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平成 28年 2月 21日（日） トキのむら元気館にて平成 27年度の表彰式を開催しました。 

個人の部で 41名、団体の部で 12団体が受賞され、２団体が感謝状を贈呈されました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ＣＯＮＴＥＮＴＳ－ 

●平成 27 年度佐渡市スポーツ協会表彰式   ： P2～P3 

●平成 27 年度佐渡市スポーツ協会表彰者一覧 ： P4～P5 

●佐渡スポーツフェスタ２０１５       ： P6～P7 

●２０１５地域コミュニティ事業       ： P8 

「一般財団法人佐渡市スポーツ協会」のロゴマークが決定しました！！ 

「一般財団法人佐渡市スポーツ協会」のロゴマークを募集したと 

ころ、全国各地より５５名から７６点の応募があり、選考委員に 

よる厳正なる審査の結果、高知県の濱口温男様の左記作品に決定 

し、表彰式にて披露いたしました。佐渡の頭文字「S」をモチー 

フに、躍動感のあるフォルムで市民スポーツの競技力向上、青少 

年の健全育成、高齢者の健康づくりをイメージしています。 

また、さらなる協会の発展と飛躍を表現し、配色は、青=風・ 

海・空、赤=朱鷺色（ときいろ）で佐渡をイメージしています。 

 

平成 28年 3月発行 №2 



ご挨拶 

佐渡市スポーツ協会会長 濱田 毅 

 昨年５月に佐渡市スポーツ振興財団と佐渡市体育協会が統合し、佐渡

市スポーツ協会が誕生しました。佐渡市スポーツ協会発展への思いが込

められた素晴らしいロゴマークがステージに掲げられています。本日は、

記念すべき佐渡市スポーツ協会第１回の表彰式であります。 

 今年度も、県大会、北信越大会、そして全国の舞台で、大勢の選手の

皆さんが活躍してくれました。バドミントン、バレーボール、水泳、空

手道は、新潟県の代表として全国大会に駒を進めました。中でも、バド

ミントンの鴻江君、中山君がダブルスで３位に入賞。水泳では、久々の国体出場を果たした北見君があと一

歩で入賞というところまで迫るなど、佐渡の名を全国に示してくれたことは本当に喜ばしいことであります。 

 さて、今年はリオオリンピックが開催され、４年後は、いよいよ東京オリンピックです。選手の皆さんに

はオリンピックに選手として出場するんだというような大きな夢をもってもらいたいと思うのです。そして、

佐渡の代表、日本の代表として活躍し、佐渡の人々に夢や希望を与えてくれるような選手が生まれることを

期待しております。佐渡市スポーツ協会も選手の皆さんのために出来る限りの支援をしていきたいと考えて

おります。 

 それでは、選手の皆さんが、この受賞を機に、一層のご活躍をされ、来年もまた今年以上の成果を挙げ

て、この表彰式でお会いできますよう、心から祈念申し上げ挨拶を終わります。 

受賞の言葉 

 功労者賞 柴田 邦昭 様（佐渡野球連盟） 

 本日は、表彰の栄誉に浴し感謝の気持ちでいっぱいであります。 

 私が佐渡野球連盟に関わるようになった当時、私共が参加できる大会は３

大会しかありませんでした。昭和４０年代、５０年代は野球が最大のメジャ

ースポーツで、一時は１７チームも登録されていたため、トーナメントで勝

ち上がると１日４試合もありました。選手層の薄いチームの疲労は相当なも

ので、特に投手において顕著でした。 

 平成元年に北見治氏が佐渡野球連盟会長に就任すると同時に私は理事長を

拝命いたしました。リーグ戦方式にすることで選手にはより多くの試合を通

して切磋琢磨し、より技量を高めてもらいたい、投手を大事に育てたい、又、

年間を通じて真のチャンピオンと個人成績を確定できるとの思いが強くありましたので、理事会一致で実現

をみました。そして、長く野球競技者として関わってもらいたいとの思いから、４０才代・５０才代・６０

才以上が出場する特別ルールのシニア野球大会を作り、私も一選手として参加しております。 

 自慢話になりますが、理事長職の１３年間、野球連盟の主催大会・後援大会のほぼ全試合に立ち会ってお

り「我ながら良くやれた」と自分を褒めてやりました。その間大過なく務められましたのも野球連盟の北見

前会長はじめ役員・審判部・事務局・選手の皆様のご支援・ご協力があってのことと感謝いたしております。 

 功労者賞の報せを受け、栄えある賞を受賞する喜びと同時に恐縮の思いでもありました。 
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先ほど濱田会長から協会の新しいロゴマークの入った表彰状と楯をいただき、お祝いの言葉と共に「競技

