
 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 2月 18 日（日）金井コミュニティーセンターにて平成 29 年度の表彰式を開催 

しました。功労者賞：3 名、優秀指導者賞：4 名、協会特別賞：1名、社会体育優良団体 

賞：1 団体、競技者個人の部：48 名、競技者団体の部：17 団体が受賞されました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 3月発行 №6 



会長の挨拶から 

佐渡市スポーツ協会会長 濱田 毅 

  皆さんもご存知のように、世界のスポーツの祭典であり、平和の祭典である「平昌

冬季オリンピック」が開催され、昨日は羽生選手が金メダルに輝くなど、日本選手の

華々しい活躍が毎日のように報道されています。「佐渡から 3 人目のオリンピック選

手を誕生させたい」このことに夢を描いて生きている私ですが、「どうかオリンピック

のような大舞台で活躍される選手となって成長していっていただきたい。」また、「そ

のような選手を育て上げていただきたい。」との願いを込めて一言ご挨拶させていた

だきます。（中略） 

 まずは、本日、栄えある受賞に輝いた皆さんにお祝いを申し上げたいと思います。

この中には、毎年お会いしている選手も大勢おられますが、日頃の皆さんの努力が報

われた結果であると思います。誠におめでとうございます。また、監督・コーチの指導者の皆様にはこのよう

に立派な選手を育ててくださったことに敬意と感謝を申し上げます。選手の皆さんの頑張りと指導者のお陰で、

今年度も、県大会、北信越大会、そして全国大会の舞台で、大勢の選手の皆さんが活躍し、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。 

 佐渡市のスポーツ振興・普及に功績が顕著な者、競技力の向上に貢献した者を表彰するため、当協会では表

彰式を開催しています。本年度の特徴は 3 点あります。 

1 点目は、長年にわたり佐渡市のスポーツ振興に寄与し、その功績が顕著と認める人を表彰する功労者賞に

3 名もの方が認定され、ここに表彰されることになったことです。3 名の方ともジュニア層の育成や地域のス

ポーツ振興・普及一筋に打ち込み、多大な貢献をされた方であります。心から労いの言葉を申し上げると共に、

今後とも後輩の指導にご尽力をお願い申し上げます。 

 2 点目は、団体の受賞が非常に多いことです。特別優秀競技者賞に 1 団体、優秀競技者賞に 16 チーム、社

会体育優良団体賞に 1 団体と、18 団体（チーム）が受賞されます。ジュニアの団体が受賞されていることは未

来に明るい希望と期待をもつことができると思います。なかでも佐和田中学校女子駅伝チーム、小学校・中学

校のバレーボールチーム、バドミントンジュニアチーム、空手、柔道の活躍は、それぞれ強力な指導・支援体

制を組みチームの支えとなっています。競技団体の組織力の成果でもあり、その団体の表彰でもあります。ま

た、バレーボールで活躍されている社会人の皆様、忙しい仕事の合間をぬって練習されておられる姿は立派だ

と思います。皆さんのその姿がジュニアチームの活躍にも繋がっているものと思っています。 

 3 点目は、新しく協会特別賞を設けたことであります。高校卒業後、大学生や社会人となった佐渡出身のア

スリートが、素晴らしい競技力を身につけ、例え日本を代表する選手となってオリンピックに出場しても、ま

た国民体育大会やそれに準じる大会に出場して優秀な成績を収めても、今まで佐渡市スポーツ協会の表彰の対

象にならなかったのですが、今回からそのような選手にも表彰機会を与えようということで、「協会特別賞」を

授与することとなりました。 

 その第 1 号となる受賞者の寺沢君は金井小学校卒業後相撲選手を目指して県外の中学校に進み、現在は東洋

大学の相撲部で活躍をされています。卒業後 3 月から大相撲の高砂部屋に入門が決まっています。本人も大喜

びで、今後プロの世界でがんばる決意を述べてくれました。あわせて佐渡市のスポーツ振興に協力もお願いし

ました。皆さんの中にも佐渡を離れ、この後も選手生活を続ける人がいると思いますが、佐渡市スポーツ協会

も選手の皆さんの応援をしていますので、寺沢君に続いて 2 号、3 号となるように頑張ってもらいたいと願っ

ています。 

 最後になりましたが、お家の方にお祝いとお礼を申し上げます。本日はお子さんの受賞、誠におめでとうご

ざいました。選手を支えるということは、物心両面にわたり大変なことだと思いますが、活躍できる選手を育

てるには、なんと言っても家族の励まし、支えが必要であることは言うまでもありません。お子さんが、今後

とも一層活躍されるようご支援をお願いする次第です。それでは、選手の皆さん、今後とも陰で支えてくださ

っているお家の方や、自分の周り

の人、指導してくださっている監

督・コーチに感謝の気持ちを忘れ

ずに一層練習に励み、来年もまた

一段と成長した姿でこの表彰式

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。あ

りがとうございました。            －２－ 



受賞の言葉 

 功労者賞 渡部 茂 様（佐渡ソフトテニス連盟 指導者） 

 私たち受賞者は今回の受賞に満足することなく、もっと上を目指して日々練習に励みま

す。また、監督・コーチの教えを社会に、スポーツ競技にお返ししていきたいです。 

今迄、私たちを支えてくれた家族、応援してくださった人たちに感謝いたします。ありが

とうございます。私ことですが、私が受賞できたのは教えた子供たち全員が元気で頑張って

くれたおかげです。みんなありがとう。 

 

