
推薦団体 氏 名 団体名

1
佐渡市

陸上競技協会
河原　幹雄

佐渡市
陸上競技協会

推薦団体 氏 名 団体名

1
佐渡

バドミントン
協会

畑中　耕生　
佐渡

バドミントン協会

推薦団体 氏 名 団体名

1
佐渡

バドミントン
協会

佐々木　大樹 高岡第一高等学校

推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

1
佐渡市中学校

体育連盟
中川　海咲 陸上競技 畑野中学校3年

2
佐渡市中学校

体育連盟
長嶋　百花 バレーボール競技 佐和田中学校3年

推薦団体

長嶋　百花
（佐和田中3年）

金光　咲彩
（佐和田中3年）

中川　海咲
（畑野中3年）

本間　美愛
（佐和田中3年）

長谷川　世羅
（両津中3年）

渡邉　友美
（畑野中2年）

齋藤　萌花
（金井中2年）

本間　凛桜
（佐和田中1年）

柴田　晨（3年） 澁屋　海人（3年） 柴田　善明（2年） 丸田　樹希哉（2年） 市原　志憂斗（1年） 伊藤　大喜（1年）

親松　陽介（1年） 中川　瑛寿（1年） 平片　順也（1年）

　　【優秀競技者賞】【個人】
推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

1 村上　光希 陸上競技 佐渡総合高校1年

2 仲川　雄飛 陸上競技
佐渡中等教育学校

後期課程1年

3 渡邉　隼人 陸上競技 佐渡高等学校3年

4 高野　隼輔 陸上競技 佐渡高等学校3年

5 藤原　靖大 陸上競技 佐渡高等学校2年

第61回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会
 やり投げ出場
第27回北信越高等学校新人陸上競技大会
　やり投げ　第2位

2
佐渡地区
高等学校
体育連盟

佐渡高等学校相川分校
バスケットボール部

令和４年度全国高等学校定時制通信制総合体育大会
　兼第3回バスケットボール大会　第２位

主　な　成　績

第27回北信越高等学校陸上競技大会　走高跳　第4位

第27回北信越高等学校新人陸上競技大会
　3000m障害物　第4位
第61回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会
　800ｍ、1500ｍ出場

第61回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会　800ｍ出場

佐渡地区
高等学校
体育連盟

JOCジュニアオリンピックカップ　第53回U16陸上競技大会
　U16女子ジャベリックスロー（300g）　第7位

JOCジュニアオリンピックカップ　第36回都道府県対抗全国中
学生バレーボール大会新潟県選手団代表に選出 ベスト8
特別表彰選手として優秀選手賞受賞
全日本ジュニアオールスタードリームマッチ代表選手に選出

　　【特別優秀競技者賞】【団体】
団体名 主　な　成　績

1
佐渡

バレーボール
協会

SADO　Redseabreams　女子
第25回全国ヤングバレー優勝大会ｕー14女子決勝トーナメント第3位
第25回全国ヤングバレーボールクラブ優勝大会　新潟予選会ｕ－14女子優勝

　島内の各高校（相川高校、佐渡高校、佐渡総合高校）で県大会や全国大会の団体
戦、個人戦で活躍する生徒を多数育成しました。特に平成24年25年には、男子団体
戦、個人戦で県大会決勝まで進み、私立の名門校を破った活躍は佐渡の公立高校
の可能性を示してくれました。その優れた指導力と実績で、佐渡に畑中ありといわれ
るほど新潟県バドミントン協会でも高く評価されています。また、2015日本リーグ佐渡
大会の誘致にも尽力するなど、現在佐渡バドミントン協会の理事長として協会運営に
手腕を発揮し、佐渡をバドミントンの島にしようという先人の夢を実現した功労者で
す。

　　【協会特別賞】
主　な　功　績

　佐渡市吉岡出身で、真野中学校卒業後、富山県高岡第一高等学校に入学し、バド
ミントン部に所属する。高岡第一高校は、全国トップレベルの強豪校である。
　1年生よりレギュラーとして活躍し、令和２年度に開催された第49回全国高等学校選
抜バドミントン大会の男子ダブルスで優勝。学校対抗戦でも3位入賞の主力として活
躍した。
　2年生では、令和3年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会の学校対
抗戦でベスト8、第50回全国高等学校選抜バドミントン大会では準優勝となった。
　今年度は、3年生として臨んだ令和4年度全国高等学校総合体育大会バドミントン
競技大会男子ダブルスで優勝し、2度目の全国制覇を果たした。また、学校対抗戦に
おいても準優勝の立役者となった。また、2022年度ジュニアナショナルチーム(U19)に
選出され、今後さらなる活躍が期待押されている。

