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令和２年度 佐渡市スポーツ協会

表彰式
令和３年２月２１日（日）
あいぽーと佐渡

⋯ スポーツこそ、宝 ⋯
受賞者 社会体育優良団体賞：１団体 特別優秀競技者賞：３名

優秀競技者賞（個人）：１９名 優秀競技者賞（団体）：５団体（７８名）



会長あいさつ 佐渡市スポーツ協会会長 濱田 毅

昨年は、新型コロナウィルスが瞬く間に全世界に拡がり、私達の

日常生活は大きく変わりました。スポーツ界に目を向けましても、

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会や鹿児島県で開

催される予定の国民体育大会をはじめ、多くのスポーツ大会が中

止や延期を余儀なくされました。

今年は、早くコロナが収束し、オリンピック・パラリンピック競技大

会や、各種の競技会がいつものように再開されることを心の底か

ら願っております。

本日は、佐渡市長 渡辺竜五様はじめ、指導者、関係団体代表

者のご列席をいただき、ここに「第６回佐渡市スポーツ協会表彰

式」を挙行できますことを、心から感謝申し上げます。

今回は、コロナ禍で開催する関係上、３密を避けるため、例年よりも式典参加人数が大幅に削減されま

した。特に、保護者の皆様には、会場外でモニターを観ての参加になり大変申し訳なく思いますが、お許

しください。本来であれば、この晴れの舞台で活躍された選手の皆さんを大勢で祝福してあげるべきな

のですが、選手の皆さんにはご理解をいただきたいと思います。

さて、佐渡市のスポーツの普及・振興にご尽力いただいた方々や競技力向上に実績をあげられた方々

の功績を讃えるために、当協会では毎年この表彰式を開催しております。本年度めでたく表彰される方

は、お手元の式典要項に記載されているとおりであります。

本年度の受賞者の特徴は、大きく次の２点であります。

令和２年度は、先ほども述べた通り、全世界がコロナ禍に翻弄された年でありました。選手や指導者の

皆さんにとっては、部活動の自粛や目標としていた大会の延期や中止があり、どんなに失望し、悩み苦し

まれたことか、想像するに余りあります。

特徴の１点目は、このような苦境の中にあって、県大会、北信越大会、全国大会出場、全国大会優勝な

ど、称賛に値する優秀な成果を収められたことです。特に、バドミントンで４年生に続いて２度目の全国

優勝を果たした山城君、陸上で全国6位入賞の土屋さんの活躍は見事でした。選手は勿論ですが、指導

者の皆さん、それを支えた保護者の皆さん、加盟団体の方々の努力は計り知れないものがあったと思い

ます。受賞者の皆さんをはじめ、指導者の皆さん、競技団体責任者の皆さん、保護者の皆さんに心から

お祝いを申し上げます。

特徴の２点目は、「自分たちの地域のスポーツ振興は、自分たちの手で！」と取り組まれた地域の団体

が、社会体育優良団体賞を受賞することになったことです。往々にして、地域のスポーツ振興は公的機

関に頼ろうとする傾向や、既存のスポーツ団体に任せる傾向があります。要するに受け身の姿勢です。し

かし、自分たちで駅伝大会の運営を１０年もの長きにわたって取り組まれた「バラ組」の取り組みを見ると、

自分たちの地域のスポーツ振興は、自分たちで担っていこうとする積極性があります。今後、佐渡市の

各地に広まっていくことを期待したいと思います。

選手の皆さんの中には、この春から、大学や島外の学校に進学し選手生活を続ける人もおりますが、

佐渡の代表として、自分のためは勿論のこと、故郷佐渡のためにも一層の精進を重ね、大勢の市民の皆

さんに夢や期待を与えられるような選手に成長されることを願っています。そして、又、来年この表彰式

でお会いできますことを期待しております。

また、県大会で見事優勝し、全国大会に出場を決めた少年野球の「オール佐渡」の選手の皆さん、３月

の大会での大いなる活躍を願っております。

最後になりましたが、改めて保護者の皆さまにお祝いとお礼を申し上げますとともに、引き続き選手へ

の支援、励まし、見守りをお願いします。
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【社会体育優良団体賞】

畑野体育協会 バラ組 代表 加藤 一善

この度は、社会体育優良団体賞という名誉ある賞をいただき誠にありがと
うございます。受賞者を代表してお礼の言葉を述べさせていただきます。
我々バラ組は畑野中学校の同級生の集まりであり、平成初期に結成しま
した。年間の事業スケジュールを立て、奥さんたちも一緒に畑野地区のスポ
ーツ大会等への参加や、週１回体育館でソフトバレーの練習を和気あいあい
と続けています。また、事業終了後は杯を重ねながら親睦を深めています。
今回、その一環としての１０年にわたる駅伝大会の主催運営が認められ、
このような賞をいただくことができました。ただ、開催するにあたっては参加
くださるチームがあってこそ成り立っています。小学生から社会人チームま