者として、指導者として、佐渡市の市民のスポーツによる健康づくり・仲間づくりにさらなる尽力を」との、 

メッセージが込められているようでもあります。佐渡野球連盟のさらなる発展と佐渡のスポーツ振興に少し

でも貢献したいと思っております。 

 結びに、このような受賞の機会を賜りました佐渡市、佐渡市教育委員会、佐渡市スポーツ協会をはじめ

とするご参会の皆様方、そして私たちがこれまでご指導・ご支援を賜りました方々に、受賞者を代表して

厚くお礼を申し上げ謝辞に代えさせていただきます。 

 

特別優秀競技者賞 北見 優帆 様（水泳競技 佐渡高等学校３年） 

 この度はこのような素晴らしい賞をいただき光栄

です。本当にありがとうございます。「特別優秀競技

者」としての受賞は初めてでしたので、とても嬉しい

です。 

 私は今年、新潟県代表として、競泳競技で国民体育

大会に参加させていただきました。初めての全国大会

でしたので緊張しましたが、国内のトップ選手を間近

で見ることができ、非常に貴重な経験ができたと思い

ます。また、多くの人と知り合い、親睦を深めたり、仲間と団結してチームと

して戦う大切さを感じたりもしました。 

 このような経験から学んだことを、これからの人生に活かせていけたらいい 

と思います。この度は、本当にありがとございました。 

 

特別優秀競技者賞 伊藤 歩花 様、伊藤 舞衣 様（バドミントン競技 両津中学校３年） 

私たちは、小学校２年生からダブルスを組んでいます。最

初はジュニアクラブだけの練習でしたが、小学４年生のころ

から自主練習も始めました。練習時間も長くなり、練習内容

もきつくなりました。私たちは、そんな練習に毎日休まず取

り組みました。 

 そして今年度、新潟県大会の決勝へ進みました。そこでは、

柏崎東中学校のペアに負け、２位という結果を残しました。北信越大会では、準

決勝で富山県の和合中学校のペアに負け、全国大会出場権をかけて３位決定戦に

臨みました。３位決定戦の相手は、県大会で負けた柏崎東中学校のペアでした。

このペアとは、大会で当たるといつも負けていました。しかし、バドミントンの

プレイ中は仲の悪い私たちですが、全国大会をかけたこの試合で初めて団結し、

気持ちをひとつにして柏崎東中学校のペアに勝つことができました。全国大会で

は、２回戦負けでいい結果は残

せませんでしたが、目標として

いた全国大会に出場することが

できてよかったです。 

 今年度の成績により、佐渡市

スポーツ協会の表彰式に呼んでいただき、このような賞を

いただけたことをとてもうれしく思います。ありがとうご

ざいました。 
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平成２７年度 一般財団法人 佐渡市スポーツ協会 表彰者一覧 

 
推薦団体 団体名 主　な　功　績

1 佐渡野球連盟 佐渡野球連盟

　平成元年から平成13年までの13年に渡り、佐渡野球連盟の理事長として、佐渡の野球界
発展のためご活躍いただき、その後も、佐渡野球連盟参与として、連盟運営にご尽力いた
だいている。　また今年で第25回となった、佐渡野球連盟リーグ戦大会の発起人であり、そ
の功績が非常に大きいため、功労者賞として推薦した。

推薦団体 主　な　功　績

1 佐渡市スポーツ協会

　佐渡市の青少年のスポーツ選手の国内はもとより、海外との交流を含めた選手育成強化
事業の活性化を目的として、多額の寄付金を賜った。
　今年度は、佐渡バドミントン協会の全国大会への出場・韓国インチョン市との国際交流、
佐渡空手道連盟の全国大会への出場・講習会の実施、佐渡市スポーツ協会・佐渡野球連
盟・佐渡サッカー協会による「佐渡スポーツフェスタ2015」の開催に助成金を活用させてい
ただき、佐渡市の青少年の選手育成強化・指導者の育成に効果をあげることができた。

