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会長あいさつ 佐渡市スポーツ協会会長 濱田 毅

【功労者賞】 佐渡市剣道連盟 澤見 幸夫

この度、佐渡市スポーツ協会平成元年度功労者賞として表彰をいただきました。共にスポーツの道を歩
む一員として、大勢の皆様から祝っていただき、有難く、光栄であります。大きな喜びであり、誇りでありま
す。この表彰の意義に添えるよう、品格を求めて精進いたしますので、今後ともご指導、ご鞭撻をお願いい
たします。どのスポーツ、競技も高みを追求し、奥の深さを求めておられると思いますが、私の剣道も同じ
であり、まだまだ修行中の身であります。私の場合、まさに「陽暮れて道遠し」の心境であります。「千鶴萬
里心」とは年老いた鶴でも、萬里の空を飛ぶ心意気が大事だと教えていただいています。足手まといにな
りながらも、もう少し、剣道連盟、スポーツ協会のお力になる事が出来ればと決意し、その心意気をお約束
して、御礼のご挨拶といたします。

【功労者賞】 佐渡バレーボール協会 高橋 敏一

今回、バレーボール競技から優秀指導者賞3名、特別優秀競技者賞1チーム14名、優秀競技者賞3チー
ム37名が表彰を受けました。中でも優秀指導者賞を受賞された石川先生、源氏先生、北村さんは、バレー
ボールの指導に命をかけている方々です。バレーボールに熱い気持ちをもっている私としては、一緒に表
彰されて本当に嬉しく思っております。 また、今回表彰された4チームは学生ですが、他にも社会人で佐
渡から全国大会を目指しているチームも数多くあります。男子のナインズや女子の佐渡バレーボールクラ
ブは、何回も全国大会に出場しており、両チーム、そして他の社会人チームの今後の健闘を祈っています。
さて、今年は佐渡高校が高校生のあこがれの舞台である「春高バレー」に出場しました。島内は各地にの
ぼり旗が設置されたり、メディアにも取り上げられて最高に盛り上がり、佐渡島民がワンチームになって応
援しました。結果は惜敗でしたが、印象に残る応援をした学校に送られる「ベスト応援賞」に佐渡高校が見事選ばれました。選手
は本当に頑張りました。ついバレーボールのことばかり書いてしまいましたが、功労者賞という素晴らしい賞を頂くことが出来ま
したのは、今回表彰された指導者をはじめ、選手、バレーボール協会の役員の皆様のご活躍とご支援・ご協力のおかげです。本
当にありがとうございました。

【優秀指導者賞】 佐渡バドミントン協会 前田 俊一

私は、平成7年よりジュニア指導を始め今年で25年目になります。これまで一緒に練習してきた子供た
ち、御指導くださった方々、また指導体制を構築しご支援くださった協会が有ればこそ今日まで続けてく
ることができました。併せて感謝申し上げます。
私が長年子供たちを指導するうえで大切にしていることは“挨拶”です。挨拶とは人と人とを繋ぐコミュニ
ケーションのきっかけであり、相手への尊敬の気持ちを表す意味もあります。また、自らの心を開き相手を
認めるという効果もあります。気持ち良い挨拶が出来ることでお互いのより良い関係を築けて行けると思
うからです。 事あるごとに子供たちには「バドミントンが上手くなるより、ちゃんと挨拶が出来る人になって
卒業して欲しい」と話します。父兄には「家庭内でも気持ちよく挨拶をかわして欲しい」とお願いします。私が指導にかかわった
子供たちに「前田から何を教わった」と聞くと、おそらく「挨拶です」と答えてくれると思います。またそう願っています。
私は子供が好きで、子供たちの成長が嬉しくて、子供たちに癒され励まされ何とかこれまで続けてこれました。共に過ごした時
間は私にとってかけがえのない財産だと思っています。今年還暦を迎えます。体力も衰えてきていますが、もう少し頑張ってみ
ようかなと思っています。

受賞者の言葉

今年は、佐渡高校男子バレーボール部の春高バレー出場、大相撲初場所では、金井中学校出身の魁渡
の幕下全勝優勝など、佐渡のスポーツ界にとって明るい話題でスタートをきりました。待望の「2020オリン
ピック・パラリンピック」も、開催まで残り百数十日に迫りました。本年度めでたく表彰される方は、功労者賞
2名、優秀指導者賞4名、特別優秀競技者賞個人の部7名、団体の部1団体14名、優秀競技者賞個人部58
名、団体の部16団体115名、奨励競技者賞3名、延べ203名の皆様に心からお祝いを申し上げます。
栄ある受賞に輝きました功労者賞、優秀指導者賞の皆様には、長年に渡っての団体の育成や優秀な選手
育成のためにご尽力いただきましたことに感謝申し上げます。そして、県大会、北信越大会、全国大会の舞
台で活躍をし、佐渡の名を示してくれた大勢の選手の皆さん、また、常に情熱を傾け指導してくださってい
る指導者の方々、物心両面にわたって陰で支えてくださっているご家族の皆様にお祝いとお礼を申し上げ
ます。 今年度の特徴は、受賞者が200名を超え、高い表彰基準を超える選手が多く輩出していること、そ
の選手を支える指導者も多く受賞されていることであります。その背景には、各加盟団体がジュニア層の選