優秀指導者賞 佐和田中学校 大谷 信夫 様（女子駅伝部監督） 

この度、陸上・駅伝部の生徒の活躍が認められ、中体連からの推薦で私のような

者まで表彰していただくことになりました。ありがとうございました。 

 佐渡のどこの中学校もそうであるように、陸上･駅伝は特設で活動している部

活動です。しかし、そこには、中体連の先輩方が受け継ぎ発展させてきた全国大

会につながる大きな大会があるのです。しっかりと取り組み参加するのが佐渡に

勤める体育教師の使命と考え関わってきました。 

 特設の部活動であっても、離島であっても、生徒のやる気や指導者の情熱には、

ハンディキャップはありません。これまでも「時を守り」、｢場を清め｣、「礼を正

す」の 3 点を柱に、指導を進めてきました。その中で、「明確な目標を設定する」、「年間を見通して部活動と

の調整を図る」、「長期･短期の練習計画を立てる」、「全体練習のメニュー＋自主練習」、「日々の振り返りと翌

日の準備」を大切にしました。石垣の石を一つ一つ積み重ねるような選手の頑張りが為し得たこの度の成果で

した。 

 スポーツ協会からの強化費等を利用させていただき、島外の練習会や合宿、大会等に参加させていただきま

した。朝のフェリーで他競技の選手ともよく一緒になり、頑張っている仲間がいることを心強く思いました。

佐渡のスポーツが協会のリーダーシップのもとますます発展することを祈念しています。 

 

協会特別賞 東洋大学 4 年 寺沢 樹 様（相撲競技） 

この度、協会特別賞という素晴らしい賞をいただきとてもうれしく思います。小学

校を卒業し中学から佐渡を出て相撲競技を続けてきましたが、佐渡で学んだことを常

に思い出しながら練習などに取り組んできました。 

 それにより大学 4 年時には全日本大学選抜大会で個人 2 冠、また全国学生相撲選

手権大会で団体 2 連覇することができました。佐渡を出てから学んだこともたくさ

んありますが、最初に佐渡で学んだことや佐渡から応援してくださった方々がいたか

らこそこのような成績が残せたと思います。 

 これから大相撲の道へ進みますが、これまでに学んだことをしっかりと活かせてい

けたらと思います。この度は本当にありがとうございました。 

 

特別優秀競技者賞 南佐渡中学校 3 年 藤井 洸一郎 様（陸上競技） 

この度は、特別優秀競技者賞という名誉な賞をいただきありがとうございます。 

僕が初めて佐渡市スポーツ協会から表彰されたのは、僕がまだ小学 5 年生のときで

した。当時の僕は、まだ思ったように記録が出せず、弟にいつも先を越されて、と

ても陸上が楽しいとは思っていませんでした。自分に自信がもてず、「隣に自分より

優れた人間がいるのに、僕が陸上をやる意味があるのか」などと、いつもそんなこ

とを考えていました。ですが、佐渡市スポーツ協会から表彰されたことで、僕は勇

気をもらい、これからも陸上を続けようと思うようになりました。あれから 4 年、

今もこうして表彰されるだけでとても名誉なことであり、嬉しいのですが、特別優秀競技者賞というさらに名

誉な賞を受賞できるまで成長できたのも、佐渡市スポーツ協会の皆様をはじめ、学校の先生やライバル、そし

て家族の支えや応援があったからです。           

 今年の春、僕は自分の目標のために、佐渡を離れて新潟の高校に弟とともに進学します。高校でも弟と切磋

琢磨してインターハイを目指して頑張ります。そしていつか、佐渡のスポーツ界に貢献できるようになりたい

です。 

－３－ 



 

 

特別優秀競技者賞 金井中学校 3 年 北村 宏樹 様（男子バレーボール部） 

 今回、このような素晴らしい賞をいただくことができて、とてもうれしく思います。 

 僕は、JOC の新潟県選抜のキャプテンをやらせていただくことができ、4 か月間県

の代表として活動しました。同世代の日本のトッププレーヤーや全国大会常連の高校

生チームと試合をさせていただき、自チームをどのように引っ張っていったらよいか

などたくさんのことを学びました。12 月に行われた全国都道府県中学バレーボール

大会では、新潟県代表として戦う独特な雰囲気や緊張感がありましたが、苦しみなが

らも激戦の予選グループを突破することができました。決勝トーナメントでは、2 回

戦で敗退してしまい、ベスト 16 という結果で目標のベスト 4 には届くことができませんでしたが、この結果を

真摯に受け止め、次のステージでもっと良い結果を残せるように努力していきたいと考えました。 

 このような経験をさせていただくことができ、全国の舞台に立ち通用するプレー、通用しないプレーというの

を、肌で感じることができたので、それを皆に伝え、少しでも佐渡のバレーのレベルアップにつなげられたら良

いと考えています。この 1 年を通して、数えきれない方々の支えにより、多くの経験をさせていただくことがで

きました。そのことを生かして、これからも頑張ります。 

 

特別優秀競技者賞 佐和田中学校 2 年 渡邊 駿太朗 様（陸上競技） 

「感謝と恩返し」 

僕の去年の目標は全国大会に出場することでした。この目標を達成できたのは、陸

上部の仲間や先生、地域の方の応援と、家族の支えがあったからです。 

 陸上部の仲間や先生が練習中に「ガンバ！」声をかけてくれました。練習して思

うようにいかないときには、先生たちが様々なアドバイスをしてくれました。精神面

での支えはもちろん、技術面でもフォームの改善や、接地についてのアドバイスをも

らいながら練習に励むことができました。 

家族には色々なサポートをしてもらいました。大会などの送迎。朝早くからの弁当

作り。これまでの生活リズムを僕のために変えてもらいました。でも、いつの間にか、そのサポートが当たり前

のように感じ、毎回「ありがとう」という言葉を伝えられなくなった時期もあり、たくさんケンカもしてしまい

ました。そんな時でも、どんな大会にも応援に駆けつけてくれました。そして、今、その応援が僕の力になって

いたことに、改めて気づくことができました。 

全国大会出場という目標を達成できたのも、ここまで強くなれたのも、家族がいて、支えがあったからです。

初心を忘れずに、感謝の気持ちも忘れずに、勉強も陸上も上を目指して頑張り続けたいと思います。そして必ず

恩返しとして、みんなを喜ばせることができる結果を残したいと思います。 

 