2 佐渡バドミントン協会

　日本で最も権威のあるバドミントン日本リーグを佐渡で開催するため、平成27年6月に佐
渡バドミントン協会の内部組織として立ち上げ、大会開催の準備として、日本バドミントン協
会をはじめ新潟県バドミントン協会、佐渡市等と協力を重ね開催地を視察するなど、開催に
向けて努力された。大会当日は1,300名を超す入場者を数え、島外からも200名程度の入
場者があり、参加選手には世界チャンピオンの桃田選手をはじめ有名選手が参加し、アトラ
クションでは鼓童の出演もあって大いに盛り上がった大会となった。
　今大会はバドミントン協会が佐渡市に対するバドミントン競技への理解、普及を目的に企
画したものであるが、マスコミを通じて有名となった桃田選手を見るためスポーツになじみの
ない市民も来場した様子で、バドミントン関係者以外の観客も多かった。一流のスポーツ選
手の試合を見ることで、市民にスポーツに関心をもってもらい、スポーツ全体の普及に役立
つ大会であった。

推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名 主　な　成　績

1 佐渡水泳連盟 北見　優帆 水泳競技 佐渡高校３年 平成27年度和歌山国体　少年A800ｍフリーリレー出場

第36回北信越中学校総合競技大会　バドミントン大会女子ダブルス　第3位

平成27年度全国中学校体育大会　第45回全国中学校バドミントン大会出場　1回戦突破

第36回北信越中学校総合競技大会　バドミントン大会女子ダブルス　第3位

平成27年度全国中学校体育大会　第45回全国中学校バドミントン大会出場　1回戦突破

推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名 主　な　成　績

1 中田　有妃子 水泳競技 両津小学校６年 第9回新潟県小学生屋内選手権水泳競技大会　女子100ｍ平泳ぎ　第4位　1’25”66

2 山本　妃良梨 空手道競技 金井小学校６年 第15回全日本少年少女空手道選手権大会新潟県予選会　6年女子組手　準優勝（北信越大会出場）

3 渡邉 　廉 空手道競技 両津小学校５年 第31回新潟県少年少女空手道選手権大会　小学生5年男子組手　第3位（北信越大会出場）

4 笠井　凌介 陸上競技 両津中学校２年 第46回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会　男子砲丸投　第3位　記録　11.84ｍ

5 仲川　真梨亜 陸上競技 金井中学校３年 第46回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会　女子砲丸投　第3位　記録　10.99ｍ