手育成のために、組織をあげてご尽力されている長年の取組が挙げられます。
42年ぶりの全国大会の春高バレーに出場した佐渡高校男子バレー部は、佐渡バレーボール協会関係者の長年の取組の努力
が結実した良い例であると思います。選手の皆さんは、小学生の時から、高校生や大人と一緒のバレーボールの練習に参加し、
指導を受けて育てられた子供たちであると聞いております。佐渡バレーボール協会が長期的展望に立ってジュニア層からの選
手の発掘、育成に努められている証であると思います。
私の夢は、佐渡から3人目のオリンピック選手が誕生することです。残念ながら今年の大会には間に合いませんでしたが、近

い将来、そんな日が訪れることを願っています。選手の皆さん、佐渡の代表として佐渡人としての誇りを持って、ぜひ精進を重ね、
全国などとは言わず、世界の舞台で活躍するんだという、大きな目標に向かって日々の練習に励んでほしいと思います。その頑
張りが、市民の皆さんに笑顔や夢や期待を与えることになるのです。そして、また来年この表彰式でお会いできますことを祈念し、
挨拶を終わります。
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受賞者の言葉
【特別優秀競技者賞】 佐渡高等学校男子バレーボール部

【優秀指導者賞】 監督 源氏 篤史

この度は栄誉ある令和元年度佐渡市スポーツ協会特別優秀競技者賞ならびに優秀指導者賞にご選出
いただき、誠にありがとうございます。 1月5日から武蔵野の森総合スポーツプラザで開催されました第
72回全日本高等学校バレーボール選手権大会（春高バレー）出場に際しまして、島内はもとより広く県内、
国内の皆様からのご支援、ご声援を賜り、心より御礼申し上げます。
選手たちは、小学生の頃から「佐渡から春高バレー出場」を目標に厳しい練習を重ねてまいりました。そ
の結果、お互いの気心が通じ合い、常に冷静に、笑顔で試合ができるチームとして成長してきました。
現状に甘んじることなく、さらなる技術力の向上に注力し、皆様のご期待にお応えできるよう努力して参
りますので、今後とも、ご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

【特別優秀競技者賞】

佐渡高等学校陸上部 土屋 美晏 フラガ

今回、このような賞をいただけたのは、私を指導してくださった先生をはじめ、部活の仲間、家族の支えがあったからだと思い
ます。それに、大会の前や、大会の後、佐渡のたくさんの方々から温かい言葉をいただき、とても嬉しく、本当に感謝の気持ちで
いっぱいです。インターハイでは、レベルの高い人達の中で競技をすることができ、強い刺激を受けることができました。ですが、
自分のメンタルの弱さと、競技力のなさを実感させられる大会でもありました。大会1日目では、体がスムーズに動き、自己ベスト
を重ねることができました。しかし、大会2日目は、自己ベストを大きく下回ってしまう種目があり、悔し涙を流す時もありました。
ですが、そんな時、先生や大会を見に来てくれていた両親が励ましてくれ、何とか乗り切ることができました。結果は9位で8位に
はわずか81点という悔しい結果となりました。でも、素敵なライバルたちと出会い、一生の思い出です。やはり、七種競技は楽し
いと、心の底から思うことができました。この経験を活かし、来年度は必ず入賞して、支えてくれた皆さんに恩返しができるよう、
毎日前進していきたいです。

佐渡高等学校ソフトテニス部 本多 愛音、菊池 保乃加

私たちはペアを組んでから約1年で新潟県高等学校総合体育大会で5位に入賞し、目標としていた全国大会に出場することが
できました。全国大会への出場が決まってからの約2か月間、ラケットの持ち方やフォームの矯正など、それぞれの課題を克服す
るため、それまでの何倍もの時間を費やしました。 試合を想定しながら、どんなに苦しい時でも、声を掛け合い、私たちの強み
を活かした私たちらしいプレーができるよう、練習を重ねました。8月に宮崎県で行われた全国大会では、1回戦で敗退という悔
しい結果でした。ですが、「これだけはしよう！」と二人で決めていたことは達成し、大舞台でも堂々とプレーすることができまし
た。
私たちがこのような結果を残すことができたのは、いつも支えてくれる家族、指導してくださる方々、同じ目標を持つ仲間の存
在、そして地域の方々の応援と協力があったからこそだと思います。本当にありがとうございました。これからも、この経験を活
かしながら、初心と感謝を忘れず練習に励み、今年もまた全国大会という大舞台に立てるよう頑張ります。