で、毎年参加くださる各チームの皆様、並びに佐藤畑野体育協会
長様のご協力にまずもってお礼申し上げます。そして、裏方として
大会を支えている仲間たちを誇りに思います。
今後も様々な活動を通して、微力ながらも地域活性化の一助に
なればと思っています。ここにおられる各競技の選手の皆さまも、
今日の喜びと誇りを胸に、より一層研鑽を積んでいくことと思いま
す。
結びにあたり、佐渡市スポーツ協会様はじめ関係機関の皆様方
に対し、このような受賞の機会を与えていただき、受賞者を代表し
て厚くお礼申し上げます。本当にありがとうございました。

【特別優秀競技者賞】

佐渡高等学校陸上部 土屋 美晏 フラガ

この度は、特別優秀競技者賞という素晴らしい賞をいただき本当にありが
とうございます。
今年度は新型コロナウィルスの影響で大会が次々に無くなり、インターハイ
も中止となってしまいました。私は昨年度から、インターハイで優勝するとい
う目標をもって練習に取り組んできました。だからその知らせを聞いたとき、
悔しい気持ちでいっぱいでした。もう陸上はやめようと、いったん離れた時
期もありました。しかし、１０月にインターハイの代替大会が開催されるという
ことを知り、もう一度挑戦してみようと出場を決めました。
約２か月ぶりに参加した部活では、休んでいた体をなかなか思いどおりに動かすことができませんで
した。でも、１・２年生や先生の力を借りて少しずつ体力を戻すことができました。
迎えた大会当日。アップでは先生に褒められるほど良い動きができました。しかしそれを試合で実践
することはできませんでした。結果は自己ベストを下回る記録となってしまいましたが、６位入賞するこ
とができました。悔しさが残る大会ではあったけれど、何より陸上が好きだということに改めて気づか
され、心から楽しむことができました。

約２年半の部活動で私がここまで成長できたのは、毎日練
習してきた仲間、指導してくださった先生、そばで支えてくれ
た家族、そして応援してくださったスポーツ協会の方々をはじ
め地域の皆様のおかげです。
私は今後、大学へ進学し陸上を続けていきます。そこでも
常に感謝の気持ちを忘れず、自分らしく貪欲に頑張ります。
そして、競技を通して多くの方に恩返しできるよう、日々努力
していきます。

両津中学校 土屋 友梨恵

この度は特別優秀競技者賞という素晴らしい賞をいただきありがとうございます。今回の表彰式に

参加している方々は佐渡の中の素晴らしいスポーツマンばかりで、自分もその一人に選ばれたという

受賞者の言葉
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受賞者の言葉

ことでとても嬉しく思い、さらに頑張ろうという気持ちをもつことができました。
中学校１年生から競技を始め、他の部活と両立しながら自分で目標を立て、
日々頑張ってきました。特設部なこともありコーチはいませんが、県の合宿など
へ参加し、自分にできることからコツコツ努力してきました。今年は新型コロナウ
イルスの影響もあり、大会数はとても少なかったですが、県大会優勝、全国大会
ベスト１６という結果でした。上には上がいると痛感した全国大会。今の結果に
満足せず、日々練習を積んで県はもちろん全国でも活躍できる選手になりたい
です。
私がこのように競技を続けてこられているのも、家族、先生方、応援してくれて
いる全ての人たちの支えがあったからこそだと思います。春から高校へ進学しま
す。支えてくれている人たちに恩返しできるよう謙虚な気持ちを忘れず練習に
励んでいきたいと思います。

佐渡バドミントン協会佐渡ジュニア 山城 政人

僕は、１月７日、８日に埼玉県熊谷市で開かれた全国大会「日本小学生バドミ
ントンフェスティバル」に出場し、６年生以下シングルスの部で優勝することが
できました。昨年からの新型コロナウイルスの影響で全国大会が中止になる中、
今年度最初で最後の全国大会でした。
昨年の春は、体育館が使えない中、できることを考えてやりました。特に、坂道
ダッシュ、ランニング、縄跳び、壁打ち等です。遠征や合宿もなくなり、少し不安
になりましたが、コーチの方が考えてくれる練習を一生懸命頑張りました。
中止になった全国小学生バドミントン選手権大会（岐阜県）の代わりに、今回
の大会が開かれることになりました。５年生の時に準決勝で負けたので、今回
は優勝を目指しました。決勝では、去年負けた相手と対戦し勝つことができて
とても嬉しかったです。ここまで指導してくれたコーチに恩返しができて良かったです。これからも頑張っ
て練習し、世界で戦える選手になりたいです。