6 藤井　洸一郎 陸上競技 南佐渡中学校１年 新潟県ジュニアオリンピック標準記録突破会　Cクラス男子　100mH優勝　記録　15秒18

7 藤井　佑一郎 陸上競技 南佐渡中学校１年 新潟県ジュニアオリンピック標準記録突破会　Cクラス男子　走幅跳　準優勝　記録　5ｍ51

第44回新潟県高等学校選抜バドミントン大会　女子ダブルス　第3位

国体候補選手選考会　少年女子シングルス　第4位

9 鴻江　佑芽 バドミントン競技 佐渡高校２年 第44回新潟県高等学校選抜バドミントン大会　女子ダブルス　第3位

10 松永　恵介 陸上競技 佐渡高校３年 平成27年度新潟県高等学校総合体育大会陸上競技大会　男子八種競技　第3位（北信越大会出場）

11 長野　拓也 陸上競技 佐渡高校３年 平成27年度新潟県高等学校総合体育大会陸上競技大会　男子やり投　第4位（北信越大会出場）

12 松本　海 陸上競技 佐渡高校２年 平成27年度新潟県高等学校県選抜陸上競技大会　男子200ｍ　第4位(北信越大会出場）

13 高津　啓大 陸上競技 佐渡高校２年 平成27年度新潟県高等学校県選抜陸上競技大会　男子八種競技　第4位(北信越大会出場）

14 村川　由利子 陸上競技 佐渡高校２年 平成27年度新潟県高等学校県選抜陸上競技大会　女子5000ｍW　第3位(北信越大会出場）

15 渡邉　侑弥 空手道競技 佐渡高校３年 平成27年度新潟県高等学校総合体育大会空手道大会　男子個人形　第3位（北信越大会出場）

16 佐渡市剣道連盟 遠藤　廉士 剣道競技 二宮小学校４年 第38回全国スポーツ少年団剣道交流大会新潟県予選会　小学4年生以下　第3位

17 中川　翔 柔道競技 畑野柔道教室 第18回ＢＳＮ少年柔道選手権大会　小学4年生男子　40kg級　優勝

18 北見　凜夏 柔道競技 佐和田柔道スポーツ少年団 第35回新潟県スポーツ少年団総合体育大会　第46回柔道大会　小学生5.6年女子+50kg級　優勝

19 佐渡空手道連盟 宇佐見　真央 空手道競技 沢根小学校４年 第58回小学生中学生全国空手道選手権大会新潟県予選会　小学4年女子形の部及び組手の部　第4位　

20 田中　涼太 水泳競技 佐渡総合高校２年 第48回北信越高等学校選手権大会水泳競技　男子100ｍ自由形出場

21 盛山　珠希 水泳競技 佐渡スイミングクラブ 第9回新潟県小学生屋内選手権水泳競技大会　女子200ｍ自由形優勝

　　【功労者賞】

氏 名

柴田　邦昭

　　【感謝状】

団体名

佐渡南ロータリークラブ

バドミントン日本リーグ2015
佐渡大会実行委員会

【特別優秀競技者賞】

2
佐渡市

中学校体育連盟
伊藤　歩花 バドミントン競技 両津中学校３年

3
佐渡市

中学校体育連盟
伊藤　舞衣 バドミントン競技 両津中学校３年

　【優秀競技者賞】【個人】

佐渡市
小学校体育連盟

佐渡市
中学校体育連盟

8

高等学校体育連盟

青木　香織 バドミントン競技 佐渡高校２年

佐渡柔道連盟

佐渡水泳連盟
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22 川上　匠 第24回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会　6年生以下ダブルス　優勝　

23 齊藤　涼磨 北信越地区予選会　第3位　　全国大会出場

24 鴻江　翔伍 第24回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会　5年生以下ダブルス　優勝　

25 中山　結斗 北信越地区予選会　準優勝　　全国大会　第3位

第24回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会　5年生以下シングルス　準優勝　

北信越地区予選会出場　　全国大会県別対抗団体戦出場

27 大山　翔愛 第24回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会　5年生以下ダブルス　第3位　

28 引野　海里 同北信越地区予選会　第5位

29 山城　拓也 第24回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会　4年生以下ダブルス　第3位　