両津中学校 大山 翔愛

昨年から「全国大会ベスト8」を目標に日々の練習に取り組んできました。この目標を達成するために多く
の苦労がありました。その中でも一番苦労したことは「ペアとのコミュニケーション」です。僕はダブルスなの
で試合の中でペアとの関係性が大切です。県大会では、プレー中に焦ってしまう場面があってペアとのリズ
ムが崩れてしまいました。県大会の結果をうけて、今まで以上にペアとの会話を大切にするようになりました。
その結果、北信越大会優勝、全国大会でも目標であったベスト8を達成することができました。この結果が
残せたのも、支えてくれた方々があったからです。4月からは高校に進学します。今のうちからトレーニング
を重ね、高校生の球の質、スピードに早く対応できるように準備をしていきたいと思います。

両津中学校 鴻江 翔伍

僕の中学校での目標は「全国大会ベスト8」でした。この目標を達成するために、小学生の時から自分に
厳しく練習に取り組んできました。ですが、自分一人の頑張りだけでなく周りの人の支えがなければここま
での成績を残すことができなかったと思います。小学校の時から厳しく指導していただいたコーチや一緒
に練習に取組んだ仲間、そして練習の度に送り迎えをしてくれた両親の支えがあったからだと思います。
いろんな人への感謝の気持ちを胸に中学校最後の中体連大会で「全国大会ベスト8」という結果を残すこ
とができました。
高校進学後の目標はまだはっきりと決まっていませんが、新しい環境でこれまで以上に全力で練習に取
組、常に感謝の気持ちを忘れずにプレーしていきたいと思います。

高千中学校 中山 結斗

僕は、小学生の時から立ち止まることなくバドミントンの練習を頑張ってきました。今まで、練習や試合で
辛い思いもたくさんしてきました。そんな時、バドミントンを一緒に頑張ってきた仲間の存在があったから、
ここまでバドミントンを続けてこれたのだと思います。時には、良きライバルでもあり、良き仲間の存在に感
謝しています。また、僕にとって、「集中力」と「努力する力」は、バドミントンを通じて培うことができた自分
の財産です。今まで自分を支えてくださったコーチをはじめ、先生方と両親、そしてともに頑張ってきた仲
間に感謝し、これからもバドミントンを続けていきたいと思います。
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令和元年度表彰者一覧

佐渡バドミントン協会佐渡ジュニア 山城 政人

僕は、姉や兄がバドミントン教室へ行っていたので、一緒について行って遊んでいました。家でも一緒に
遊んでもらい楽しくなりました。小学1年からクラブに入って、みんなと練習するようになりました。初めは、
金井クラブや前浜クラブに行っていました。県の低学年の試合にも出場できるようになりました。ますます
バドミントンが楽しくなってきました。家でもお父さんがいろいろなトレーニングができる道具をたくさん買
ったり作ったりしてくれました。学校から帰ってくると、姉や兄と一緒に道具で遊び、夜はクラブで練習をが
んばり、県のいろいろな大会に出て勝てるようになってきました。一番うれしかったのは、県大会で優勝し
て初めて全国大会へ出場したことです。今では週6日上級生の人たちと練習をしています。全国大会で良
い成績が取れるように頑張ります。夢はオリンピックに出て金メダルを取ることです。

【功労者賞】
推薦団体 氏 名 団体名 主 な 功 績

1 佐渡市剣道連盟 澤見 幸夫 佐渡市剣道連盟

佐渡市剣道連盟の会長等を長年に渡り歴任し、同連盟の発展に尽力した。また、剣道七段を取得し、全日本剣道
連盟から教士の称号を受称、社会体育指導員として少年少女の剣道指導に長年取り組むとともに、島外から講師を
招いて講習会を主催するなど、会員の技術力及び指導者の資質の向上等に中心的に取り組み、佐渡における剣道
の普及及び振興に寄与した功績は顕著である。

2 佐渡バレーボール協会 高橋 敏一
佐渡バレーボール

協会

佐渡バレーボール協会の役員として50年近くに渡り協会の事業に携わり、平成15年度から副会長を8年間、平成
23年度から会長を8年間務めた。
また、ジュニアバレーの指導やソフトバレーの普及にも尽力し、佐渡におけるバレーボールの普及発展と技術の向
上に貢献したその功績は顕著である。

【優秀指導者賞】
推薦団体 氏 名 団体名 主 な 功 績

1
佐渡地区

高等学校体育連盟
源氏 篤史

佐渡高等学校
男子バレーボール部

佐渡総合高等学校・佐渡高等学校に赴任し、令和元年度全日本バレーボール高等学校選手権大会新潟県予選会
で佐渡高等学校男子バレーボール部を優勝に導くなど、バレーボール競技において優秀な成績をおさめた。
また、前任校の佐渡総合高等学校においても県大会で3位以上の成績を収めて、バレーボールクラブチームの
「Sado Redseabreams」のコーチとしても石川監督らと力を合わせて佐渡の子供たちの技術の向上に貢献した
その功績は顕著である。

