

加藤 伸子 
小学５年生 H5.12.17（11） 

・第２０回 全国小学生陸上競技交流大会県予選会 

  100ｍ走 小学女子５年生の部 第１位（15″23） 

・第２９回 少年少女親善オリンピック長岡大会 

  100ｍ走 小学女子５年生の部 第２位（14″66） 

  走幅跳 小学女子５年生の部 第１位（3ｍ77）  

22 
ｲｿﾍﾞ ﾘﾅ 

磯部 莉菜 
小学４年生 H6.9.9（10） 

・第１回 県ジュニア陸上競技大会 

  100ｍ走 小学女子４年生の部 第１位（15″57） 
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23 
ｶﾈｺ ｺﾅﾐ 

金子 小波 
小学５年生 H5.11.12（11） 

・第３回 新潟県柔道選手権大会 

  少年Ｂ女子－40ｋｇ級（小学校５年） 第２位 

24 
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 

石川 榛那 
小学４年生 H6.6.28（10） 

・第７回 ＢＳＮ少年柔道選手権大会 

  ４年生女子無差別級 第１位 

25 
ｶｻｲ ｱﾂﾑ 

笠井 集 
小学４年生 H6.8.24（10） 

・第７回 ＢＳＮ少年柔道選手権大会 

  小学４年生の部＋４０ｋｇ級 第１位 

26 
ｲｹ ﾜｶﾊ  ゙

池 若葉 
高校１年生 Ｓ63.5.17（16） 

・第５９回国民体育大会県予選会 

  少年少女シングルス 第２位 

・第２０回県高校１・２年生大会 

  女子シングルス １位 

27 

ｵﾀﾞ ｱﾔｶ 

小田 綾香 

ｺﾀﾞﾏ ﾋｶﾙ 

児玉 ひかる 

中学３年生 

 

中学３年生 

H1.5.31（15） 

H1.5.4（15） 

・第３５回 県中学校総合体育大会 

  バドミントン女子ダブルス 第２位 

28 

ｲｹ ﾋﾛｷ 

池 大樹 

ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾙ 

本田 優 

中学３年生 

 

中学３年生 

H2.3.4（14） 

H1.5.12（15） 

・第３５回 県中学校総合体育大会 

  バドミントン男子ダブルス 第１位 

29 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ 

近藤 瞳 
中学２年生 H2.4.16（14） 

・第５回 県中学生バドミントン選手権大会 

  バドミントン女子シングルス 第１位 

30 

ｺﾞﾄｳ ﾜｶﾅ 

後藤 若菜 

ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ 

山本 明日香 

中学２年生 

 

中学２年生 

H3.3.6（13） 

 

H2.7.9（14） 

・第５回 県中学生バドミントン選手権大会 

  バドミントン女子ダブルス 第１位   

31 
ｲｹ ｱｷﾎ 

池 晶穂 
中学１年生 H3.9.19（13） 

・JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第２４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新潟県予選会 

  バドミントン女子シングルス 第２位 

・第５回 県中学生バドミントン選手権大会 

  バドミントン女子シングルス 第２位 

32 

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｽｸ 

渡辺 佑 

ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾛｳ 

後藤 俊朗 

小学６年生 

 

小学６年生 

H5.3.25（11） 

 

H4.4.7（12） 

・ヨネックス杯争奪第２３回県小学生バドミントン大会 

 男子ダブルス 第２位 

33 
ﾐｸﾆﾔ ﾀｲﾁ 

三国屋 太一 
小学６年生 H4.11.21（12） 

・第１５回 県ジュニア小学生バドミントン大会兼全国小

学生バドミントン選手権大会県予選会 

  ６年生以下男子シングルス 第２位 

34 

ﾂｶﾓﾄ ﾕｳｷ 

塚本 友貴 

ｻｶﾉ ｹﾝﾀ 

坂野 健太 

小学５年生 

 

小学５年生 

H5.5.22（11） 

 

H5.9.1（11） 

・第１５回 県ジュニア小学生バドミントン大会兼全国小

学生バドミントン選手権大会県予選会 

  ５年生以下男子ダブルス 第２位 
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35 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 

近藤 拓未 
小学５年生 H5.8.7（11） 

・第５回 全国小学生ＡＢＣバドミントン大会県予選会 

  男子Ａクラス（5・6年生） 第１位 

・第１５回 県ジュニア小学生バドミントン大会兼全国小

学生バドミントン選手権大会県予選会 

  ５年生以下男子シングルス 第１位 

 