30 村上　光希 同北信越地区予選会出場

31 鬼　菜々美 第24回全国小学生バドミントン選手権大会新潟県予選会　5年生以下ダブルス　第3位　

32 川端　秀美 同北信越地区予選会出場

推薦団体 氏　　名 種　目 学年・団体名 主　な　成　績

1 安藤　夏代 水泳競技 佐渡水泳連盟 日本スポーツマスターズ2015　50m平泳ぎ第6位　100m平泳ぎ　第7位

2 池亀　政彦 水泳競技 佐渡水泳連盟 日本スポーツマスターズ2015　50m自由形第7位　100m自由形第4位　200mフリーリレー第8位

3 佐藤　秀二 水泳競技 佐渡マスターズ水泳クラブ 新潟県マスターズ水泳大会　50mバタフライ優勝

4 藤井　直輝 水泳競技 佐渡マスターズ水泳クラブ 新潟県マスターズ水泳大会　100m自由形優勝　200m自由形優勝

5 堀江　真理 水泳競技 佐渡マスターズ水泳クラブ 新潟県マスターズ水泳大会　25m自由形優勝

　【奨励競技者賞】【個人】

佐渡水泳連盟

　【優秀競技者賞】【団体】

1
佐渡市

中学校体育連盟

両津中学校バドミントン部 第46回新潟県中学校総合体育大会バドミントン大会　女子団体戦　第3位

　伊藤　歩花（３年）　　伊藤　舞衣（３年）　　菊池　真依（３年）　　山﨑　茉衣（３年）　　池　亜由美（３年）　　榎　百愛（１年）

佐渡バドミントン協会

バドミントン競技 佐渡ジュニア

バドミントン競技 佐渡ジュニア

バドミントン競技 佐渡ジュニア

バドミントン競技

26 佐々木　大樹 バドミントン競技 佐渡ジュニア

バドミントン競技 佐渡ジュニア

佐渡ジュニア

2 高等学校体育連盟
佐渡高等学校男子空手道部 平成27年度新潟県高等学校総合体育大会空手道大会　男子団体形　第3位（北信越大会出場）

　渡邉　侑弥（３年）　　伊藤　龍矢（２年）　　加藤　大雅（２年)　　池　凌真（２年）

3 高等学校体育連盟
佐渡高等学校女子空手道部

平成27年度新潟県高等学校総合体育大会空手道大会　女子団体組手　第3位（北信越大会出場）

第35回全国高等学校空手道選抜大会新潟予選会　女子団体組手　第2位（北信越大会出場）

　渡辺　さつき（２年）　　金子　由依（２年）　　石塚　未悠（２年）　　山本　亜莉沙（１年）　　渡邉　瑞生（１年）

4 高等学校体育連盟

佐渡高等学校
バドミントン部

第68回新潟県高等学校総合体育大会女子バドミントン競技大会　学校対抗戦　第3位　北信越総合体育大会出場

第44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２位　　北信越選抜大会出場

　石塚　綾美（３年）　　本間　涼香（３年）　　服部　美希（３年）　　岩崎　藍（３年）　　青木　香織（２年）　　鴻江　佑芽（２年）　

　前田　容（２年）　　藤原　奈生（２年）　　福田　愛深（２年）　　上杉　志保（１年）　　大倉　真央（１年）

5 高等学校体育連盟

佐渡総合高等学校
男子バレーボール部

第35回新潟県高等学校バレーボール1・2年生大会　　第3位

第15回北信越高等学校新人バレーボール大会出場

　下坂　蓮（３年）　　猪俣　士（３年）　　小田　明雅（２年）　　田中　優真（３年）　　渡辺　啓斗（３年）　　計良　雅（３年）

　小杉　和也（３年）　　半田　透馬（２年）　　羽藤　和平（２年）　　山下　泰希（３年）　　伊藤　賢太（３年）

　計良　友貴（３年）　　高井　真彦（２年）

6 佐渡空手道連盟

文部科学大臣杯　第58回小学生中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　宇佐見　真央（４年）　　河原　未和（３年）