2 佐渡バドミントン協会 前田 俊一 佐渡バドミントン協会

平成7年に相川ジュニアバドミントンクラブを設立し、全国小学生バドミントン選手権大会に出場
平成8年若葉カップ全国小学生大会出場、県勢男子初の決勝トーナメント進出
平成11年高千ジュニアバドミントンクラブ設立、バドミントンの名門高千中学校を復活させ、平成22年北信越中学
校総合競技大会出場（前田拓人、鹿野敬寛）、そして今年度北信越中学校総合体育大会男子シングルスで中山結
斗（高千中）が第3位入賞し、バドミントン競技において佐渡市の中学生男子では、初の全中出場を果たした。
また、佐渡バドミントンスクールのコーチとして、平成27年第24回全国小学生選手権大会で鴻江翔伍・中山結斗
の小学5年生男子ダブルス第3位や、第32回若葉カップ全国小学生大会で団体ベスト8と全国大会入賞に貢献し、
小学生から中学生まで、高千から佐渡代表まで卓越した手腕で子供たちを育成している。

3 佐渡バレーボール協会 石川 賢
佐渡バレーボール

協会

平成23年から佐渡高校男子バレーボール部の監督としてバレーボールの指導に務めながら2016年に市内で初
めての中学生バレーボールクラブチームの「Sado Redseabreams」を立上げ、全国ヤングクラブ男女優勝大会に
おいて、監督として平成29年にU-14の部で準優勝、令和元年にはU-19の部で全国優勝に導いた。
また、平成29年からは佐和田ジュニアバレーボールクラブ女子の監督も務め、今年度の県大会において佐渡女子
チーム初の3位に導いた。
子供たちの技術の向上に貢献したその功績は顕著である。

4 佐渡バレーボール協会 北村 高広
佐渡バレーボール

協会

長年に渡り小学生バレーボールチームの「かないJr」の指導に尽力し、平成26年の第34回全日本バレーボール小
学生大会新潟県大会で初優勝し、チームを佐渡初の全国大会出場に導いた。
また、令和元年度の第39回全日本バレーボール小学生大会新潟県大会でも優勝に導き、2回目の全国大会出場
を果たした。令和元年度全国ヤングクラブ男女優勝大会U-19の部で全国優勝した中学生バレーボールクラブチー
ム「Sado Redseabreams」の指導にも携わっており、子供たちの技術の向上に貢献したその功績は顕著である。

【特別優秀競技者賞】【個人】
推薦団体 氏 名 種 目 学年・団体名 主 な 成 績

1
佐渡地区

高等学校体育連盟

土屋 美晏 フラガ 陸上競技 佐渡高等学校2年

第72回新潟県高等学校総合体育大会 陸上競技大会 7種競技 第1位

北信越高等学校体育大会 兼第58回北信越高等学校陸上競技対抗選手権大会 7種競技
第1位

令和元年度全国高等学校体育大会

兼秩父宮杯 第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 7種競技 第9位

2 本多 愛音
ソフトテニス競技

佐渡高等学校2年 第72回新潟県高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技会 第5位

3 菊池 保乃加 佐渡高等学校2年 令和元年度全国高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技会 出場

4

佐渡市
中学校体育連盟

大山 翔愛

バドミントン競技

両津中学校3年

第50回新潟県中学校総合体育大会バドミントン競技大会 男子ダブルス 第1位

第40回北信越中学校総合体育大会バドミントン競技大会 男子ダブルス 第1位

第49回全国中学校バドミントン大会 男子ダブルス 第5位

第38回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 ジュニアの部 男子ダブルス 出場

第19回全日本中学校バドミントン選手権大会 出場
5 鴻江 翔伍 両津中学校3年

6 中山 結斗 バドミントン競技 高千中学校3年

第50回新潟県中学校総合体育大会バドミントン競技大会 男子シングルス 第2位

第40回北信越中学校総合体育大会バドミントン競技大会 男子シングルス 第3位

第49回全国中学校バドミントン大会 男子シングルス 出場

第19回全日本中学校バドミントン選手権大会 出場（新潟県選抜チーム）

7 佐渡バドミントン協会 山城 政人 バドミントン競技 佐渡ジュニア
U13日本代表

2019ヨネックス未来の志日中交流大会 U10 男子シングルス 第2位

【特別優秀競技者賞】【団体】
推薦団体 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レーボール部
第72回全日本バレーボール高等学校選手権大会新潟県予選会 第1位

令和元年度春の高等学校バレーボール全国大会出場

渡邊 海童（2年） 齋藤 亘孝（2年） 北村 宏樹（2年） 大豆生田 悠稀（2年） 榎 玲緒（2年） 臼杵 大瑛（2年） 末武 寛大（2年）

本田 光希（2年） 大蔵 夢也（1年） 田邉 和真（1年） 高橋 樹（1年） 相田 大気（1年） 林 真孝（1年） 齋藤 怜睦（1年）
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【優秀競技者賞】【個人】
推薦団体 氏 名 種 目 学年・団体名 主 な 成 績

1

佐渡地区
高等学校体育連盟

田中 暁翔
陸上競技

佐渡高等学校2年 第24回北信越高等学校新人陸上競技大会 5,000m 第7位

2 林 陽彩 佐渡高等学校1年 第24回北信越高等学校新人陸上競技大会 5,000m競歩 出場

3 石原 照彦
ソフトテニス競技

佐渡高等学校2年 第48回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップソフトテニス2019ダブルス新潟予選会