特別優秀競技者賞 佐和田中学校 2 年 佐々木 寧菜 様（陸上競技、女子駅伝部） 

「新たなスタートに向かって」 

私は去年の夏に熊本で開催された全国中学校陸上大会に８００ｍで出場しました。

全国大会の道のりは冬季練習から始まりました。 

毎週火・木曜日に各部活動が終了後、約 40 分間みんなで練習をしました。私は練

習が楽しみで、「もっと練習をして先輩みたいになりたい」と思い、自主練習も始め

ました。毎日トータルで１０キロ走ることを目標にして練習しました。それから練習

を重ねるうちにどんどんタイムが出せるようになりました。初めて参加した新潟地区

大会では、決勝まで進み２分１８秒台のタイムを出すことができました。でもその後

の通信陸上大会では１８秒の壁を越えることができませんでした。全国大会出場を獲

得する最後のチャンスとなる県大会で全中参加標準記録を突破することができまし

た。とても嬉しかったのを今でも覚えています。 

その後、何度か選抜合宿に参加し、とてもよい経験を積むことができました。そこから全国大会まではあっと

いう間でした。予選は組１位で通過し、準決勝へ進むことができました。しかし、準決勝では７位という悪いレ

ースをしてしまいました。この時、自分の力不足を痛感しました。「悔しい、もっと強くなってやる」と思いまし

た。 

－４－ 

 



 

私は陸上を通して、「努力をすれば人は変われる」ということを学びました。そして「悔しい」という気持ちが

力となり、さらに自分をやる気にさせてくれることも知りました。また、自分がこのようなたくさんの経験がで

きたのも、ご指導していただいた先生方や保護者、地域の方などたくさんの方の支えがあったからだということ

も改めて感じました。この感謝の気持ちを胸にさらに上を目指して頑張っていきます。 

 

特別優秀競技者賞 佐和田中学校女子駅伝部主将 中野 さやか 様 

「佐和田中学校駅伝部の団結力」 

私たち佐和田中学校駅伝部の全国大会を目標とした本格的な練習

は夏休みからでした。夏休みはたくさんの距離を走り、体作りから

始まりました。私たちの良いところは誰一人練習を休まず、きつい

時こそ声を出し励まし合って練習に取り組んでいたところだと思い

ます。どんなにきつい練習もチーム全員で乗り越え、先生方のサポ

ートや応援があって、心も体も強くなることができました。全国大会出場を果たすために、昨年度１０秒差で

負けた悔しさを胸に毎日 1 秒を大切に練習を積み重ねました。 

 全国大会は各都道府県の 1 位が集まり、緊張のある大会でした。でも、一人一人が自信をもち、堂々と大舞

台を駆け抜けることができました。サポートメンバーも含め、チーム一丸となり、全員で戦った大会となりま

した。全国大会へ出場するにあたり、寄付金を出してくださったたくさんの方々、応援し私たちの練習場所に

協力をしていただいた方々には、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 これからは、今までの練習を乗り越えてきたこと、たくさんの大会に出場させていただいて学んだこと、感

謝の気持ちを忘れずに、まだまだ挑戦し続けて、成長していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 一般財団法人 佐渡市スポーツ協会 表彰者一覧 

 

－５－ 

推薦団体 氏 名 団体名

1
佐渡

ソフトテニス連盟
渡部　茂

佐渡
ソフトテニス連盟

2 新穂体育協会 笹山　猛夫 新穂体育協会

3
佐渡市

中学校体育連盟
石川　覚

佐渡市
中学校体育連盟

推薦団体 氏 名 学年・団体名

1 岩﨑　和広　
佐渡地区

高等学校体育連盟

2 石塚　透
佐渡地区

高等学校体育連盟

　　【功労者賞】

主　な　功　績

　平成12年以来18年間に渡り佐渡ソフトテニス連盟の事務局長を務め、同連盟の発展に尽
力した。
　若い頃より他県で身につけた指導力で、地元にジュニア教室を開催し、中学・高校で県代
表として北信越大会に進出する幾多の優秀な選手を育成した。誰よりも早くコートに顔を出
し、誠実に対応する姿勢,会員一人一人に声を掛ける温かな人柄で、会員に親しまれ愛され
ていて、佐渡におけるソフトテニスの普及・発展、スポーツ振興への貢献は顕著である。

　毎年、新穂地区で開催されている新穂地区朝起き野球大会は、平成29年度で第41回を
重ねているが、毎年個人スコアも記録して各種個人賞の表彰を行ってきている。
　笹山氏は、新穂村朝起き野球大会の開催当初から、選手・役員として大会運営に携わり、
昭和54年4月1日から平成2年3月31日までの間、新穂村朝起野球大会の事務局として、ま
た平成6年4月1日からは新穂地区朝起き野球実行協議会の会長となって以来、協議会の
リーダーとして運営に携わり、長年にわたり新穂地区の野球の振興にご尽力されている。
　また、佐渡市野球連盟においても、平成6年度から副会長を務めているなど長年にわたっ
て佐渡市野球連盟の発展にも貢献しており、佐渡市の野球振興に対してもその貢献は顕著
である。