7 佐渡空手道連盟
佐渡空手道連盟 内閣総理大臣杯　第58回全国空手道選手権大会新潟県予選　一般団体形　準優勝

　高野　一規　　　　木下　貴夫

8 佐渡バドミントン協会

佐渡ジュニア男子 第31回若葉カップ全国小学生バドミントン大会　男子団体　第5位（新潟県予選会１位）

　川上　匠（６年）　　齊藤　涼磨（６年）　　佐々木　大樹（５年）　　鴻江　翔伍（５年）　　中山　結斗（５年）　　

　大山　翔愛（５年）　　引野　海里（５年）　　山城　拓也（３年）　　村上　光希（３年）

9 佐渡バドミントン協会

佐渡ジュニア女子 第31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　女子団体　第3位　

　横山　未来（６年）　　山口　絢加（６年）　　鬼　菜々美（５年）　　川端　秀美（５年）　　柴原　由美子（５年）　

　柴原　君枝（５年）　　畑中　彩実（５年）　　三浦　耀子（４年）　　三国屋　萌（４年）

　松木　一弘　　土屋　一希　　本間　光伸　　坂井　丈　　丹穂　亮太　　兵庫　将和　　中瀬　翔太　　橋本　康士　　小林　弘英

　渡邉　悠　　齋藤　恭俊　　秋山　翔吾　　笹本　郁也　　北　浩太郎　　橋本　健二　　大塚　悠史　　下坂　蓮

第35回全日本９人制バレーボールクラブカップ選手権　決勝トーナメント進出

全日本９人制バレーボール総合男子選手権大会新潟県予選会　第3位

第37回新潟県空手道選手権大会　小学低学年女子団体組手　第3位
佐渡空手道連盟

12 佐渡バレーボール協会

両津ひかり 越後製菓カップ2015新潟県ママさんバレーボール選手権大会　優勝

　松田　里江　　　山本　加納子　　　川端　早苗　　　後藤　久仁子　　　土屋　純子　　　萩田　里実　　　中川　美絵

　丹穂　沙耶香　　　大澤　浩子　　　余田　かおり　　　野口　里子　　　中川　郁子

11 佐渡バレーボール協会

10 佐渡バレーボール協会

かないＪｒ
ファミリーマートカップ第35回全日本バレーボール小学生大会新潟県予選会　第3位

第28回北信越小学生バレーボール大会出場（ベスト８）

　林　真孝（６年）　　大蔵　夢也（６年）　　田邉　和真（６年）　　北見　天（６年）　　近藤　翔（６年）　　岩﨑　七海（５年）

　本田　隼士（４年）　　川上　颯（４年）　　髙橋　里寿夢（４年）　　羽藤　樹（２年）　　大平　弦（２年）

ＮＩＮＥＳ

全日本９人制バレーボールクラブカップ選手権大会新潟県予選会　第2位

第85回全日本９人制バレーボール総合男子選手権　決勝トーナメント進出



 

－青少年スポーツ選手の障害防止と選手･指導者の育成、市民スポーツの活性化を図る－ 

 平成２７年１２月１２日（土）～１３日（日）に『佐渡スポーツ 

フェスタ２０１５』を開催し、延べ１，０００人以上の皆様に 

ご参加いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－６－ 

特集 ：  

第３部 トークショー（アミューズメント佐渡大ホール） 

■ 中畑清＆福西崇史トークショー 

 ゲスト：プロ野球・前横浜 DeNA 監督 中畑清様 

     サッカー元日本代表      福西崇史様 

  ＭＣ：スポーツキャスター      出光ケイ様 

第２部 スポーツ障害対応＆身体ケア 

（サンテラ佐渡スーパーアリーナ） 

■ スポーツ医事相談 

■ 野球ヒジ超音波検診 

■ 小学生からの選手育成のための医学的提言 

■ 身体ケアと強化講習＆ストレッチングセミナー 

講師：新潟リハビリテーション病院 

山本院長、理学療法士 

    新潟大学 望月整形外科医 

    佐渡病院 鈴木整形外科医、理学療法士 

■ ボディーバランス＆ヒモトレーニング 

講師：小関アスリートバランス研究所 

／オリンピック強化コーチ 小関代表 

■ アドバイスコーナー 

第４部 スポーツ講習会 

■ 中畑清 野球教室（佐渡高校体育館） 

■ 福西崇史 サッカー教室（相川体育館） 

■ バドミントンフォーム分析（金井中学校体育館） 

西野工学博士 

第１部 科学分析（佐渡高校室内練習場） 

■ 投球動作分析 

 講師：新潟県スポーツ医科学センター 西野工学博士 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－７－ 

