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「第１１回大会に参加して」
ヴェルメリオ 駒形 聡史
本年度の佐渡市総合スポーツ大会
「サッカーの部」は６月４日、７月
９日、30日の３日間に渡って全６
チームで争われました。
私が所属するヴェルメリオは昨年
のリーグ戦で優勝している為、シー
ドで７月９日の準決勝からの参加で
した。準決勝、決勝共に苦戦を強い
られましたが、なんとか初優勝する
ことができました。
チームの皆さんはもちろんですが、
試合の疲労を考慮して日程を考えて
くださった運営スタッフの方々にも
大変感謝しています。これからも
リーグ戦、フットサルと試合は続き
ますが、どんどんタイトルを狙って
頑張りたいと思います。
最後になりますが、本大会の苦し
い試合を通じて改めて仲間の大切さ
を痛感しました。これからもお互い
に支えあい一生懸命プレーすること
で、佐渡のサッカーの発展に貢献し
ていきたいと思っています。

〇開催日
〇会場
〇参加者数
〇結果
1位
2位
3位

： 平成29年6月4日（日）、7月9日（日）、30日（日）
： 真野豊田多目的グラウンド、佐渡市陸上競技場
： 90名（6チーム）
総合成績
個人表彰
ヴェルメリオ
ＭＶＰ 駒形 聡史（ヴェルメリオ）
佐渡蹴人俱楽部
ＭＩＰ 内田 貴久（佐渡蹴人俱楽部）
Ｇ－Ｗｉｎｇｓ
ＢＧＫ賞 野田 侑佑（ヴェルメリオ）

得点王
木津 範顕（G-Wings)、長谷川 智也（G-Wings)、秋葉 優（デストロイヤーＦＣ）
池田 清太郎（デストロイヤーＦＣ）、河内 敏也（デストロイヤーＦＣ）

テニス
〇開催日
： 平成29年6月25日（日）
〇会場
： 真野公園テニスコート
〇参加者数 ： 26名
〇結果 男子Ａ
1位 安藤 哲也 (佐和田ＴＣ）
2位 小須田 哲志 （テニスチームトライ）
3位 田中 建乃介 （テニスチームトライ）
3位 木下 和重 （テニスチームトライ）

1位
2位
3位

男子Ｂ
塩 准紀 （テニスチームトライ）
坂口 雄大 （両津アップルＴＣ）
中嶋 達也 （ＩＢ－ウィングＴＣ）

1位
2位
3位
3位

男子45歳以上
八幡 敏男 （佐和田ＴＣ）
長田 善隆 （真野ＴＣ）
南藤 和文 （テニスチームトライ）
磯野 征巳 （両津アップルＴＣ）

1位
2位
3位

女子Ａ
山本 悦子 （佐和田TC）
高野 佳子 （佐和田TC）
出崎 弘美 （テニスチームトライ）

－２－

「第１１回佐渡市総合スポーツ大会
(硬式テニス)に参加して」
塩 准紀
６月２５日、時折小雨の梅雨らしい空
の中、真野公園テニスコートで開催され
ました。
私が硬式テニスを始めたのは社会人に
なってからでした。中学、高校と６年間
軟式テニスを経験し、多少違いはあるも
のの、どうにかなるだろうと軽い気持ち
で最初はプレーしました。
しかし現実はまったくの別物で、ボー
ルを相手に打ち返すことさえ難しい競技
だと痛感し、毎週の練習では自分の思い
通りのプレーが全く出来ませんでした。
何がダメなのか考えていると、同じ
チームの皆さんや他のチームの方々が優
しくアドバイスをしてくださり、練習日
以外も球出しや相談に乗ってくださり、
初めは無力だった自分が、Bクラスで優勝
するまで成長することができました。
この結果を残すことができたのも、一
緒に練習してくれた皆さんのお力添えが
あったからです。
これからも感謝の気持ちと初心を忘れ
ず、生涯スポーツとして、佐渡のこれか
らのテニス発展に努めていきたいと思い
ます。