　　【特別優秀競技者賞】【個人】
主　な　成　績

令和４年度 一般財団法人佐渡市スポーツ協会表彰者一覧
　　【功労者賞】

主　な　功　績

佐渡市陸上競技協会会長を平成17年から17年にわたって務めた。
高等学校教員として多くの競技者の指導にあたり、陸上競技の普及に貢献した。
長年にわたり陸協会員として各種競技会の運営にあたった。1996年にＳ級審判員資
格を取得した後は、審判長等の主要な役職を継続して務めたほか、佐渡市審判講習
会の講師として多くの後継者を育てた。
佐渡市陸上競技協会の重要な役職を歴任する中で、次世代へ知識や技術を伝達し
たほか、協会員・審判員としての任務に真摯に取り組む姿勢を示した。

　　【優秀指導者賞】
主　な　功　績



　　【優秀競技者賞】【個人】
推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

6 渡邉　氣円 陸上競技 佐渡高等学校2年

7 中川　大和 バレーボール競技 佐渡高等学校3年

8 本田　隼士 バレーボール競技 佐渡高等学校2年

9 本間　結 空手道競技 佐渡高等学校2年

10 菊池　優希 空手道競技 佐渡高等学校1年

11 宇佐見　優奈 陸上競技
佐渡高等学校
相川分校3年

12 齋藤　巧翔 陸上競技
佐渡高等学校
相川分校2年

13 本田　彪雅 陸上競技
佐渡高等学校
相川分校2年

14 平片　順也 陸上競技
佐渡高等学校
相川分校1年

15 東野　海和 陸上競技 南佐渡中学校3年

16 髙野　佑輔 陸上競技 真野中学校3年

17
佐渡市小学校

体育連盟
土屋　志道 陸上競技 行谷小学校6年

18 塚本　匠人
佐渡オールアタック

（高千中2年）

19 菊田　倖士朗
佐渡オールアタック

　（金井中1年）

20 中山　温也 佐渡ジュニアバドミントン
クラブ（高千小4年）

21 山口　魁士 佐渡ジュニアバドミントン
クラブ（前浜小4年）

22 本田　雛 バドミントン競技 佐渡ジュニアバドミントン
クラブ（金井小1年）

23 石川　聖汰 剣道競技 佐渡剣士会（小学5年）

24 髙津　絆 剣道競技 佐渡剣士会（小学5年）

25 藤井　朗舞 柔道競技 佐和田柔道クラブ

26 佐藤　いずみ 柔道競技
両津スポーツ少年

団

27 本間　美衣 柔道競技
両津スポーツ少年

団

28 佐渡水泳連盟 堀口　乃ノ葉 水泳競技
佐渡スイミングクラブ

（金井小5年）

29
佐渡

空手道連盟
宇田　麻里子 空手道競技

佐渡空手道連盟
（相川小４年）

BSN少年少女水泳大会　50ｍバタフライ　第3位

文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会新
潟県予選　兼第４３回新潟県空手道選手権大会
　小学４年生女子組手　第４位
第33回北信越地区空手道選手権大会
　小学4年女子組手出場
文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会
　小学4年女子組手出場