野球教室／サッカー教室・トークショーを終えてみてどんな感想をもたれましたか？ 

未来ある子どもたちにアドバイスをお願いします。 

佐渡市スポーツ協会へのアドバイスをお願いします。 

中畑清さん 

トークショーは、親子の方とか非常に素直に聞いても

らって、笑いありでやりやすかった。やっていて楽しか

ったので、絶対聞いている人も楽しんでもらえたと思

う。勉強になるポイント・理解してもらいたい話もでき

て実りあるトークショーだった。 

野球教室は、みんな素直。普通は必ずいる意固地な人

がいなかった。純朴で、佐渡の風情が残っている古きよ

き時代の小学生、中学生の印象で、非常にやりがいがあ

りました。 

福西崇史さん 

最初はみんな恥ずかしがって、意見とかが出なかったで

すが、それは私たち誰でもあります。でも、うまくなりた

い気持ちは伝わってきます。 

自分の思いをプレーでも、行動でも、言動でも、しっか

り意識をもってやればいいと思います。 

やればできるというのが今日のサッカー教室で、意識し

て取り組むことで最初と最後ではだいぶ違っていました。

しっかり意識して取り組めば成長するものです。 

中畑清さん 

 野球に限らずどんな競技でも、結果が出なかったり、怪

我をしたり、故障したりすると続けることをやめてしまう

子どもがいるね。僕は、続けてほしいと思うんだ。何の競

技でもいいから、スポーツは続けていってほしいと思う。

何の競技でもいい、変わったとしてもいろんな経験をしな

がら汗を流す環境だけは忘れないでもらいたい。学業と共

に文武両道の「武」の継続をしていって、成長していって

ほしいと願っています。 

福西崇史さん 

サッカーはどこでもボールがあればできますし、グラ

ウンドがあればできます。友達がいればできます。一人

でもできます。ボールにどれだけ触るか、練習するかで

成長が大きく決まります。 

スポーツで仲間も広げられるし、遊びも広げることが

できます。それは、社会にも繋がります。 

一人ひとり実力が違うし、考えも違います。 

自分をしっかりともって、目標・夢をもって、取り組ん

でもらいたい。 

中畑清さん 

 日本では、野球とかはメジャー扱いされていて、浸透し

ているけどね。マイナーな競技団体に質問を受けたが、

枝・葉の部分も網羅しながら協力体制を作っていってもら

いたい。 

 施設もそうだろうと思うけど、いろいろな地位向上とい

うものを模索しながら協力体制を作っていってほしいと思

う。スポーツを盛り上げていってもらいたいな。 
福西崇史さん 

僕も含めて大人の人たちがどういうことで子どもたちに

手助けできるかだと思います。 

 ハード面でもそうですし部活動面においても、私たち大

人が子どもたちをしっかりサポートしていかなければなら

ないと思います。親や周りの大人たちみんなが子どもたち

を助け、成長をしっかり見守っていくかで、大きく変わっ

て行くかと思います。みんなで力を合わせてやっていけば

よいかと思います。 

中畑清さん＆福西崇史さん インタビュー 



 

 

 

■ この事業は、地区体育協会が主催し、スポーツによる元気な地域づくりを目指す事業です。 

■ 地域のスポーツ推進にたずさわってる関係者が、協力して実施した事業です。 

（関係者とは、地区のスポーツ推進委員の皆さん、地区のスポーツ行政にたずさわっている方々、 

そして、地区の体育協会のメンバーです。） 

■ 誰もが楽しく、気軽に楽しめるカローリングに挑戦しました。その様子をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－８－ 

＜佐渡市スポーツ協会 賛助会員＞ 

◆ダイドードリンコ株式会社    ◆佐渡ホンダ販売株式会社    ◆株式会社太陽堂     

◆一般社団法人真野自然活用村公社 ふれあいハウス潮津の里     ◆有限会社サンアート                     

◆いせや新館   ◆ホテル ニュー桂   ◆株式会社北雪酒造   ◆有限会社佐渡薬品 

◆税理士法人さど会計事務所   ◆ティーズファクトリー   ◆パナ・コスモスオキミヤ 

◆有限会社千代富屋 ◆佐渡スキー協会 ◆佐渡卓球連盟 ◆相川体育協会 ◆両津体育協会               

特集 ：  

     編集・発行／一般財団法人 佐渡市スポーツ協会 スポーツ推進係 

発行責任者：一般財団法人 佐渡市スポーツ協会 会長 濱田 毅 

◆〒９５２－０００５ 新潟県佐渡市梅津２３４３－１ 両津総合体育館内 

ＴＥＬ：０２５９－２７－７０８０  ＦＡＸ：０２５９－２７－７０９２ 

◆〒９５２－０３１２ 新潟県佐渡市吉岡１６７５ 佐渡スポーツハウス内 

ＴＥＬ：０２５９－６７－７５１０ ＦＡＸ：０２５９－５５－４０３５ 

公式ホームページ：http//www.scsf.jp/ 

              メールアドレス：sado-taikyou@scsf.jp ：info@scsf.jp 

＜地域の人の結び付きをスポーツによって少しでも深めたり、広めたりする一役を担いたい＞ 

この事業は、そのような願いが込められています。 

 

相川地区  

大浦ニュースポーツ体験会 

真野地区 真野体育協会交流会 羽茂地区 カローリング体験会 

両津地区 河崎小 職場交流 金井地区 カローリング講習会 

新穂地区 カローリング体験会 

佐和田地区 カローリング講習会 

赤泊地区 カローリング体験会 

畑野地区 カローリング講習会 

小木地区 少年野球チーム 

・シニアチーム交流会 
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