【優秀競技者賞】

オール佐渡 主将 土屋 太偉哉

この度は、オール佐渡として「優秀競技者賞」と
いう素晴らしい賞を受賞できたことをとても嬉しく思います。オール佐渡としての活動は主に、夏からス
タートしました。活動を始めた頃はみんな人見知りで、なかなか打ち解けることができませんでしたが、練
習を重ねるごとに雰囲気も良くなりチームが一つになってきました。熱心に指導をしてくださった監督や
コーチの方々、自分たちを支え応援してくれる家族、休みを返上し僕たちの練習試合に何度も付き合って
くださった先輩方のおかげで、新潟県６年生選抜交流野球大会で優勝し、全国大会の切符を手に入れる
ことができました。３月には全国大会が行なわれます。チームの目標は「全国制覇」です。そのために限ら
れた時間の中で目的意識をもち一瞬一瞬を大切にして練習に取り組んでいきたいと思います。そして、
今までお世話になった方や応援してくださる方に恩返しができるような結果を残せるように頑張ります。

オール佐渡 代表 小金澤 浩

この度、優秀競技者賞（団体）という素晴らしいを受賞したことを
とても嬉しく思っております。佐渡初の県大会優勝ができたのも、
多くの方々の助けがあって成し遂げられたと思っております。支え、
応援してくださった指導者、保護者、島民の皆様、推薦してくださっ
た佐渡野球連盟の皆様、本当にありがとうございました。
現在、全国大会に向けて佐渡高等学校野球部の室内練習場で頂点に立つための厳しい練習をしてい
ます。小学６年生だけに与えられた、そして勝ち取った全国大会、一生に一度の大舞台！１日も早くコロナ
終息を祈るとともに、寄付金、差し入れをしてくださった島民の皆様に良い報告ができるよう頑張ります。
応援よろしくお願いします。
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【社会体育優良団体者賞】
推薦団体 団体名 主 な 功 績

1 畑野体育協会 バ ラ 組

同団体は、平成初期に結成以降、畑野地区のバスケットボール大会やソフトバレーボール大会、レクリエーション大会
など 各種スポーツ大会に参加する傍ら、平成２２年から令和元年まで１０年の長きにわたり駅伝大会を主催し運営の全て
を担ってきた。
駅伝大会のない畑野地区においてスポーツ活動の推進、地域活性化に果たした役割は多大であり、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3年

JOCジュニアオリンピックカップ全国高等学校陸上競技大会2020
兼 U20全国陸上競技大会 7種競技 第6位

2
佐渡市

中学校体育連盟
土屋 友梨恵 陸上競技 両津中学校3年 JOCジュニアオリンピックカップ全国中学校陸上競技大会2020 女子砲丸投げ 第16位

3 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 日本小学生バドミントンフェスティバル ＩＮくまがや 男子シングルス６年生以下 第１位

【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

平片 海良 陸上競技
佐渡総合高等学校

2年
第50回新潟県高等学校選抜陸上競技大会 男子やり投げ 第1位
第25回北信越高等学校新人陸上競技大会 男子やり投げ 第4位

2 山本 成騎 陸上競技 佐渡高等学校2年 第25回北信越高等学校新人陸上競技大会 やり投げ 第6位

3 林 陽彩 陸上競技 佐渡高等学校2年 第25回北信越高等学校新人陸上競技大会 5000m競歩 第3位

4 中田 有妃子 陸上競技 佐渡高等学校2年 第25回北信越高等学校新人陸上競技大会 7種競技 第7位

5 坂下 新流 空手道競技 佐渡高等学校1年
第40回全国高等学校空手道選抜大会新潟県予選競技大会
男子個人組手 +76㎏級 第2位

6 近藤 慎一郎 空手道競技 佐渡高等学校2年
第40回全国高等学校空手道選抜大会新潟県予選競技大会
男子個人組手 ‐76㎏級 第3位

7 谷口 美祈 空手道競技 佐渡高等学校2年 第40回全国高等学校空手道選抜大会新潟県予選競技大会 女子個人組手 48㎏級 第3位

8
佐渡市

小学校体育連盟

土屋 太偉哉 陸上競技 行谷小学校６年
日清カップ新潟県小学生陸上競技交流大会 共通男子 コンバインドB 第１位

（大会新記録）

9 土屋 斗希桜 陸上競技 行谷小学校６年
第10回新潟県小学生陸上競技選手権大会 小学6年生男子 走幅跳 第1位
日清カップ新潟県小学生陸上競技交流大会 共通男子 コンバインドB 第2位