36 
ﾀｹｲ ﾕｳｽｹ 

武井 雄佑 
小学４年生 H6.8.19（10） 

・第１５回 県ジュニア小学生バドミントン大会兼全国小

学生バドミントン選手権大会県予選会 

  ４年生以下男子シングルス 第１位 

・第５回 全国小学生ＡＢＣバドミントン大会県予選会 

  男子Ｂクラス（3・4年生） 第２位 

37 
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾘｱ 

山本 美璃亜 
小学２年生 H8.4.8（8） 

・第２０回県少年少女空手道選手権大会 

  小学２年生女子組手 第１位 

38 
ｻﾄｳ ｻｸﾗｺ 

佐藤 桜子 
中学２年生 H2.4.18（14） 

・第３５回 県中学校総合体育大会 

  女子200ｍバタフライ 第１位（2′29″46） 

39 
ｲﾜﾐ ｶｽﾞﾔ 

石見 和也 
中学２年生 H2.10.1（14） 

・第３５回 県中学校総合体育大会 

  男子200ｍバタフライ 第２位（2′20″91） 

40 
ﾂﾁﾔ ﾏｻﾕｷ 

土屋 正幸 
 Ｓ39.10.1（40） 

・佐渡国際トライアスロン大会 

 国際Ｂタイプ ３位（5：01：48） 

41 
ﾂｶﾓﾄ ﾅｵｷ 

塚本 直紀 
中学１年生 H3.10.21（13） 

・第９回新潟県相撲選手権大会 

 中学１年生の部 第１位 

42 
ﾎﾘﾀ ｹﾝｼ  ゙

堀田 健二 
小学５年生 H5.4.10（11） 

・第１３回わんぱく相撲新潟県大会 

 ５年生個人戦 第１位 

43 
ﾃﾗｻﾜ ｲﾂｷ 

寺沢 樹 
小学３年生 H7.6.22（9） 

・平成１６年度新潟県相撲大会第８回県小中学生大会 

 個人戦４年生の部 第２位 
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2-1 ﾋｶﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳｴｷﾃﾞﾝﾌﾞﾀﾞﾝｼ 

東中学校男子駅伝部 

・第１２回 全国中学校駅伝競走大会新潟県予選会 

  男子の部 第２位（1時間３分０３秒） 

①橋本 慎也（中学２年生）  ④石川 太陽（中学２年生） 

②藤井 雅人（中学３年生）  ⑤本間 健太（中学３年生） 

③志田 渉 （中学２年生）  ⑥石川 洋平（中学３年生） 

2-2 ｻﾜﾀﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 

佐和田中学校女子駅伝部 

・第１２回 全国中学校駅伝競走大会新潟県予選会 

  女子の部 第２位（５０分３６秒） 

①清水麻由美（中学３年生）  ④渡邉 愛 （中学３年生） 

②船登 美岬（中学３年生）  ⑤末武 柚真（中学１年生） 

③大地 優美（中学３年生） 

2-3 ｷﾞｮｳﾔﾄｷｯｺ 

行谷トキっ子 

・第１回 県ジュニア陸上競技大会 

4×100ｍＲ 小学男子の部 第１位（55″12） 

①加藤 聖也（小学６年生）  ③山本 章輔（小学６年生）  

②土屋 凌 （小学６年生）  ④大瀧 郁哉（小学６年生） 

2-4 ﾘｮｳﾂﾋｶﾘ 

両津ひかり 

・第１６回新潟県スポーツフェスティバル 

  女子バレーボール（９人制） 第１位 

・川上とも子  ・津村 恵子  ・後藤久仁子 

・市橋 富栄  ・余湖 薫   ・桑崎 早苗 

・鈴木 倫子  ・戸田 直美  ・荻谷 みほ 

・野口 里子  ・山本加納子  ・森下真寿美 

2-5 ｻﾄﾞｼﾞｪﾝﾇ 

佐渡ジェンヌ 

・第１０回県レディース大会兼全日本レディース県予選 

  Ａクラス 第１位 

・最上志保子  ・本間美紀子  ・池野 里江 

・弾正 幸江  ・静間 美保 

・上杉由美子  ・大間知栄子 

2-6 ｶﾅｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾌ  ゙

金井中学校バドミントン部 

・第３５回 県中学校総合体育大会 

  バドミントン女子団体 第２位 

・児玉ひかる（中学３年生）  ・後藤 若菜（中学２年生） 

・小田 綾香（中学３年生）  ・山本明日香（中学２年生） 

・菊地 美穂（中学３年生）  ・池  晶穂（中学１年生） 

・宇治 育美（中学２年生）  ・児玉 歩美（中学１年生） 

2-7 ｻﾄﾞｵｰﾙｱﾀｯｸ 

佐渡オールアタック 

・第２０回若葉カップ全国小学生バドミントン大会県予選会 

  男子の部 第１位 

・三国屋太一（小学校６年生）  ・後藤 宏清（小学校５年生）   

・後藤 俊朗（小学校６年生）  ・塚本 友貴（小学校５年生） 

・渡辺 佑 （小学校６年生）  ・武井 雄佑（小学校４年生） 

・坂野 健太（小学校５年生）     

2-8 ｻﾄﾞｵｰﾙｱﾀｯｸｺﾞﾈﾝﾁｰﾑ 

佐渡オールアタック５年チーム 

・第１６回北信越小学生バドミントン大会 

  ５年男子の部 第１位 

・近藤 拓未（小学５年生）   ・塚本 友貴（小学５年生） 

・後藤 宏清（小学５年生）   ・長家 秀之（小学５年生） 

・坂野 健太（小学５年生）   ・武井 雄佑（小学４年生） 
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№ 団  体  名 主  な  成  績 

2-9 佐渡チーム ・平成１６年度新潟県相撲大会第８回県小中学生大会 

 団体戦 第２位 

・神蔵 順規（中学３年生）   ・塚本 直紀（中学１年生） 

・塚本 貴明（中学３年生） 

2-10 

 

 

佐渡チーム 

・第１３回わくぱく相撲新潟県大会 団体戦の部 第１位 

・榎  翔吾（小学６年生）   ・北野 凌 （小学４年生） 

・堀田 健二（小学５年生） 

 

・平成１６年度新潟県相撲大会第８回県小中学生大会 

 団体戦 第２位 

・榎  翔吾（小学６年生）   ・北野 凌 （小学４年生） 

・堀田 健二（小学５年生） 

 