バスケットボール
〇開催日 ： 平成29年6月10日（土）、11日（日）
〇会場
： 両津総合体育館
〇参加者数： 男子 208名(11チーム)、女子 91名(5チーム)
〇結果
男子
女子
1位 ７８ＥＲＳ
1位 白陵クラブ
2位 白陵クラブ
2位 相川クラブＡ
3位 フレックス
3位 佐渡高校
3位 相川クラブＡ
3位 ＴＷＯ

「第11回佐渡市総合スポーツ大会
（バスケットボール）に参加して」
78ERS 親松 健太
日々の練習が、優勝という結果につながり大変嬉しく
思います。
振り返ってみると、接戦も多く、簡単な試合は一つも
ありませんでした。負けてもおかしくない試合もありま
したが、出場している５人もベンチメンバーも、チーム
一丸となって戦えたからこそ、優勝できたと思います。
また、こうして大会や練習に参加できるのも、家族の
サポートがあるからです。良い仲間、環境に恵まれてバ
スケットができていることを再認識しました。
来年も優勝できるよう、連覇を目指して頑張ります。

卓球
〇開催日 ： 平成29年6月18日（日）
〇会場
： サンテラ佐渡スーパーアリーナ
〇参加者数 ： 36名（18チーム）
〇結果 ペア戦 ： 男子の部
1位 伊藤 晃一、風間 貞則（両津クラブ）
2位 川上 大地、長島 加奈（島国ＮＴ）
3位 鈴木 浩紀、平野 越琉（佐渡高校）
3位 臼杵 章真、青野 世瞳（赤泊クラブ）

1位
2位

ペア戦 ： 女子の部
高橋 みやこ、佐藤 華子（真野クラブ）
山本 麻以、寺島 琴乃（佐渡高校）

－３－

「卓球ペア戦に参加して」
伊藤 晃一
本年度は6月18日(日)にサンテ
ラ佐渡スーパーアリーナで行われ
ました。
本大会は、二人でシングルス２、
ダブルス１を行い、ほとんどの試
合でダブルスを飾ったペアが勝利
しました。
今年は、ダブルスでパートナー
の良さを引き出すにはどうしたら
よいかをお互い考え、成果を出す
ことができました。
来年も若い選手との対戦を楽し
みに参加したいと思います

シニア野球
〇開催日 ： 平成29年6月25日（日）
〇会場
： サンスポーツランド畑野野球場、佐和田野球場
〇参加者数 ： 154名（7チーム）
〇結果 総合成績
個人表彰
1位 真野シニア
最優秀選手賞 本間 清貴 (真野シニア）
2位 相川シニアベースボールクラブ
敢闘賞 濱田 真敬 (真野シニア)
敢闘賞 岩部 栄一 （相川シニアベースボールクラブ）
「シニア野球大会に参加して」
真野シニア
本間 清貴
今年の大会は７チームが参加し、２つのリーグに
分かれて各チーム２試合を行い、各リーグで熱戦が
繰り広げられました。
私事ですが、今年で真野シニアの監督を仰せつ
かって１４年目になります。毎年このシニア野球大
会が年１回の楽しみで、メンバーの皆も、若手から
ベテランまで野球好きなメンバーがこの日に都合を
つけて集まってくれるので、メンバー皆に感謝する
とともに、監督冥利につきます。
私は今大会、バックの好守にも助けられ、たまた
ま２試合とも勝利投手になることができ、ＭＶＰを
いただきましたが、これはメンバー皆で打って、
走って、守ってくれたお陰だと思っております。
私はピッチャーですが、持ち球は、ＭＡＸ８０キ
ロのストレートと５０キロ台のカーブでのコンビ
ネーションが私の投球スタイルです。この歳になっ
ても、このスピードでも楽しくプレーでき、尚且つ
勝利することができれば、『これぞ生涯スポーツ』
生涯現役として頑張りたいと思います。
最後に、今大会の主催者であります佐渡市スポー
ツ協会、今大会の運営をしていただいた佐渡市野球
連盟の皆様方に感謝申し上げるとともに、今後皆様
方の益々のご発展を祈念いたします。