　昭和63年から中体連郷委員として中体連事業に携わってきた。平成3年度から25年度ま
での22年間、バスケットボール専門部長として、大会運営や競技力向上に努めた。また、島
外から強豪校を呼び、交流会を年3回以上実施するなど、佐渡の子どもたちの競技力向上、
並びに、佐渡のスポーツ振興に貢献した。
　昭和62年度には、南中学校男子バスケットボール部を第2回BSN杯新潟新人バスケット
ボール大会優勝、平成元年には、南中学校男子バスケットボール部を県大会3位に、平成
21年度には、南中学校男子バスケットボール部を県大会3位、北信越大会3位に導くなど、
輝かしい成績も収めている。

　　【優秀指導者賞】

主　な　功　績

佐渡地区
高等学校体育連盟

　平成4年から、相川高等学校、佐渡高等学校、佐渡高等学校相川分校において、学校用
務員・学校技術員として勤務するかたわら、長年にわたり、勤務時間後には勤務校の陸上
競技部の外部指導者として、顧問とよく連携して、日々のトレーニングを補助するなど、自身
の経験を還元しながら生徒の指導に尽力した。佐渡における陸上競技の普及発展と技術力
の向上に貢献したその功績は顕著である。

　平成元年から、相川高等学校、佐渡女子高等学校、佐渡高等学校、佐渡高等学校相川
分校において、学校用務員・学校技術員として勤務するかたわら、長年にわたり、勤務時間
後には相川高等学校・佐渡高等学校バレーボール部の外部指導者として、顧問とよく連携
して、日々のトレーニングを補助するなど、自身の経験を還元しながら生徒の指導に尽力し
た。佐渡におけるバレーボールの普及発展と技術力の向上に貢献したその功績は顕著であ
る。
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3 大谷　信夫
佐渡市

中学校体育連盟

4 木村　與志
佐渡市

中学校体育連盟

推薦団体

1 佐渡水泳連盟

推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

1

両津体育協会 寺沢　樹 相撲競技 東洋大学4年

推薦団体 氏名 種　　目 学年・団体名

　　【社会体育優良団体賞、感謝状】

団体名 主　な　功　績

相川高校水泳部ＯＢ会（相泳会）

　相川地区を中心に水泳による地域の活性化を目指し、水泳練習を通して泳力向上だけで
なく、礼儀と感謝の心を大切にして「地域の元気な子供たち」を育んできました。
　主催するイベントとして、ＯＢを中心に、旧相川高校水泳部監督の市野重治氏の冠をつけ
た「市野重治記念水泳大会」を20年間行い、学童選手や成人水泳愛好者の他、オリンピッ
ク選手や、その指導者を招聘して地元の子供たちに夢と希望と勇気を与えてくれました。
　平成29年度をもって「相泳会」の活動は一旦休止になりますが、20年以上の実績に敬意を
表し推薦します。

　　【協会特別賞】

佐渡市
中学校体育連盟

　全国中学校陸上競技大会においては、平成29年度に長距離走（男3,000m、女800m）で
男子1名、女子1名の出場を果たした。女子800mでは県総体佐渡勢初の優勝。
　駅伝競走大会においては、平成29年度新潟県中学校駅伝競走大会で優勝し、佐和田中
学校2回目の全国大会を果たすなど、陸上競技・駅伝競走において、優れた指導力を発揮
し、輝かしい成績を収めている。

　全国中学校陸上競技大会においては、平成21年度に長距離走（1,500m、3,000m）で男
子1名、平成29年度に長距離走（男3,000m、女800m）で男子1名、女子1名の出場を果た
した。女子800mでは県総体佐渡勢初の優勝。
　駅伝競走大会においては、平成29年度新潟県中学校駅伝競走大会で優勝し、佐和田中
学校2回目の全国大会を果たすなど、陸上競技・駅伝競走において、優れた指導力を発揮
し、輝かしい成績を収めている。
　また、県中体連陸上競技長距離走強化部員や佐渡市中体連陸上競技副部長を務め、新
潟県や佐渡市の中学生の競技力の向上に尽力している。

主　な　成　績

佐渡市出身で、大相撲浅香山部屋所属の幕下「魁渡」君と金井中学校
時代に団体を組んで全国大会に出場した寺沢陸君の兄。
中学校から県外へ行き、金沢市立工業高等学校から東洋大学に進学し、
現在は東洋大学法学部4年生で相撲部に所属。
大学卒業後は高砂部屋に入門が決定。
　　主な成績
中学時代
　第38回全国中学校相撲選手権大会　　　団体優勝（1年時）
　第40回全国中学校相撲選手権大会　　　個人準優勝（3年時）
高校時代
　全国高等学校体育大会（インターハイ）　　団体準優勝（高校2年時）
　全国高等学校体育大会（インターハイ）　　団体第3位（高校3年時）
　国民体育大会（東京大会）　　　　　　　　　　個人第4位（高校3年時）
大学3年時
　第94回全国学生相撲選手権大会（インターカレッジ）団体Aクラス優勝
　第65回全日本相撲選手権大会（アマチュア相撲）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人第5位、敢闘賞受賞
　東日本学生相撲リーグ戦　　　　　　　　　　7戦全勝の敢闘賞受賞
大学4年時
　第66回全日本相撲選手権大会（アマチュア相撲）　ベスト16
　第95回全国学生相撲選手権大会　　　　　団体Aクラス優勝（2連覇）
　全国学生相撲個人体重別選手権大会135㎏未満級　　準優勝
　第34回全日本大学選抜相撲宇和島大会　団体優勝、個人戦第3位
　第57回全日本大学選抜相撲宇佐大会　 　団体準優勝、個人戦優勝
　全日本大学選抜相撲　金沢大会　　　　　　団体優勝、個人戦優勝
　全日本大学選抜相撲　十和田大会　　　　 団体優勝
　東日本学生相撲選手権大会　　　　　　　　 団体優勝
　東日本学生相撲リーグ戦　　　　　　団体第3位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7戦全勝で敢闘賞受賞（2年連続）