4 滝田 伸 佐渡高等学校2年 兼第74回国民体育大会ソフトテニス競技少年男 新潟県1次選考会 第3位

5 山本 中 陸上競技
佐渡高等学校
相川分校3年

第69回新潟県高等学校定時制通信制体育大会 兼令和元年度全国高等学校

定時制通信制体育大会新潟県予選会陸上競技大会男子5000m 第2位、男子1500m
第1位

令和元年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第54回陸上競技大会

男子5000m 第4位、男子1500m 第6位

6 平片 力也 陸上競技
佐渡高等学校
相川分校3年

第69回新潟県高等学校定時制通信制体育大会 兼令和元年度全国高等学校

定時制通信制体育大会新潟県予選会陸上競技大会

男子円盤投 第2位、男子砲丸投 第4位

令和元年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第54回陸上競技大会

男子円盤投 出場

7 大澤 陸
陸上競技

バスケットボール競技
佐渡高等学校
相川分校3年

第69回新潟県高等学校定時制通信制体育大会 兼令和元年度全国高等学校

定時制通信制体育大会新潟県予選会陸上競技大会

男子三段跳 第1位 、男子走り幅跳 第2位

令和元年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第54回陸上競技大会

男子三段跳 第6位、走幅跳 出場

令和元年度第67回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会

バスケットボール大会 新潟県選抜チーム 第1位

8 石井 王子 バスケットボール競技
佐渡高等学校
相川分校4年

令和元年度第67回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会

バスケットボール大会 新潟県選抜チーム 第1位

9 川島 夢希 バスケットボール競技
佐渡高等学校
相川分校3年

令和元年度第67回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会

バスケットボール大会 新潟県選抜チーム 第1位

10 市原 龍希 バスケットボール競技
佐渡高等学校
相川分校１年

令和元年度第67回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会

バスケットボール大会 新潟県選抜チーム 第1位

11

佐渡市
中学校体育連盟

土屋 友梨恵 陸上競技 両津中学校2年

第65回全日本中学校通信陸上新潟大会 砲丸投 第1位

第67回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会 砲丸投 第3位

第40回北信越中学校総合体育大会陸上競技大会 砲丸投 出場

12 土屋 真里彩フラガ 陸上競技 新穂中学校3年
第65回全日本中学校通信陸上新潟大会 砲丸投 第3位

第38回北信越中学校総合競技大会陸上競技大会 出場

13 甲賀 総司 陸上競技
県立佐渡中等
教育学校3年

第50回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会 砲丸投 第2位

14 佐々木 大樹 バドミントン競技 真野中学校3年

第50回新潟県中学校総合体育大会バドミントン競技大会 男子シングルス 第1位

第40回北信越中学校総合体育大会バドミントン競技大会 男子シングルス 第3位

第19回全日本中学校バドミントン選手権大会 出場（新潟県選抜チーム）

15 柴原 君枝
バドミントン競技

真野中学校3年 第50回新潟県中学校総合体育大会バドミントン競技大会 女子ダブルス 第2位

16 柴原 由美子 真野中学校3年 第40回北信越中学校総合体育大会バドミントン競技大会 女子ダブルス 第3位

17 鬼 菜々美
バドミントン競技

前浜中学校3年 第50回新潟県中学校総合体育大会バドミントン競技大会 女子ダブルス 第3位

18 川端 秀美 前浜中学校3年 第40回北信越中学校総合体育大会バドミントン競技大会 女子ダブルス 出場

19

佐渡バドミントン協会

三國屋 太一 バドミントン競技 佐渡バドミントン協会
2019年度国体候補選手選考会（成年の部）バドミントン

男子シングルスの部 第2位、男子ダブルスの部 第4位

20 宇治 透磨 バドミントン競技 佐渡総合高等学校
2019年度国体候補選手選考会（少年の部）バドミントン

男子シングルスの部 第3位

21 菊田 倖士朗
バドミントン競技

佐渡ジュニア 第28回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会 4年生男子ダブルス 第2位

22 磯部 耀 佐渡ジュニア 第25回北信越小学生選手権大会 出場

23
佐渡市剣道連盟

石塚 悠 剣道競技
二見剣士会

スポーツ少年団

第39回新潟県スポーツ少年団総合体育大会 第51回剣道大会

小学生4年生以下の部 第2位

24 石川 聖汰 剣道競技 佐渡剣士会 第34回新潟県道場少年剣道大会 小学生2年生以下の部 第3位

25

佐渡水泳連盟

岩﨑 千南 水泳競技 佐渡高等学校

令和元年度新潟県高等学校総合体育大会 400m自由形 第6位、200m自由形 第7位

第52回北信越高等学校選手権大会出場

平成30年度第41回全国JOCジュニアオリンピック新潟県予選会

17歳女子200m自由形 第2位、400m自由形 第2位

26 平田 龍理 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
平成30年度第41回全国JOCジュニアオリンピック新潟県予選会

13歳男子200m平泳ぎ 第4位

27 高野 仁 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
平成30年度第41回全国JOCジュニアオリンピック新潟県予選会