ソフトバレーボール
〇開催日 ： 平成29年6月25日（日）
〇会場
： 両津総合体育館
〇参加者数 ： 168名（26チーム）
〇結果 一般の部
トリムの部
1位 奥飛騨慕情・壱 1位 佐和田 Ａ
2位 奥飛騨慕情・弐 2位 佐和田 Ｃ
3位 佐和田 Ｘ
3位 佐和田 Ｂ
3位 ＩＢＩＳ
3位 ＮＫ両津 Ａ

「ソフトバレーボール大会に参加して」
佐和田Ａ 倉田 勝時
この大会は、「佐和田Ａ」チームで参加させていただき、
トリムの部で優勝することができました。ここ最近、いろい
ろなスポーツ等で優勝するという経験がなかった私にとって
今回の優勝は本当にうれしく、一生の思い出となりました。
体を動かしたいという単純な理由からソフトバレーを昨年の
10月から始めましたが、始める前は、ボールが硬くないし、
ネットも低いから難しくはないだろうと軽い気持ちで始めて
みたものの、実際にやってみると、意外に奥の深いスポーツ
であることがわかり、特に団体競技の経験が乏しい私にとっ
て、個々の技術はもとより、チーム力の和が最も重要である
ことが今回の大会も含め、体感することが出来ました。
最後に、今回優勝させていただきましたが、超初心者の私
にやさしく指導してくださった佐和田チームの皆様に感謝申
し上げます。

－４－

ソフトテニス

〇開催日 ： 平成29年7月9日（日）、15日（土）
〇会場
： 佐渡スポーツハウス・テニスコート
〇参加者数 ： 高校・一般の部 94名、中学1年の部 72名、中学2年の部 80名
〇結果 中学1年生の部（男子）
中学1年生の部（女子）
1位 越前 康太・金子 樹（南佐渡中）
1位 磯野 心美・中田 栞里（佐渡中等）
2位 山口 晋汰・渡邊 廉翔（新穂中）
2位 金子 綾花・平片 ちづる（真野中）
3位 河島 徹拓・磯野 直哉（金井中）
3位 金子 陽香・市橋 麗乃（新穂中）
3位 渡邉 康介・磯野 直哉（金井中）
3位 佐野 千晶・隅田 珠依莉（佐和田中）

「佐渡市総合スポーツ大会
ソフトテニス大会に参加して」
佐渡高校ソフトテニス部 佐々木 基
3年生が抜け新チームとなって初めて
の大会ということもあり、優勝したいと
いう気持ちがとても強かったです。
自分は佐渡高校ソフトテニス部の副部
長を任され、3年生が抜けてから自分が
お手本にならなければいけないと思い、
練習を人一番がんばってきたし、佐渡の
中での大会なので勝って当然という気持
ちで挑みました。佐渡で負けているよう
だったら新潟県の高校の選手たちには勝
つことができないと思い、とてもプレッ
シャーのかかる試合となりました。
2回戦と3回戦では、ファーストサーブ
やトップ打ちが入らずに苦しい試合と
なったが、それでもリラックスしてのび
のびとプレーしたことで勝てたのは今後
に生かせると思いました。準決勝ではと
ても集中してプレーができ、目立ったミ
スがなく完璧なプレーで勝つことができ
ました。決勝では負けてしまい、自分の
力不足を思い知らされた結果となり、自
分の課題が見つかったので、今回の大会
の反省をふまえて今後の練習をがんばろ
うと思います。

1位
2位
3位
3位

中学2年生の部（男子）
渡邉 唯 ・猪俣 颯太（金井中）
鈴木 宏弥・本間 樹生（金井中）
伊藤 達也・飯田 朗（新穂中）
後藤 結生・土屋 瑛史（新穂中）

1位
2位
3位
3位

高校・一般の部（男子）
河内 司 ・佐久間 圭吾（羽茂クラブ）
佐々木 基・曽我 昂生（佐渡高）
在田 哲朗・菊地 裕崇（羽茂クラブ）
後藤 怜 ・吉田 陸 （佐渡高）