【特別優秀競技者賞】【個人】

主　な　成　績

1

佐渡市
中学校体育連盟

北村　宏樹 バレーボール競技 金井中学校3年

JOCジュニアオリンピックカップ第31回全国都道府県対抗中学バレー

ボール大会に新潟県代表チームのキャプテンとして活躍し、決勝トーナ

メント2回戦進出（ベスト16）

2

藤井　洸一郎

陸上競技 南佐渡中学校3年

第63回全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会

　兼　第72回国民体育大会予選会　共通男子走幅跳　第1位（6m55）

第48回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会　男子走幅跳　第１位（6m48）

第38回北信越中学校総合競技大会陸上競技大会　男子走幅跳　第9位（6m24）

4
佐々木　寧菜

陸上競技 佐和田中学校2年

平成29年度全国中学校体育大会　兼第44回全国中学校陸上競技選手権大会出場

　共通女子800m　予選4組1位（2'15”39）　準決勝1組7位（2’22”33）

第33回東日本女子駅伝　8区第7位（9’43”）

第36回都道府県対抗女子駅伝競走大会　県選抜選手

平成29年度全国中学校体育大会

　兼　第44回全日本中学校陸上競技大会　男子走幅跳出場

3 渡邉　駿太朗 陸上競技 佐和田中学校2年
平成29年度全国中学校体育大会　兼第44回全国中学校陸上競技選手権大会出場

　共通男子3,000m　予選1組17位（9'06”41）

（母親代理受賞） 
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推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

2 大山　翔愛 両津中学校1年

3 鴻江　翔伍 両津中学校1年

9 本間　遥香 陸上競技 新穂中学校3年

13 樋口　美幸 陸上競技 佐渡高等学校2年

18 村上　光希

19 磯部　陽向

【特別優秀競技者賞】【団体】

1
佐渡市

中学校体育連盟

佐和田中学校女子駅伝部

第48回新潟県中学校総合体育大会　兼第27回新潟県中学校駅伝競走大会　：　第1位

第11回北信越中学校駅伝競走大会　：　第3位

平成29年度全国中学校体育大会　第25回全国中学校駅伝大会　：　第17位

　後藤　菜那（3年）　山中　くるみ（3年）　鈴木　彩音（3年）　中野　さやか（3年）　大藏　美月（2年）　佐々木　寧菜（2年）

　井上　なお（2年）　近藤　可莉枝（1年）　梶田　夏紬子（1年）　近藤　結希（1年）　隅田　珠依莉（1年）

　【優秀競技者賞】【個人】

主　な　成　績

1

佐渡市
中学校体育連盟

藤井　佑一郎 陸上競技 南佐渡中学校3年

第63回全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会

　兼　第72回国民体育大会予選会　共通男子走幅跳　第2位（6m34）

第48回新潟県中学校総合体育大会陸上競技　男子走幅跳　第3位（6m35）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子三段跳　第1位（12m51）

第38回北信越中学校総合競技大会　陸上競技　男子走幅跳　第3位（6m50）

バドミントン競技
第48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3位
第38回北信越中学校総合競技大会　バドミントン大会　出場

4 川上　匠 バドミントン競技 前浜中学校2年

JOCジュニアオリンピックカップ第36回全日本ジュニアバドミントン選手権

　第18回新潟県予選会　ジュニア新人の部　男子シングルス　第1位

6 佐々木　真奈 バドミントン競技 真野中学校3年

第48回新潟県中学校総合体育大会　バドミントン大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子シングルス　第1位

第38回北信越中学校総合競技大会バドミントン競技 女子シングルス第5位

JOCジュニアオリンピックカップ第36回全日本ジュニアバドミントン選手権　出場

5 中山　結斗 バドミントン競技 高千中学校1年
JOCジュニアオリンピックカップ第36回全日本ジュニアバドミントン選手権

　第18回新潟県予選会　ジュニア新人の部　男子シングルス　第3位

8 土屋　美晏フラガ 陸上競技 新穂中学校3年
第48回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会　女子4種競技　第2位

第38回北信越中学校総合競技大会陸上競技大会　女子4種競技　第5位

7 佐々木　大樹 バドミントン競技 真野中学校1年

第48回新潟県中学校総合体育大会　バドミントン大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子シングルス　第3位

第38回北信越中学校総合競技大会　バドミントン競技　男子シングルス出場

11 盛山　珠希 水泳競技 真野中学校1年

第48回新潟県中学校総合体育大会水泳大会　女子400m個人メドレー第4位

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　12歳　女子200m自由形　第4位、200m個人メドレー　第3位