第23回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会新潟予選会
 女子Ⅽグループ3位

佐渡市
剣道連盟

第6回新潟県剣道道場連盟少年少女個人選手権大会
 小学生5年男子の部　第1位

第6回新潟県剣道道場連盟少年少女個人選手権大会
 小学生5年男子の部　第2位

佐渡柔道連盟

文部科学大臣杯争奪第31回日整全国少年柔道大会2022年
6年生の部新潟県団体戦大将として団体戦メンバーに選出

第42回新潟県スポーツ少年団競技別交流大会・第53回柔道
大会　中学生女子　-50㎏級　第1位

第42回新潟県スポーツ少年団競技別交流大会・第53回柔道
大会　小学5・6年生女子　-40㎏級　第1位

第43回北信越中学校総合体育大会　陸上競技大会　男子
1500ｍ　第8位

第38回日清カップ全国小学生陸上競技交流大会
　新潟県予選会　コンバインドＢ　第3位

佐渡
バドミントン

協会

バドミントン競技
第23回全日本中学生バドミントン選手権新潟県選手選考会
　男子ダブルス　第2位

バドミントン競技
第28回北信越小学生バドミントン選手権新潟予選会
　4年生以下男子ダブルス　第2位

第61回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会
 やり投げ出場
第27回北信越高等学校新人陸上競技大会
　やり投げ　第7位

主　な　成　績

新潟県選抜チーム（12名）として、第43回北信越高等学校国民
体育大会に出場
新潟県高等学校優秀選手として、新潟県バレーボール協会か
ら表彰

新潟県選抜チーム（12名）として、第43回北信越高等学校国民
体育大会に出場
新潟県高等学校優秀選手として、新潟県バレーボール協会か
ら表彰

第42回全国高等学校空手道選抜大会新潟県予選会
　女子個人組手（－53㎏級）　第2位
第36回北信越高等学校空手道新人大会
　女子個人組手（－53㎏級）出場

令和4年度全国高等学校定時制通信制体育大会
第57回陸上競技大会　出場

令和4年度全国高等学校定時制通信制体育大会
第57回陸上競技大会　出場

令和4年度全国高等学校定時制通信制体育大会
第57回陸上競技大会　出場

令和4年度全国高等学校定時制通信制体育大会
第57回陸上競技大会　出場

佐渡地区
高等学校
体育連盟

佐渡市中学校
体育連盟

第70回新潟県中学校陸上競技大会　女子800m　第4位
第68回全日本中学校通信陸上新潟大会
　女子800ｍ　第3位、　1500ｍ　第5位
第43回北信越中学校総合体育大会陸上競技
　女子800ｍ　第4位

第42回全国高等学校空手道選抜大会新潟県予選会
　女子個人形　第3位



　　【優秀競技者賞】【個人】
推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

30 佐々木　歩実 空手道競技
佐渡空手道連盟
（両津吉井小5年）

31 松野　優 空手道競技
佐渡空手道連盟
（佐和田中1年）

32 菊池　晴葵 空手道競技
佐渡空手道連盟
（佐和田中1年）

33 菊池　凌生 空手道競技
佐渡空手道連盟
（佐和田中3年）

34 宇佐見　理紗 空手道競技
佐渡空手道連盟
（佐和田中3年）

35 宇佐見　真央 空手道競技
佐渡空手道連盟

（佐渡高校相川分2
年）

　　【優秀競技者賞】【団体】
推薦団体

藤井　海（3年） 中山　結斗（3年） 引野　海里（3年） 川口　友慈（3年） 佐々木　直也（2年） 鼻崎　貴大（2年）

磯部　陽向（1年）

海老名　彩和（2年） 三國屋　萌（2年） 三浦　耀子（2年） 菊地　彩花（1年） 本間　仁菜（1年） 本間　光（1年）

節田　舜太（3年） 根岸　乃翔（3年） 石見　亮（3年） 栗山　煌己（3年） 平山　琉（3年） 田屋　明彦（2年）

戸田　貴文（2年） 戸田　皓文（２年） 山口　颯天（2年） 石川　絆（2年） 佐々木　蒼太（2年） 中川　魁志（2年）

田澤　大空（1年） 北　惺吾（1年） 佐藤　泉吹（1年） 山下　樟悟（2年）

小林　祐人（2年） 尾﨑　楓悟（2年） 杉山　瑶樹（1年）

平間　香月（2年） 本間　日和（2年） 計良　侑果利（2年） 磯部　彩寧（2年） 野元　里紗（2年） 本間　結（2年）

長尾　結（2年） 河原　末和（1年） 菊池　優希（1年）

文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会新
潟県予選　兼第４３回新潟県空手道選手権大会
 小学5年生女子組手　第2位
第33回北信越地区空手道選手権大会
　小学5年女子組手出場
文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会
　小学5年女子組手出場