1位
2位
3位
3位

中学2年生の部（女子）
一色 凛香・佐々木 美翔（真野中）
逸見 心美・金岡 結喜（真野中）
藤井 美羽・藤井 音寧（金井中）
川上 聖子・野口 智帆（新穂中）

1位
2位
3位
3位

高校・一般の部（女子）
本多 愛音・齋藤 更紗（新穂中・佐渡中等）
中村 好花・粕谷 真由季（佐渡中等）
本多 千愛・仲川 雅 （佐渡高）
一色 凛香・佐々木 美翔（真野中）

剣道
〇開催日 ： 平成29年7月30日（日）
〇会場
： 両津総合体育館
〇参加者数 ： 122名
〇結果 個人戦
小学生低学年男子
1位 竹内 綺瀬輝 （二見）
1位
2位 石塚 慧 （二見）
2位
3位 岩本 凰希 （二見）
3位
3位 東 颯希 （佐和田）
3位

「夏の大会とこれからの稽古」

小学生低学年女子
山口 真央 （新穂）
山口 真由 （新穂）
坂下 葉奈 （両津）
山本 菜月 （二見）

1位
2位
3位
3位

小学生高学年男子
橋本 昊武 （二見）
佐藤 秀麿 （両津）
齋藤 日葵 （両津）
山田 琉 （両津）

1位
2位
3位
3位

小学生高学年女子
田村 梓 （二見）
中村 奈央 （二見）
山本 鈴乃 （二見）
大久保 那奈 （二見）

1位
2位
3位
3位

中学生男子
兵庫 聡太 （両津）
渡部 皓太 （両津）
大久保 響 （二見）
石塚 凌 （二見）

1位
2位
3位
3位

中学生女子
石井 れの
中村 光佑
岩崎 静香
竹内 涼花

（新穂）
（二見）
（二見）
（二見）

1位
2位
3位
3位

一般男子
坂下 秀樹
菊田 和夢
廣瀬 大海
水野 雅晴

1位
2位
3位
3位

一般女子
堀田 菜緒
石塚 志保
笠井 綺音
市橋 法子

（真野）
（二見）
（羽茂高）
（両津）

1位
2位
3位

団体戦
中学生男子
二見剣士会
両津少年剣士会
真野少年剣士会Ａ

1位
2位
3位
3位

中学生女子
二見剣士会Ａ
新穂・小木チーム
金井剣道クラブ
二見剣士会Ｂ

1位
2位
3位
3位

一般男子
佐和田剣士会
両津剣士会
小木剣士会Ａ
小木剣士会Ｂ

1位
2位
3位
3位

一般女子
真野剣士会
佐和田剣士会
羽茂高校Ａ
羽茂高校Ｂ

（両津）
（佐和田）
（二見）
（佐和田）

兵庫 聡太
僕は中学男子の部として出場し、様々な猛者がいるなか優
勝することができました。その裏ではいろんな人たちの支え
があったからだと思います。今まで一緒に稽古してくれた仲
間たち、指導してくれた先生方、そしてなによりご飯を作っ
てくれたり、送り迎えをしてくれる両親、ほかにもいろんな
人たちがいますが、その人たちには言葉で表せないほど感謝
しています。一応中３の終わりまで続けますが、これからも
精一杯がんばりますので、応援よろしくお願いします。
これからの目標は、

〖島内大会全戦全勝!!〗

－５－

ゲートボール

「第11回佐渡市総合スポーツ大会・ゲートボール大会に参加して」
吉井ＧＢＣ
本大会におきまして、島内の並みいる強豪チームを相手に優勝でき
ましたこと、チーム一同その名誉と幸運に大変感激しております。
私共のチームは、年々人員も少なくなり、経験の浅い新人を登用し
ての厳しい試合を覚悟しておりましたが、幸いにもチーム一丸となっ
てベストを尽くし、意外な好成績を収めることができました。今回の
勝利は大いに励まされたけれど、決して有頂天になることなく、この
大会の実績と誇りをもって、日々練習と精進に努めなければと感じて
います。
あの猛暑の中、友愛の精神と熱戦をもって大会を盛り上げてくれた
各チームの選手の皆様にも、今後のご活躍を願っております。そして
何よりもゲートボールをこよなく愛し、支えて下さっている全ての
方々の健康と長寿そして繁栄をお祈りし、お礼の言葉と致します。