13歳男子50m平泳ぎ 第2位、100m平泳ぎ 第2位、200m平泳ぎ 第2位

28 宇佐美 絢人 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
平成30年度第41回全国JOCジュニアオリンピック新潟県予選会

13歳男子50m自由形 第4位、200m自由形 第1位

29 石倉 楓太 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
平成30年度第41回全国JOCジュニアオリンピック新潟県予選会

13歳男子50mバタフライ 第4位

30 中川 惟央 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
平成30年度第41回全国JOCジュニアオリンピック新潟県予選会

13歳男子200m背泳ぎ 第2位
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【優秀競技者賞】【個人】
推薦団体 氏 名 種 目 学年・団体名 主 な 成 績

31

佐渡水泳連盟

秋場 夏陽 水泳競技 佐渡スイミングクラブ

平成30年度第41回全国JOCジュニアオリンピック新潟県予選会

11歳男子200m自由形 第3位、100m背泳ぎ 第2位、200m個人メドレー 第1位

第13回新潟県ミドル・ディスタンス選手権水泳大会

小学生の部 男子400m自由形 第1位、200m自由形 第2位

新潟県小学生室内選手権水泳競技大会男子200m自由形 第3位、200m個人メドレー 第
4位

NST新潟県小学生選手権水泳競技大会 男子200m自由形 第2位

BSN少年少女水泳大会 男子200m自由形 第3位

32 高野 佑輔 水泳競技 佐渡スイミングクラブ 第41回全国JOCジュニアオリンピック新潟県予選会11歳男子100m平泳ぎ 第4位

33 盛山 珠希 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
第41回全国JOCジュニアオリンピック新潟県予選会

14歳女子400m自由形 第1位、800m自由形 第3位、400m個人メドレー 第1位

34 池田 妃那 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
第41回全国JOCジュニアオリンピック新潟県予選会

13歳女子50mバタフライ 第1位、100mバタフライ 第3位、200mバタフライ 第1位

35 青柳 結衣 水泳競技 佐渡スイミングクラブ 第41回全国JOCジュニアオリンピック新潟県予選会11歳女子50mバタフライ 第3位

36 関根 さら 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
第41回全国JOCジュニアオリンピック新潟県予選会

9歳以下女子50m平泳ぎ 第2位、200m個人メドレー 第4位

37

佐渡空手道連盟

佐々木 歩実 空手道競技 佐渡空手道連盟

文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会

小学2年女子形の部 第3位、小学1・2年女子組手の部 第2位

38 菊池 晴葵 空手道競技 佐渡空手道連盟

文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会 小学4年男子組手の部 第1位

第31回北信越地区空手道選手権大会 小学4年男子組手の部 第4位

39 松野 優 空手道競技 佐渡空手道連盟
文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会 小学4年男子組手の部 第2位

40 小林 奏 空手道競技 佐渡空手道連盟
文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会 小学4年男子形の部 第4位

41 本間 結希 空手道競技 佐渡空手道連盟
文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会 小学4年男子組手の部 第4位

42 菊池 凌生 空手道競技 佐渡空手道連盟
文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会 小学6年男子組手の部 第4位

42 宇佐見 理紗 空手道競技 佐渡空手道連盟 第31回北信越地区空手道選手権大会 小学6年女子組手の部 第4位

44 菊池 優希 空手道競技 佐渡空手道連盟

文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会中学1年女子形の部 第3位、女子組手の部 第1位

45 河原 未和 空手道競技 佐渡空手道連盟

文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会中学1年女子形の部 第2位、女子組手の部 第3位

46 宇佐見 真央 空手道競技 佐渡空手道連盟
文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会 中学2年女子形の部 第2位

47 本間 結 空手道競技 佐渡空手道連盟
文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会 中学2年女子組手の部 第4位

48 畝目 湧太 空手道競技 佐渡空手道連盟
文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会 高校生男子形の部 第3位