佐渡
空手道連盟

5

佐渡高等学校
空手道部　女子

第42回全国高等学校空手道選抜大会新潟県予選会
　女子団体形　第3位、組手（5人制）　第２位
第36回北信越高等学校空手道新人大会　女子団体形、組手（5人制）出場

3

佐渡高等学校
男子バスケットボール部

第75回新潟県高等学校総合体育大会　兼令和4年度全国高等学校総合体育大会
新潟県予選会　兼第61回北信越高等学校体育大会新潟県予選会
　バスケットボール競技会（男子の部）　第3位

4

佐渡高等学校
空手道部　男子

第42回全国高等学校空手道選抜大会新潟県予選会
　男子団体形　第3位、同組手（3人制）　第3位
第36回北信越高等学校空手道新人大会　男子団体形出場

主　な　成　績

文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会新
潟県予選　兼第４３回新潟県空手道選手権大会
　中学3年女子形　第4位
第33回北信越地区空手道選手権大会　中学3年女子形出場
文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会
　中学3年女子形出場
内閣総理大臣杯第64回全国空手道選手権大会新潟県予選
　兼第４３回新潟県空手道選手権大会
　高校生女子組手第4位　形　第3位
第33回北信越地区空手道選手権大会
　高校生女子組手・形出場
内閣総理大臣杯第64回全国空手道選手権大会
　高校生女子組手・形出場

団体名 主　な　成　績

1

佐渡地区
高等学校
体育連盟

佐渡高等学校
男子バドミントン部

第75回新潟県高等学校総合体育大会　バドミントン大会　男子学校対抗戦　第3位

2

文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会新
潟県予選　兼第４３回新潟県空手道選手権大会
　中学1年男子形　第４位
第33回北信越地区空手道選手権大会　中学1年男子形出場
文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会
　中学1年男子形出場
文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会新
潟県予選　兼第４３回新潟県空手道選手権大会
 中学1年男子組手　第1位
第33回北信越地区空手道選手権大会
中学1年男子組手出場
文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会
　中学1年男子組手出場
文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会新
潟県予選 兼第４３回新潟県空手道選手権大会
 中学3年男子組手　第3位、形　第4位
第33回北信越地区空手道選手権大会
　中学3年男子組手出場
文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会
　中学3年男子組手・形出場