バドミントン
〇開催日
： 平成29年7月23日（日）
〇会場
： サンテラ佐渡スーパーアリーナ
〇参加者数 ： 122名
〇結果
男子Aクラス
1位 三国屋 太一、長家 秀之 （両津）
2位 池 大樹、柴坂 高志 （金井）
3位 披田野 翔平、田宮 和樹 （金井）
3位 斎藤 大一、本多 寛之 （佐和田）

1位
2位
3位
3位

男子Cクラス
日和山 善久、小林 勝利 （両津）
後藤 清一、森下 敏彦 （両津）
渡辺 健賢、斉須 謙一 （両津）
川本 幸弘、本間 一行 （両津）

1位
2位
3位
3位

女子Bクラス
鬼 菜々美、川端 秀美 （前浜中）
最上 志保子(佐和田)、弾正 幸江（相川）
山崎 茉依、本間 美有 （佐渡総合高）
畠野 咲琳、高橋 麻理奈 （佐渡総合高）

1位
2位
3位
3位

男子Bクラス
矢田 好則（佐和田）、若林 俊（真野）
渡辺 伸也、笠木 謙一 （赤泊）
舘岩 勝(羽茂)、菊田 章道（金井）
吉ヶ澤 政之（赤泊）、出井 洋輔(佐和田)

女子Aクラス
1位 青木 香織、鴻江 佑芽 （佐渡高）
2位 伊藤 歩花、佐々木 美樹 （佐渡総合高）
3位 佐藤 由夏、平島 美咲 （佐渡総合高）

1位
2位
3位
3位

女子Cクラス
三寺 ひなの、山本 絵里子 （佐和田）
水井 彩、中川 英美 （両津）
増田 幸美、水井 裕子 （両津）
永田 由香里、加藤 博美 (畑野)
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〇開催日
〇会場
〇参加者数
〇結果
1位
2位
3位

： 平成29年7月9日（日）
： 金井温泉体育館
： 103名（16チーム）
吉井GBC
片野尾
グリーン金井

「第11回佐渡市総合スポーツ大会
バドミントンに参加して」
佐渡バドミントン協会 浅田 孝
佐渡市総合スポーツ大会も今年で第11
回となり、この暑い中行われました。し
かし今回違ったのは大会当日が凄い大雨
で、その後の佐渡に水害を持ち込むまえ
ぶれの雨でした。
大会は男女Aクラスとも中高生のレベ
ルの向上がめざましく、社会人の選手も
一苦労していましたがシードの社会人選
手はしっかり若手を抑え上位をキープし
ていました。男女Bクラスはベテラン勢
が安定した力を見せ若手を圧倒、Cクラ
ス男子は社会人から始めた若手の選手達
の参加が増え、女子Ｃでは若手選手が1
位2位を独占しておりました。
今回、私も男子Ａクラスに参加しまし
たが親子とも言えるくらいの選手達と試
合をさせてもらい、夏場ということもあ
り厳しい試合でしたが、もう少しやれる
うちは若手の選手達に混じってもがいて
みようと思います。今後も大会運営も関
わりつつ佐渡のスポーツを盛り上げてい
けたらと思います。

空手道

〇開催日
： 平成29年7月30日（日）
〇会場
： サンテラ佐渡スーパーアリーナ
〇参加者数 ： 70名

種目

個
人

優勝
準優勝
幼児
佐々木 歩実 高野 咲音
クラス１
菊池 晴葵
松野
優
クラス２
宇佐見 理紗 小林
奏
形
クラス３
河原 寛大 宇佐見 真央
中学生
宇佐見 優奈 菊地 志帆
高校生女子
中川 紗羅
高橋 民陽
幼児
佐々木 歩実 高野 咲音
１・２年生 菊池 晴葵
小林
奏
組
３・４年生 菊池 凌生 宇佐見 理紗
手
５・６年生 河原 寛大
本間
結
中学生
宇佐見 優奈 畝目 湧太
高校生女子
高野 優花
高橋 民陽
団体組手
相
川
佐 和 田 Ａ