49 宇佐見 優奈 空手道競技 佐渡空手道連盟

文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会

高校生・一般女子形の部 第4位、一般団体形の部 第2位

第31回北信越地区空手道選手権大会 高校生女子形の部 第4位

50

佐渡柔道連盟

中川 友輝 柔道競技 畑野柔道教室 第22回ＢＳＮ少年柔道選手権大会 小学5年生男子37ｋｇ級 第3位

51 若林 潤介 柔道競技
佐和田柔道

スポーツ少年団
第22回ＢＳＮ少年柔道選手権大会 小学4年生男子33ｋｇ級 第3位

52 須田 晴臣 柔道競技
佐和田柔道

スポーツ少年団
第22回ＢＳＮ少年柔道選手権大会 小学4年生男子40ｋｇ級 第3位

53 眞藤 緑夢 柔道競技
佐和田柔道

スポーツ少年団

第39回新潟県スポーツ少年団総合体育大会第50回柔道大会

小学4年生以下個人戦35㎏以下級 第1位

54 池田 灯 柔道競技
佐和田柔道

スポーツ少年団

第39回新潟県スポーツ少年団総合体育大会第50回柔道大会

小学4年生以下個人戦35㎏以下級 第3位

55 佐野 颯太 柔道競技
佐和田柔道

スポーツ少年団

第39回新潟県スポーツ少年団総合体育大会第50回柔道大会

小学4年生以下個人戦45㎏以下級 第3位

56 佐藤 いずみ 柔道競技
両津柔道

スポーツ少年団

第16回全国小学生学年別柔道大会新潟県予選会 小学5年女子40㎏級 第3位

第22回ＢＳＮ少年柔道選手権大会 小学5年生女子40ｋｇ級 第3位

57 岩﨑 力也 柔道競技
両津柔道

スポーツ少年団

第39回新潟県スポーツ少年団総合体育大会第50回柔道大会

小学5･6年生男子個人戦45㎏以下級 第3位

58 仁丹 博昭 柔道競技
両津柔道

スポーツ少年団

第39回新潟県スポーツ少年団総合体育大会第50回柔道大会

小学4年生以下個人戦45㎏以下級 第3位
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【優秀競技者賞】【団体】
推薦団体 団体名 主 な 成 績

1

佐渡地区
高等学校体育連盟

佐渡高等学校空手道部
第39回全国高等学校空手道選抜大会新潟県予選会 女子団体組手 第3位

第33回北信越高等学校空手道新人大会 女子団体組手 出場

渡邉 麻綾（2年） 斉藤萌々香（2年） 三井 海妃（2年） 白瀬 理恵（2年） 藤原 里緒（2年）

2

佐渡高等学校バドミントン部

第72回新潟県高等学校総合体育大会 兼 令和元年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会

女子バドミントン競技大会 学校対抗戦 第3位

第48回全国高等学校選抜バドミントン大会 新潟県予選会 女子学校対抗戦 第3位

山口 紗生（3年） 川上 志保（3年） 相田 涼乃(3年) 倉田 晶己（3年） 猿渡 夏鈴（3年） 熊谷 美吹（2年） 夏井 三季（2年）

桃井 花楓（2年） 遠藤 彩（2年） 本間 詩織（1年） 中川 優芽（1年） 金子 りん（1年）

3

佐渡高等学校相川分校
バスケットボール部

令和元年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第29回バスケットボール大会出場

石井 王子（4年） 向山 大地（4年） 川島 夢希(3年） 大澤 陸（3年） 伊東 真一（3年） 名田 海雅（3年） 祝 海太（3年）

中川 秀寿（2年） 小澤 未雅（2年） 宮田 拓造（2年） 市原 龍希（1年） 奥野 世也（1年） 恩田 匡（1年） 小林 奨（1年）

瀧山 倖太（1年） 松本 広昭（1年）

4
佐渡市

中学校体育連盟

真野中学校バドミントン部
第50回新潟県中学校総合体育大会バドミントン競技大会 女子団体 第3位

第40回北信越中学校総合体育大会バドミントン競技大会 出場

柴原 君枝（3年） 柴原 由美子（3年） 伊澤 鈴(3年) 岩月 るり（3年） 岡崎 和奏（3年） 村川 唯（3年） 本間 仁菜（1年）

逸見 乃愛（3年）

5 佐渡バレーボール協会

SADO Redseabreams 第22回全国ヤングバレーボールクラブ全国男女優勝大会 U-19男子 第1位

渡邊 海童（2年） 齋藤 亘孝（2年） 北村 宏樹（2年） 大豆生田 悠稀（2年） 榎 玲緒（2年） 臼杵 大瑛（2年） 末武 寛大（2年）

本田 光希（2年） 大蔵 夢也（1年） 池野 練（1年） 高橋 樹（2年） 福嶋 元気（2年） 高野 歩夢（2年） 林 真孝（1年）

相田 大気（1年） 北見 天（1年） 田邉 和真（1年）

6 佐渡バレーボール協会

佐和田ジュニアバレーボールクラブ すこやか北越銀行杯第31回新潟県バレーボール小学生大会 第3位

石川 百花（6年） 金光 咲彩（6年） 本間 美愛（6年） 菊地 奈々（5年） 高橋 ひまり（5年） 源氏 杏花莉（5年） 寺尾 日那（5年）

寺尾 心那（5年） 本間 凛桜（4年） 源氏 伊織（4年） 近江 澪（3年） 源氏 愛子（2年）

7 佐渡バレーボール協会

かないJrバレーボールクラブ かんぽ生命ドリームカップ第39回全日本バレーボール小学生大会 新潟県大会 第1位

佐々木 大智（6年） 大平 弦（6年） 羽藤 樹（6年） 菊地 成瑠（6年） 榎 烈華（5年） 寺澤 一心（4年） 橋本 陸（4年）

菊地 隼瑠（3年）

8 佐渡バドミントン協会

佐渡ジュニア 男子
第35回若葉カップ全国小学生バドミントン大会新潟県予選会 男子団体 第2位

第35回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 出場

中山 裕斗（6年） 三浦 真裕（6年） 本間 海翔（6年） 山城 政人（5年） 塚本 匠人（5年） 濱口 凌佑（5年） 菊田 倖士朗（4年）

磯部 耀（4年）

9

佐渡市剣道連盟

佐渡市剣道連盟小学生低学年男子 第44回新潟県少年・少女剣道大会 小学生低学年男子の部 第3位

藍原 由弥（4年） 石川 煌大（4年） 石塚 悠（4年） 首藤 智蔵（4年） 川上 陽向（3年）

10
二見剣士会スポーツ少年団 第39回新潟県スポーツ少年団総合体育大会 第51回剣道大会 中学生女子団体の部 第3位

竹内 涼花（3年） 本田 渚（3年） 石見 舞帆(3年)