第48回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会　女子走り高跳　第4位

10 白瀨　琉 陸上競技 相川中学校3年

第63回全日本中学校通信陸上競技大会新潟県大会

　兼　第72回国民体育大会秋季大会予選　共通男子4種競技　第3位

第48回新潟県中学校総合競技大会陸上競技大会　男子4種競技　第3位

第38回北信越中学校総合競技大会陸上競技大会　男子4種競技　第5位

　男子1500m：第1位、男子5000m：第1位

平成29年度全国高等学校定時制通信制体育大会第５２回陸上競技大会出場

第47回新潟県高等学校選抜陸上競技大会 女子やり投げ第2位（34m32）

14 渡邉　瑞生 空手道競技 佐渡高等学校3年

第70回新潟県高等学校総合体育大会

　兼 平成29年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会空手道大会

12

佐渡地区
高等学校体育連盟

山本　中 陸上競技
佐渡高等学校
相川分校1年

平成29年度第67回新潟県高等学校定時制・通信制総合体育大会

　女子個人組手　第5位　（北信越大会出場）

15 本間　梓 空手道競技 佐渡高等学校1年
第37回全国高等学校空手道選抜大会

　新潟県予選　女子個人組手（+59㎏）　第3位

16 佐渡市剣道連盟 田村　梓 剣道競技 二見剣士会
第37回新潟県スポーツ少年団総合体育大会　第49回剣道大会兼　全国スポーツ少年団

　剣道交流大会新潟予選会個人戦　小学生5・6年女子の部　第3位

第26回ダイハツ全国小学生バドミントン選手権大会北信越大会出場

　同新潟県予選会　5年生以下ダブルス　第2位

20 中山　裕斗 バドミントン競技 佐渡ジュニア
第26回ダイハツ全国小学生バドミントン選手権大会　新潟予選会

　4年生以下シングルス　第3位

17

佐渡
バドミントン協会

山城　拓也 バドミントン競技 佐渡ジュニア

第26回ダイハツ全国小学生バドミントン選手権大会北信越地区予選会

　5年生以下シングルス　第5位　同新潟県予選会　第2位

第18回全国ABC大会出場、同新潟県予選会　Aクラス　第1位

バドミントン競技 佐渡ジュニア

21 山城　政人 バドミントン競技 佐渡ジュニア

第18回全国ABC大会出場、同新潟県予選会　Bクラス　第2位

第26回ダイハツ全国小学生バドミントン選手権大会出場

　同北信越予選会　4年生以下シングルス第2位、同新潟県予選会第1位
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推薦団体 氏　　名 種　　目 学年・団体名