３位

４位

本間
加藤
河原
畝目
高野

琉佳
菜月
未和
湧太
優花

佐々木 陽士
本間
結
小林 祐人

松野
林
菊池
菊地
本間
新

優
康太
優希
志帆
更紗
穂

佐々木 陽士
畝目 佳奈
河原 未和

本間

梓

大地 花音
金 井 Ｂ

「がんばった団体戦」
相川小学校6年 小林 祐人
毎年夏に行われている空手の佐渡大会に今年も出場しました。空手の試合は相手を想定し決められた演武を行い
上手さを競う形の試合と、突きや蹴りを使い相手と戦う組手の試合と2種類あります。午前に行われた形の試合に
は学校の先生も見に来てくれたので緊張しましたが、順位決定戦に残り得意の形を見てもらう事ができよかったで
す。午後は組手の試合です。ここ2年間2位だったので今年こそ優勝をと思い試合に臨みましたが、先にポイントを
取られ得意の蹴り技も反則となり残念ながら初戦で負けてしまいました。組手の試合は寸止めというルールで技を
強く当て相手にダメージをあたえてはいけないので技をしっかりコントロールできるよう今後も練習していきたい
と思います。最後は組手の団体戦です。地区対抗の7チームによるトーナメント方式で行われました。僕はチーム
の大将となり先鋒や中堅の選手に自分なりのアドバイスを伝えながら試合を行いました。僕たちのチームはなんと
か決勝まで勝ち進み、決勝戦も先鋒・中堅ともに勝ち優勝が決まりましたが最後は大将戦で僕の番です。相手チー
ムの大将は中学生で少し怖かったですが上段突きが決まり勝つことができました。個人戦では優勝できなかったけ
ど団体戦でチーム一丸となり優勝することができてよい思い出になりました。

水泳
「佐渡市総合スポーツ大会
(水泳)に参加して」
相川水泳同好会
相川小学校 ６年 山本 陸斗
僕は、7月30日に行われた水泳大
会に出場しました。この水泳大会の後
の８月１日には小学校親善大会が
あるので、「外の５０ｍプールに慣れ
ることができるように！」と思いながら大
会をむかえました。伊藤コーチから選
手宣誓をするように言われた時は、泳
ぎの上手な上級生の選手が選手宣
誓を行うと思ったので少し驚きました。
大会の朝は、朝食を しっかり食べて
気合いをいれてプールに行きました。
選手宣誓は、緊張しましたが、思った
ように言えたので安心して泳ぐ準備が
できました。
出場した種目は、５０ｍ自由形、
５０ｍ背泳ぎ、２００ｍフリーリレー
で、スタートで失敗しないように気をつ
けました、自由形とフリーリレーは、飛
込みスタートなので、スタートで加速で
きるように思いきり飛込みました。少し
むずかしかったけど上手くできたと思い
ます。特に、フリーリレーは練習以上に
速く泳ぐことができて嬉しかったです。
夏休みの大会が終わると次は、10
月の市野記念大会があるので、練習
をしっかりやって自己ベストが出せるよ
うにしたいです。

〇開催日
： 平成29年7月30日(日)
〇会場
： 金井運動公園プール
〇参加者数 ： 43名
種目
400m自由形
一般
400m個人メドレー
一般
200m背泳ぎ
一般
200m平泳ぎ
一般
200m自由形
一般
100ｍ背泳ぎ
Cグループ（学童）
100ｍバタフライ
Cグループ（学童）
100m自由形
Cグループ（学童）
100m平泳ぎ
Cグループ（学童）
200m個人メドレー
一般
Cグループ（学童）
100m背泳ぎ
一般
100m自由形
一般
100m平泳ぎ
一般
50m背泳ぎ
Ｂグループ（学童）
Cグループ（学童）
一般
50ｍバタフライ
Ｂグループ（学童）
Cグループ（学童）
一般
50ｍ自由形
Ｂグループ（学童） 1組
Ｂグループ（学童） 2組
Cグループ（学童） 1組
Cグループ（学童） 2組
一般
50ｍ平泳ぎ
Ｂグループ（学童）
Cグループ（学童）
400mリレー
一般女子
一般男子
200mリレー
Cグループ女子（学童）
Cグループ男子（学童）
200ｍメドレーリレー Cグループ女子（学童）
Cグループ男子（学童）
400ｍメドレーリレー 一般女子
一般男子