10

佐渡バドミントン協会

菊田 倖士朗

バドミントン競技

佐渡ジュニア

第26回北信越小学生バドミントン選手権大会 男子5年生以下ダブルス 出場

11 磯部 耀 佐渡ジュニア

12

佐渡水泳連盟

臼木 凛櫻 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
2019年度第42回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会新潟県予選会
16歳 男子200m背泳ぎ 第2位、100m背泳ぎ 第3位

13 石倉 楓太 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
2019年度第42回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会新潟県予選会
14歳 男子50mバタフライ 第3位

14 宇佐美 絢人 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
2019年度第42回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会新潟県予選会
14歳 男子200m自由形 第4位

15 本間 孝汰 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
2019年度第42回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会新潟県予選会
14歳 男子50m平泳ぎ 第4位

16 安藤 僚希 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
2019年度第42回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会新潟県予選会
13歳 男子400m個人メドレー 第2位

17 秋場 夏陽 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
2019年度第42回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会新潟県予選会
12歳 男子200m自由形 第1位、100m背泳ぎ 第2位、200m個人メドレー 第3位

18 池田 妃那 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
2019年度第42回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会新潟県予選会
14歳 女子100mバタフライ 第1位、200mバタフライ 第1位

19 堀口 乃ノ葉 水泳競技 佐渡スイミングクラブ
2019年度第42回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会新潟県予選会
9歳以下 女子50mバタフライ 第3位、50m自由形 第4位

【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73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2位

令和元年度第40回新潟県高等学校バレーボール1・2年生大会 第1位

渡邊 海童（3年） 齋藤 亘孝（3年） 北村 宏樹（3年） 大豆生田 悠稀（3年） 榎 玲緒（3年） 臼杵 大瑛（3年） 末武 寛大（3年）

本田 光希（3年） 大蔵 夢也（2年） 田邉 和真（2年） 高橋 樹（3年） 相田 大気（2年） 林 真孝（2年） 齋藤 怜睦（2年）

中川 大和（1年） 石塚 光（1年） 岩﨑 七海（1年）

2

佐渡市野球連盟

オール佐渡
第13回新潟県6年生選抜交流野球大会 第1位

第4回CBS少年野球 6年生選抜大会 全国大会出場

土屋 太偉哉（6年） 山本 新太（6年） 土屋 斗希桜(6年) 山口 七聖（6年） 中川 友輝（6年） 榎 俊哉（6年） 長井 亮（6年）

平野 秋人（6年） 大地 永純（6年） 北川 陽翔(6年) 村上 瑛太（6年） 木下 遥斗（6年） 齋藤 優伍（6年） 高野 陽佳里（6年）

中込 透青（6年） 田屋 旺祐（6年） 中川 大翔(6年)

3

新穂少年野球団 第7回新潟アルビレックスBCカップ 第3位

土屋 太偉哉（6年） 山本 新太（6年） 土屋 碧斗(5年) 土屋 志道（4年） 土屋 斗希桜(6年) 本田 敬良（5年） 山口 七聖（6年）

本間 壮五（4年） 和田 瑛大（5年） 相田 宏渉（6年） 相田 翔雅(5年) 松田 凛音（4年） 池野 一吹（4年） 松田 大空（4年）

山口 昊士（4年） 石川 祥央（4年） 近藤 球心(4年) 土屋 慧斗（3年） 相田 虹夢(3年)