22 菊田　倖士朗 バドミントン競技 佐渡ジュニア

6

佐渡高等学校相川分校
バスケットボール部

第67回新潟県高等学校定時制通信制総合体育大会　バスケットボール男子　第1位

平成29年度全国高等学校定時制通信制体育大会　第27回バスケットボール大会　出場

　伊藤　響（3年）　　佐々木　圭（3年）　　高橋　尭道（3年）　　神蔵　奎太（４年）　　水谷　智也（４年）　　北見　竜二（2年）　　

　遠藤　大空（2年）　　金子　千晃（2年）　　鈴木　啓太（2年）　　川島　夢希（1年）

第37回全国高等学校空手道選抜大会　女子団体組手　第3位　（北信越大会出場）

　渡邉　瑞生（3年）　山本　亜莉沙（3年）　金子　亜由（2年）　高野　優花（2年）　高橋　民陽（2年）　本間　更紗（2年）

　中川　紗羅（2年）　細野　佳花（2年）　本間　梓（1年）

5

佐渡高等学校
バドミントン部

第46回新潟県高等学校選抜バドミントン大会　男子学校対抗戦　第3位

　引野　大地（2年）　大桃　楽也（2年）　小川　拓真（2年）　井上　諒（2年）　川端　晴希（1年）　上杉　直人（1年）　半田　紅葉（1年）　

3

佐渡高等学校
水泳部

第50回北信越高等学校選手権　長水路　女子400mフリーリレー　第18位

平成29年度新潟県高等学校総合体育大会　長水路　女子400mフリーリレー　第8位

　伊藤　優花（2年）　大地　未来（2年）　中川　来夏（2年）　岩崎　千南（1年）

4

佐渡高等学校
空手道部

第70回新潟県高等学校総合体育大会　　兼　平成29年度全国高等学校総合体育大会

　新潟県予選会空手道大会　女子団体組手　第2位　（北信越大会出場）

金井中学校
男子バレーボール部

第48回新潟県中学校総合体育大会バレーボール大会　：　第2位

第38回北信越中学校総合競技大会バレーボール大会　：　ベスト8

　　海老名　篤朗（3年）　　北嶋　蒼（3年）　　土屋　健太朗（3年）　　北村　宏樹（3年）　　本田　光希（3年）　　齋藤　亘孝（3年）

　　松村　汰雲（3年）　　大蔵　夢也（2年）　　近藤　翔（2年）　　田邉　和真（2年）　　林　真孝（2年）　　北見　天（2年）

　　西尾　麟（2年）　　濱口　穣児（2年）

　【優秀競技者賞】【団体】

1

佐渡市
中学校体育連盟

真野中学校
バドミントン部

第48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　第2位

第38回北信越中学校総合競技大会　バドミントン大会　女子団体出場

　佐々木　真奈（3年）　佐々木　陽香（3年）　本間　美羽（3年）　若林　美月（3年）　若林　侑杏（3年）

　柴原　由美子（1年）　柴原　君枝（1年）　村川　唯（1年）

2

空手道競技 金井小学校5年

文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県

予選　兼第39回新潟県空手道選手権大会　小学5年女子形の部　第3位

　第28回北信越地区空手道選手権大会　出場

　文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会　出場

34 佐渡柔道連盟 佐藤　詩織 柔道競技 両津小学校5年
第14回全国小学生学年別柔道大会新潟県予選

　小学5年女子（40㎏級）　第3位

33 宇佐見　真央 空手道競技 沢根小学校6年

文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県

予選　兼第39回新潟県空手道選手権大会　小学6年女子形の部　第3位

　第28回北信越地区空手道選手権大会　出場

　文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会　出場

　13歳　女子200m自由形　第3位

28 臼木　凛桜 水泳競技
佐渡

スイミングクラブ

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　13歳　男子50m背泳ぎ　第1位

30

佐渡空手道連盟

小林　奏 空手道競技 相川小学校2年

文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会

新潟県予選　兼　第39回新潟県空手道選手権大会

　　小学1・2年男子組手の部　第2位、小学1･2年男子形の部　第3位

31 河原　未和

32 河原　寛大 空手道競技 金井小学校6年

文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県

予選　兼第39回新潟県空手道選手権大会　小学6年男子形の部　第4位

　第28回北信越地区空手道選手権大会　出場

25

佐渡水泳連盟

中川　来夏 水泳競技
佐渡

スイミングクラブ

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　16歳　女子200m背泳ぎ　第4位

26 安藤　玲海 水泳競技
佐渡

スイミングクラブ

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　14歳　女子200m自由形　第4位

27 近藤　万桜 水泳競技
佐渡

スイミングクラブ

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　14歳　女子50mバタフライ　第3位

29 安藤　あかり 水泳競技
佐渡

スイミングクラブ

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

24 佐渡水泳連盟 田中　涼太 水泳競技
佐渡総合

高等学校3年

平成29年度新潟県高等学校総合体育大会　男子200m自由形　第4位

第50回北信越高等学校選手権　長水路　男子100m・200m自由形　出場

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季新潟県予選会

　17歳　男子100m自由形　第1位、200m自由形　第2位

佐渡
バドミントン協会

第18回全国ABC大会新潟県予選会　男子シングルCクラス　第3位

23 三國屋　太一 バドミントン競技
佐渡

バドミントン協会

平成29年度国体候補選手新潟県予選会　男子シングルスの部　第2位

第38回北信越国民体育大会　出場

主　な　成　績

佐渡地区
高等学校体育連盟
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推薦団体 氏　　名 種　目 学年・団体名

1 本間　吉昭 水泳競技 佐渡愛泳会

2 佐藤　秀二 水泳競技
佐渡マスターズ
スイミングクラブ

3 藤井　直輝 水泳競技
佐渡マスターズ
スイミングクラブ

4 石塚　奈穂 水泳競技 佐渡愛泳会

5 坂下　浅一 水泳競技 ドルフィン佐渡

6 近藤　太和 水泳競技
佐渡マスターズ
スイミングクラブ

7 安藤　夏代 水泳競技 佐渡愛泳会

8 川原　由美子

9 山本　悦子

10 両津体育協会 伊藤　晃一 卓球競技 両津体協卓球部

佐渡テニス協会 テニス競技 佐和田テニスクラブ 平成29年度新潟県テニス選手権　45歳以上女子ダブルス　第1位

平成29年度新潟県社会人卓球選手権大会　兼全日本卓球選手権大会
　マスターズの部予選会　男子フィフティ　第3位
平成29年度全日本卓球選手権大会マスターズの部
　男子フィフティ　ベスト16
第72回北信越卓球選手権大会　男子フィフティ　第1位

　【奨励競技者賞】【個人】

主　な　成　績

佐渡水泳連盟

第28回新潟県マスターズ水泳競技大会
　55-59　男子　100mバタフライ　第1位（1'27”78）

第28回新潟県マスターズ水泳競技大会
　60-64　男子　100mバタフライ　第1位（1’30”64）

第28回新潟県マスターズ水泳競技大会
　25－29　男子　100m自由形　第1位（53”66）
　　　　　　　男子　200m自由形　第1位（2’00”67）

第28回新潟県マスターズ水泳競技大会
　30-34　女子　25m背泳ぎ　第1位（18”86）

第28回新潟県マスターズ水泳競技大会
　70-74　男子　25mバタフライ　第1位（17”07）

第28回新潟県マスターズ水泳競技大会
　80-84　男子　100m背泳ぎ　第1位（2’00”93）

第28回新潟県マスターズ水泳競技大会
　45-49　女子　25m平泳ぎ　第1位（19”61）

　加藤　菜月（6年）　　本間　結（6年）　河原　未和（5年）

16 佐渡柔道連盟
畑野柔道教室 第31回BSN少年柔道大会　兼全国少年柔道大会新潟県予選　団体戦　第2位

　中川　翔（6年）　　中川　怜王（6年）　　藤原　靖大（6年）　　本間　晃平（5年）　　石川　嶺（5年）

14

佐渡空手道連盟

小学高学年男子
文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　兼　第39回新潟県空手道選手権大会　小学高学年男子団体組手の部　第3位

　河原　寛大（6年)　　小林　祐人（6年）　　菊地　陸人（5年）

15
小学高学年女子

文部科学大臣杯第60回小学生・中学生全国空手道選手権大会新潟県予選

　兼　第39回新潟県空手道選手権大会　小学高学年女子団体組手の部　第3位

第20回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会　Ｕ－14男子　第2位

　土屋　健太朗（3年）　齋藤　亘孝（3年）　北村　宏樹（3年）　大蔵　夢也（2年）　林　真孝（2年）　田邉　和真（2年）

　北見　天（2年）　相田　大気（2年）　濱口　穣児（2年）　渡邊　海童（3年）　大豆生田　悠稀（3年）　末武　寛大（3年）

　高橋　樹（3年）　榎　玲緒（3年）　野澤　克仁（3年）　臼杵　大瑛（3年）　中村　天（3年）　

12

金井クラブ
平成29年度全国社会人9人制バレーボール東ブロック男女優勝大会　新潟県予選会　第1位

平成29年度全国社会人9人制バレーボール東ブロック男女優勝大会　出場

　岩﨑　ひふみ　　岩﨑　育美　　山本　彩加　　筧　彩乃　　有坂　とも子　　小濱　亜美　　濱辺　奈津美　　甲斐　真佐美　　渡邊　和美　

10

佐渡
バレーボール協会

かないＪｒ．バレーボールクラブ
ファミリーマートカップ第37回全日本バレーボール小学生大会　新潟県大会　第3位

第30回北信越小学生バレーボール大会　ベスト8

　川上　颯（6年）　本田　隼士（6年）　西尾　楓舞（6年）　高橋　里寿夢（6年）　坂下　智英（6年）　坂下　新（5年）

　本間　大翔（5年）　岡崎　遥仁（5年）　羽藤　樹（4年）　大平　弦（4年）　佐々木　大智（4年）　後藤　哉音（3年）　

11

SADO　Redseabreams
第20回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会　新潟県予選会　第1位