－７－

男子1位
岩崎
盛山
中川
坂下
岩崎
安藤
池田
右近

女子1位
千南 （佐渡SC） ： 大会新
珠希 （佐渡SC）
来夏 （佐渡SC）
鈴 （佐渡SC）
千南 （佐渡SC）
沙樹 （佐渡SC）
妃那 （佐渡ＳＣ）
優愛 （佐渡SC）

伊藤 蒼 （佐渡SC） ： 大会新
臼木 凛桜 （佐渡SC） ： 大会新
平田 龍理 （佐渡SC）
田中 涼太 （佐渡SC） ： 大会新
中川 惟央 （佐渡SC）
石倉 楓太 （佐渡ＳＣ）
関根 彩義 （佐渡SC）
高野 仁 （佐渡SC）
平田 龍理 （佐渡SC）
盛山 珠希 （佐渡SC）
中川 惟央 （佐渡SC）
安藤 沙樹 （佐渡SC）
臼木 凛桜 （佐渡SC）
中川 来夏 （佐渡SC）
石倉 颯人 （相川中学校）
安藤 あかり （佐渡SC）
平田 龍理 （佐渡SC）
坂下 鈴 （佐渡SC）
秋場 夏陽 （佐渡ＳＣ）
丸山 愛未 （水泳同好会）
宇佐美 絢斗 （水泳同好会）
杉本 理紗 （佐渡ＳＣ）
臼木 凛桜 （佐渡SC）
近藤 万桜 （佐渡ＳＣ）
秋場 夏陽 （佐渡ＳＣ）
山本 莉維 （水泳同好会）
石倉 楓太 （佐渡ＳＣ）
池田 妃那 （佐渡ＳＣ）
坂下 浅一 （佐渡水泳連盟）
近藤 万桜 （佐渡ＳＣ）
後藤 晴瑠 （佐渡ＳＣ）
山本 莉維 （水泳同好会）
秋場 夏陽 （佐渡ＳＣ）
関根 彩義 （佐渡SC）
坂下 凛 （佐渡SC）
宇佐美 絢斗 （水泳同好会）
石倉 颯人 （相川中学校）
安藤 あかり （佐渡SC） ： 大会新
高野 佑輔 （佐渡ＳＣ）
関根 さら （佐渡ＳＣ）
高野 仁 （佐渡SC）
右近 優愛 （佐渡SC）
近藤 万桜、安藤 玲海、盛山 珠希、安藤 あかり （佐渡SC）
田中 涼太、平田 龍理、臼木 凛桜、伊藤 蒼 （佐渡SC）
杉本 理紗、右近 優愛、池田 妃那、安藤 沙樹 （佐渡SC）
石倉 楓太、宇田 恵也、高野 仁、中川 惟央 （佐渡SC）
安藤 沙樹、右近 優愛、池田 妃那、杉本 理紗 （佐渡ＳＣ）
中川 惟央、本間 孝汰、石倉 楓太、関根 彩義 （佐渡ＳＣ Ａ）：大会新
近藤 万桜、安藤 あかり、盛山 珠希、安藤 玲海 （佐渡SC）
臼木 凛桜、平田 龍理、田中 涼太、伊藤 蒼 （佐渡ＳＣ）

グラウンドゴルフ

〇開催日 ： 平成29年6月4日（日）
〇会場
： 佐渡市陸上競技場、真野運動広場
〇参加者数 ： 84名（17チーム）
〇結果
団体の部
個人(一般)の部
1位
小木町GG協会Ｃ
1位 浅田 孝（アイマーク環境Ｂ）
2位
小木町ＧＧ協会Ｂ 2位 本間 浩明（金井ＧＧ協会）
3位
小木町ＧＧ協会Ｄ 2位 小林 直美（小木町ＧＧ協会Ａ）