4

佐渡バレーボール協会

SADO Redseabreams 第18回新潟県ヤングバレーボールクラブ交流大会 優勝

土岐 大成（2年） 川上 颯（3年） 本間 優侑（3年） 坂下 智英（3年） 城家 蘭真（3年） 高橋 里寿夢（2年） 本田 隼士（3年）

石川 吏市（2年） 宇田 将也（3年） 渡部 友響（3年） 坂下 新（2年） 相田 天真（2年） 本間 歩夢（2年）

5

かないJrバレーボールクラブ すこやか北越銀行杯 第32回新潟県小学生バレーボール大会 新潟県大会 準優勝

榎 烈華（6年） 本間 広夢（6年） 長谷川 志杏（4年） 中川 流弥（6年） 高橋 翔太（６年） 須田 匠（6年） 寺澤 一心（5年）

橋本 陸（5年） 本間 大智（5年） 斎藤 結翔（5年） 計良 歩稀（5年） 菊地 隼瑠（4年）
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令和２年度指導者講習会!!
11月8日（日）、サンテラ佐渡スーパーアリーナの柔・剣道場において、オリンピック選手のトレー
ナーとして活躍されたことがある旧真野町出身の伊澤章司様を講師として招聘し、筋力や体幹
を鍛える「トレーニング」をテーマに実技講習会を開催しました。
参加した約120名の受講生は、筋肉や体幹を鍛える実技を交えた講習会に悪戦苦闘しながら
も、トレーニングの強度やその組み立て方など、その効果を実感し明日への指導に活かす確かな
手ごたえを感じ取っていました。

２０２０チャリティーゴルフ大会!!
今年度の佐渡市総合スポーツ大会は残念ながら中止となりましたが、佐渡ゴルフ連盟では６月２１日（日）に、ときの郷ゴル
フクラブで、チャリティーゴルフ大会を開催しました。

結果 優勝：安藤 篤弘、 第２位：坂下 由美子、 第３位：本間 芳晴、 第４位：滝口 伸之
第５位：渡辺 美鈴、 第６位：村岡 誠二

優勝者コメント
「令和２年 春のチャリティーゴルフ大会に参加して」 安藤 篤弘

毎年、４月になるとゴルフを楽しんでいるのですが、今年は新型コロナの
影響で自粛を余儀なくされ６月２１日、今年初のゴルフ大会の参加です。
天候は曇り、風は穏やか、暑くもなく寒くもなく、まずまずのコンディション
での大会になりました。
このゴルフ大会への参加者は１１９名、アウトからのスタートとインからの
スタートに分かれて１８ホールを回りました。
このゴルフ大会の特徴は、チャリティーを目的とした大会です。コースの
途中に障害者の方の作品が展示され、参加者は好きな作品を選び購入してチャリティーをします。このような作品を直接見
る機会はあまりなく、いろいろな作品が展示され興味深く見させていただきました。
気持ちのいい季節に楽しくプレーし、ほんの少しではありますが誰かの役に立つことを行えるこの大会の継続を期待しま
す。最後に、この大会を企画し運営をされた方々に感謝します。ご苦労様でした！ありがとうございました。

㈲伊勢工務店

旅館 浦島

おしゃれハウスナガオカ

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㈱

㈲コンド―システム

齋藤商事㈱

(税)さど会計事務所

佐渡企業㈱

佐渡汽船運輸㈱

佐渡自動車整備㈱

佐渡シルバー人材センター

佐渡精密㈱

㈱佐渡造園土木

佐渡卓球連盟

佐渡ホンダ販売㈱

㈲サンアート

ジー、エム建機リース㈱

スナックバー Ｃ音

(医)至誠堂耳鼻咽喉科医院

㈲新栄電業

清研舎

セコム佐渡㈱

㈱造形社

双峰通信工業㈱

㈱太陽堂

㈲中央設備

㈲辻工務所

㈱ときの郷ゴルフクラブ

㈲中川喜十郎商店

中野建設工業㈱

新潟綜合警備保障㈱

㈱新潟県ビル管理共同公社

日体大新潟県同窓会佐渡地区

㈱日本旅行

パナコスモスオキミヤ

㈱パークドライ

㈱広瀬組

ファミリーフォト

割烹 ふじはら

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

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㈱

渡辺産商㈱

和風スナック野菊

銅 郁夫
浅野 彰
石川 克実

宇治 正明
大谷 直治
岡崎 拓夫

加藤 貴一
五島 達雄
児玉 勝巳

小濱 庸子
坂本 孝明
駄栗毛 寛

土屋 一夫
中川 義彦
仲道 智

中道 康夫
萩原 昌一
備家 保

本間 晋二
本間 健人
松井夫佐子

松田 正実
山岸 善晴
渡邉 秀樹

（50音順、敬称略）

〇 佐渡市スポーツ協会では賛助会員を広く募集しています
当協会の目的や事業にご賛同をいただき、資金的なご支援を賜る賛助会員の募集をし
ています。その支援金（賛助会費）は、子どもたちをはじめ住民の体力・競技力の向上、地
域スポーツや生涯スポーツの振興等に活用させていただいております。
法人・団体会員 年間１口 ５，０００円
個人会員 年間１口 ２，０００円
皆さまの温かいサポートを心からお待ちしております。

■寄付者
ダイドードリンコ㈱

コカ・コーラボトラーズジャパン㈱

伊澤章司