11
佐和田剣士会スポーツ少年団 第39回新潟県スポーツ少年団総合体育大会 第51回剣道大会 中学生女子団体の部 第3位

川上 乃愛（2年） 田村 梓（2年） 高野 莉乙（1年）

12

佐渡空手道連盟

佐渡空手道連盟小学生低学年男子A

文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会 小学低学年団体形の部 第4位、団体組手の部 第3位

菊池 晴葵（4年） 小林 奏（4年） 本間 結希（4年）

13
佐渡空手道連盟小学生低学年男子B

文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会 小学低学年団体組手の部 第2位

松野 優（4年） 本間 琉佳（4年） 佐々木 陽士（4年）

14

佐渡空手道連盟中学生女子
文部科学大臣杯第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

兼第41回新潟県空手道選手権大会 中学生団体組手の部 第3位

菊池 優希（1年） 河原 未和（1年） 宇佐見 真央（2年） 本間 結（2年）

15

佐渡柔道連盟

佐和田柔道スポーツ少年団男子 第39回新潟県スポーツ少年団総合体育大会第50回柔道大会 小学生4年生以下団体戦 第3位

若林 潤介(4年) 笠井 瑛太(4年) 伊藤 天成(4年) 伊藤 龍馬(4年) 須田 晴臣(4年)

16
両津柔道スポーツ少年団女子 第39回新潟県スポーツ少年団総合体育大会第50回柔道大会 小学生女子団体戦 第3位

佐藤 いずみ(5年) 有井 かづ紀(5年) 荻谷 しずく(4年)

【奨励競技者賞】【個人】
推薦団体 氏 名 種 目 学年・団体名 主 な 成 績

1

佐渡水泳連盟

本間 吉昭 水泳競技 佐渡愛泳クラブ 第30回新潟県マスターズ水泳競技大会 55-59歳 男子 200m自由形 第1位

2 安藤 夏代 水泳競技 佐渡愛泳クラブ 第30回新潟県マスターズ水泳競技大会 45-49歳 女子 50ｍ平泳ぎ 第1位

3 藤井 直輝 水泳競技
佐渡マスターズ
スイミングクラブ

第30回新潟県マスターズ水泳競技大会 25-29歳 男子200m自由形 第1位

７
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春高バレーでベスト応援賞!!
佐渡高校男子バレーボール部が12月に行われた新潟県大会で宿敵の東京学館との接戦を制し、42年ぶり
に県大会を制覇。1月の春高バレーに初出場しました。春高バレーの初戦は接戦を展開するも鹿児島工業に敗
れましたが、会場には島内外から650名を超す応援団が、アミューズメント佐渡で行われたパブリックビューイ
ングでも700名を超える方々が集まり熱い応援を行いました。会場の応援では、鬼太鼓を取り入れた郷土色
豊かな応援が認められ、ベスト応援賞を受賞しました。
佐渡高校男子バレー部は1月の新人バレーボール大会も県大会決勝で東京学館を破り優勝し、北信越大会
に出場（ベスト8）。今後のますますの活躍を応援します。

浦島

㈲伊勢工務店
いせや新館
おしゃれハウスナガオカ
尾畑酒造㈱
割烹 ふじはら
㈲加藤酒造店
金田クリーニング店
カントリー新田
㈲菊池組
共栄建設工業㈱
協立電業㈱
㈲小松石材工業所
㈲金鋼自動車
㈲佐々木モータース
(税)さど会計事務所
佐渡汽船㈱
佐渡汽船運輸㈱
佐渡自動車整備㈱

佐渡精密㈱
㈱佐渡造園土木
㈲サンアート
Ⅽ音
ジー、エム建機リース㈱
(医)至誠堂耳鼻咽喉科医院
スナック喫茶トム
㈱太陽堂
㈲中央設備
㈲辻工務所
㈱ときの郷ゴルフクラブ
トヨタカローラ新潟㈱佐渡店
㈲中川喜十郎商店
中野建設工業㈱
長浜荘
(医)中山内科クリニック
日本体育大学同窓会佐渡地区
㈱日本旅行

パナコスモスオキミヤ
㈱パークドライ
㈲兵庫工務店
ファミリーフォト
ホテル天の川荘
ホテルニュー桂
(医)まきやま内科クリニック
㈲松木園芸
ミドリ歯科医院
㈲湊製作所
㈱山田喜右衛門
山本守税理士事務所
㈲吉田自動車
㈲萬恒産（ホテル万長）
㈲両電舎
渡辺建設工業㈱
個人会員 2６名
（50音順、敬称略）