1位
2位
3位

個人(シニア)の部
福井 浩（小木町ＧＧ協会Ｃ）
辻 邦夫（金井ＧＧ協会）
佐々木 秀夫（小木町ＧＧ協会Ｂ）

ホールインワン賞(9名)
福井 浩（小木町ＧＧ協会Ｃ）、辻 邦夫（金井ＧＧ協会）、小林 幸男（小木町ＧＧ協会Ｃ）
末武 栄治（小木町ＧＧ協会Ｄ）、浅野 博（小木町ＧＧ協会Ｄ）、笠井 正昭（小木町ＧＧ協会Ｂ）
清水 勝（金井ＧＧ協会）、浅田 孝（アイマーク環境Ｂ）、本間 達也（アイマーク環境Ｃ）

「仲間と楽しく」
ママーズ 高野 佳子
ピンクのお揃いのＴシャツで、卓球やニュースポーツを楽しんでいる仲間、ママーズ。初心者でも大丈夫とあったの
で、昨年度の大会から、みんなでワイワイ楽しく参加しています。
ルールもわかりやすく、体力的にも優しいので、年齢を重ねても続けられるスポーツだと思います。実際に人生の大
ベテランの方が多く参加されていました。
ボールが真っすぐ転がらなかったり、ホールポストの周りをボールが行ったり来たり、かと思えば、初心者がホール
インワンを出したりと、他のスポーツではありえない事もあり、プレー中ほぼ笑って回れるのが楽しいです。また大ベ
テランの方も親切に教えて下さるので、和気あいあいとプレーができます。皆さんも来年はぜひ仲間を誘って参加して
みてはいかがでしょうか。私もまた来年、みんなで参加したいと思います。

ゴルフ
〇開催日
〇会場
〇参加者数
〇結果
1位：河合

： 平成29年6月18日（日）
： トキの郷ゴルフクラブ
： 107名（一般参加者 98名、役員 9名）
龍治 2位：石井 三雄 3位：中川 隆一

「全佐渡チャリティーゴルフ大会を開催して」
佐渡ゴルフ連盟 関 雅志
今回、全佐渡チャリティーゴルフ大会を佐渡市総合スポーツ
大会として開催させていただきました。昨年までに5年間は
「頑張ろう日本、頑張ろう佐渡」をテーマと致しておりました
が、今年は「継続こそは力なり」をうたい、盛会裏に終了しま
した。
このゴルフコンペは、今年で22回を迎えますが、佐渡ゴルフ
連盟の伝統的な行事であり、集まった寄付を毎年各団体に寄付
を行っております。今年は、羽茂高校郷土芸能部（昨年全国大
会で優勝）、大相撲浅香山部屋（佐渡出身の魁渡が所属）、佐
渡市図書館へそれぞれ競技終了後に表彰に先立って贈呈いたし
ました。そのほかに、まつはらの家、岩百合会、サウスクラブ、
あんずの家、愛ランド新穂などの協力により様々な場面で使用
するグッズ等を毎年使用し会を盛り上げています。
今後ともより多くの方の参加と協力をお願いします。

＜佐渡市スポーツ協会 賛助会員＞

株式会社 太陽堂
株式会社 広瀬組

◆ 株式会社日本旅行新潟支店
◆ 佐渡汽船株式会社
◆ 中山内科クリニック
◆ 有限会社サンアート
◆ 有限会社辻工務所
◆ 協立電業株式会社
◆ 有限会社佐渡薬品
◆ 株式会社山田喜右衛門
◆ ホテル ニュー桂
◆ 割烹ふじはら
◆ いせや新館
◆ トヨタカローラ新潟株式会社佐渡店
◆ 株式会社北雪酒造
◆ 山本守税理士事務所
◆ 株式会社ダグアウト
◆ パナ・コスモス オキミヤ
◆ ミドリ歯科医院
◆ 至誠堂耳鼻咽喉科医院
◆ 税理士法人さど会計事務所
◆ 有限会社千代富屋
◆ 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
＊ 個人会員各位
※順不同、敬称略
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