佐渡高等学校
女子バドミントン部

第51回新潟県高等学校選抜バドミントン大会　女子学校対抗戦　第3位



　　【優秀競技者賞】【団体】
推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

相田　宏渉（2年） 石井　優仁（2年） 大地　永純（2年） 田屋　旺祐（2年） 土屋　斗希桜（2年） 土屋　太偉哉（2年）

古川　璃夢（2年） 本間　海翔（2年） 山口　七聖（2年） 山本　新太（2年） 相田　翔雅（1年） 岡　蒼太（1年）

土屋　碧斗（1年） 本田　敬良（1年） 和田　瑛大（1年）

金光　咲彩（3年） 長嶋　百花（3年） 本間　南海（3年） 本間　美愛（3年） 菊地　奈々（2年） 源氏　杏花莉（2年）

高橋　ひまり（2年） 寺尾　心那（2年） 寺尾　日那（2年） 本間　凛桜（１年）

羽藤　樹（3年） 榎　烈華（2年） 本間　和輝（3年） 佐々木　大智（3年） 菊地　成瑠（3年） 雜賀　塔也（3年）

本間　広夢（2年） 磯西　洸希（3年） 後藤　幸成（2年） 須田　匠（2年） 髙橋　翔太（2年） 磯西　優希（3年）

伊藤　獅竜
（河原田小4年）

若林　小春
（真野小4年）

伊藤　　和
（河原田小3年）

菊地　菜々子
（金井小6年）

本間　由菜
（真野小6年）

本間　花菜
（真野小６年）

浦田　春純
（金井小5年）

本間　由莉
（畑野小5年）

佐野　楓花
（河原田小5年）

池田　安那
（畑野小3年）

菊地
きくち

　菜々子
ななこ

（金井小6年）

本間
ほんま

　由菜
ゆな

（真野小6年）

本間
ほんま

　花菜
はな

（真野小６年）

渡部
わたべ

　陽
はる

（金井小6年）

渡邉
わたなべ

　佳能
かの

（金井小6年）

松野　優
 （佐和田中1年）

菊池　晴葵
（佐和田中1年）

菊池　凌生
 （佐和田中3年）

富樫　直也
（両津中2年）

加藤　章義
（佐和田中1年）

渡邉　和
（金井中1年）

北川　陽翔
 （金井中2年）

本間　海翔
（新穂中2年）

本田　敬良
（新穂中1年）

田屋　旺祐
（新穂中2年）

土屋　太偉哉
（新穂中２年）

土屋　斗希桜
（新穂中2年）

大地　永純
（新穂中2年）

山本　新太
（新穂中2年）

中川　友輝
（畑野中2年）

平野　秋人
（畑野中2年）

長井　亮
（畑野中2年）

山本　夏凪
（真野中1年）

齋藤　優伍
（南佐渡中2年）

近藤　悠翔
 （赤泊中2年）

中川　大翔
（赤泊中2年）

　　【奨励競技者賞】【個人】
推薦団体 氏　　名 種　目 学年・団体名

1 本間　吉昭 水泳競技 佐渡愛泳クラブ

2 安藤　夏代 水泳競技 佐渡愛泳クラブ

3 矢田　礼子 水泳競技 佐渡愛泳クラブ

4 坂下　浅一 水泳競技 DLN佐渡

5 奥田　　柊 陸上競技 障害者スポーツ協会

6 渡部　真矢 陸上競技 障害者スポーツ協会

会長推薦

栃木国体、全国障がい者スポーツ大会　50m走第3位
車椅子スラローム第1位（38秒8　大会新記録）

栃木国体、全国障がい者スポーツ大会　100m走第5位　200ｍ
走第2位、100ｍ×4リレー第4位　（新潟県チームアンカー）

主　な　成　績

佐渡水泳連盟

第32回新潟県マスターズ水泳競技大会
　60～64歳　男子50mバタフライ　第1位
2022年度日本マスターズ水泳短水路大会（辰巳）
　60～64歳　男子50m背泳ぎ　第6位、50m自由形　第8位
第9回日本マスターズ水泳スプリント選手権大会（千葉国際）
　60～64歳　男子100mバタフライ　第8位、100m背泳ぎ　第8位

第32回新潟県マスターズ水泳競技大会
　50～54歳　女子50m平泳ぎ　第1位

第32回新潟県マスターズ水泳競技大会
　70～74歳　女子25mバタフライ　第1位、50m背泳ぎ　第1位

第32回新潟県マスターズ水泳競技大会
　75～79歳　男子25mバタフライ　第1位、25m自由形　第1位

14
佐渡

空手道連盟

佐渡空手道連盟
文部科学大臣杯第64回小学生・中学生空手道選手権大会新潟県予選
　兼第４３回新潟県空手道選手権大会　中学生男子団体組手　第3位

15 佐渡市

佐渡市中学校1・2年選抜チーム 第13回全国離島交流中学生野球大会（離島甲子園）　第1位

13
佐渡

バドミントン
協会

佐渡ジュニアバドミントンクラブ 第38回若葉カップ全国小学生バドミントン大会新潟県予選　第3位

14
佐渡

バドミントン
協会

佐渡ジュニアバドミントンクラブ
6年生女子

第19回新潟県小学生団体対校バドミントン大会　6年生女子の部　ベスト4

8

金井中学校バレーボール部
第53回新潟県中学校総合体育大会バレーボール大会　第3位
第43回北信越中学校総合競技大会バレーボール出場

9 佐渡柔道連盟

真野彩武館 第36回県下新潟柔道大会　団体戦3・4年生の部　第3位

主　な　成　績

6

新穂中学校野球部
文部科学大臣杯　第14回全日本少年春季軟式野球大会　日本生命トーナメント新潟
県予選大会　兼　第18回オンヨネカップ新潟県中学生新人野球大会　第3位

7

佐和田中学校バレーボール部

佐渡市中学校
体育連盟

佐渡市中学校
体育連盟

第53回新潟県中学校総合体育大会バレーボール大会　第3位
第43回北信越中学校総合体育大会バレーボール大会　ベスト８