　石川　香織　　坂下　由利香　　水澤　睦美　　風間　世美恵　　浅井　静夏　　中川　真琴　　長登　弘栄　　高木　寿恵　　橘　　瑞希　

13

ＮＩＮＥＳ
平成29年度全国社会人9人制バレーボール東ブロック男女優勝大会　新潟県予選会　第2位

全国社会人9人制バレーボール東ブロック男子優勝大会　ベスト16

　土屋　一希　　　笹本　郁也　　　兵庫　将和　　　中瀬　翔太　　　本間　光伸　　　坂井　丈　　　渡邉　悠　　

　北　浩太郎　　　下坂　蓮　　　北村　樹　　　橋本　康士

9

佐渡ジュニア　男子
第28回北信越小学生バドミントン大会（平成29年3月）　4年生男子団体　第3位

第33回若葉カップ全国小学校バドミントン大会出場、　同新潟予選会　第2位

　山城　拓也（5年）　村上　光希（5年）　　磯部　陽向（5年）　　中山　裕斗（4年）　　山城　政人（3年）　谷　刹那（４年）

　長尾　岳（5年）　脇坂　望（5年）　　弾正　颯大（5年）

7

佐渡総合高等学校
バドミントン部

第46回新潟県高等学校選抜バドミントン大会　男子学校対抗戦　第3位

　高橋　佳暉（2年）　静間　康太（2年）　宇治　透磨（1年）　前田　一徹（1年）　村上　雄哉（1年）　田村　紀敏（1年）　横山　海斗（1年）　

8

佐渡
バドミントン協会

佐渡ジュニア　男子
第28回北信越小学生バドミントン大会（平成29年3月）　6年生男子団体　第1位

　平成26年度より3連覇

　佐々木　大樹（6年）　　鴻江　翔伍（6年）　　中山　結斗（6年）　　大山　翔愛　（6年）　　引野　海里（6年）　　藤井　海（6年）

佐渡地区
高等学校体育連盟



 

 

今シーズン、平スキー場にチェアーリフトとロッジが新設されました。 

 長い間簡易リフトの活用でしたので、初心者や子供にはバランスなどを

とるには難点があり、上達に支障をきたしていました。今回の設置を待っ

ていたかのように、小中学校のスキー体験授業も今シーズンは例年の約倍

の 11 校（680 人）に増え、一般利用者も日曜祭日には 200 人を超えたり

するほどの賑わいをみせています。 

 平スキー場がリニューアルされ本格的な冬期スポーツ施設へと変貌を

遂げつつあることから、全島での基幹スポーツ施設は、屋内を代表するサンテラ佐渡スーパーアリーナ、屋外の

佐渡市陸上競技場、夏期は佐渡スポーツハウスのプールなどと併せて、春夏秋

冬スポーツを安全・安心して楽しむことができる環境が整いつつあります。高

齢化社会に押し流されることなく老若男女が、スポーツを介して健康の維持増

進がはかれるよう期待は昂るばかりです。 

さらには近い将来、島内が湧きたつような一流選手が育ち、島全体が活気づ

く一助になればと夢は膨らみます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    佐渡市スポーツ協会では、佐渡市のスポーツ普及・振興にご賛同くださる協賛企業、賛助会

員を募集しています。 

    佐渡市のスポーツの普及・振興、当協会が主催・共催するスポーツイベントに対しご協賛、 

ご支援くださる企業団体・個人会員を広く募集しています。 

    当協会が発行する広報誌やポスターにおいてロゴマーク・社名を掲載させていただきます。 

    ＊内容等は佐渡市スポーツ協会事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１０－ 

＜佐渡市スポーツ協会 賛助会員＞ 
◆ 株式会社日本旅行新潟支店                          

◆ 中山内科クリニック  

◆ 有限会社辻工務所 

◆ 有限会社浦島 

◆ いせや新館 

◆  ホテル ニュー桂 

◆ 株式会社北雪酒造 

◆  株式会社ダグアウト  

◆ ミドリ歯科医院       

◆ 税理士法人さど会計事務所 

◆ 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    

 編集・発行／一般財団法人 佐渡市スポーツ協会  

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 

◆〒９５２－０３１２ 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 

◆〒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 

公式ホームページ：http//www.scsf.jp/ 

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

◆ 佐渡汽船株式会社 

◆ 有限会社サンアート 

◆ 協立電業株式会社 

◆ 株式会社山田喜右衛門 

◆ 割烹ふじはら 

◆ 有限会社佐々木モータース 

◆ トヨタカローラ新潟株式会社佐渡店 

◆ 山本守税理士事務所 

◆ パナ・コスモス オキミヤ 

◆ 佐渡精密株式会社 

◆ 株式会社ときの郷ゴルフクラブ 

 

 特集 ：  
 

株式会社 太陽堂 

株式会社 廣瀬組 

mailto:info@scsf.jp
mailto:sado-taikyou@scsf.jp

