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情報 。意見・感想をお寄せください

一〒996-0002新庄市金沢13983新庄市民球場内
〔丁EL〕 0233-22-0681〔 FA×〕0233-22-0691

〔E― mait〕 shintalkyo@estate ocn.ne.jp

7月 28日 から8月 20日 まで、近畿 6府県で開催される全国高校総体 (イ

ンター八イ)に、新庄市内3高校の 5人、市外高校 (新庄市立中学校卒業)7
人の選手が山形県代表として出場します。出場各選手が実力を発揮し活躍でき

るよう、市民みんなで応援しましょう。
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《ソフトボール》吉田舞(上山明新館高3年 。新庄中卒)

《柔道》藤原晃大 (新庄東高2年・神奈川県あざみ野中卒)男子個人66kg級
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《弓道》菅 拓也 (新庄南高3年 。新庄中卒)男子個人

《ボクシング》内構拳斗 (神室産業高校 1年 。最上中卒)フライ級

《自転事》大内涼雅|‐

`ネ

申室産業高校3年 ,日新中卒)l卜mタイムトライアル

《空手道》叶内史也 (酒田南高3年 。日新中卒)団体組手

笹原渉平 (酒田南高2年・萩野中卒)個人形

齋藤沙希 .(天童高校二年 。明倫中卒)個人形     ‐

甲子園での

r‐‰覇鵜T

「全日本少年フットサル」県大会優勝

全国大会出場
8`編 6

活躍を祈ります

柿 崎  航
(日新中卒)

高校野球県大会では鶴

岡東高の中心選手として

優勝に貢献。甲子園でも

持てる力をすべて出 し

切つてください。

合言葉は

“沼田魂"

主将 早坂 航
全国大会では、強い

チームと戦えること

を楽 しみにしていま

す。

◆コーチ 早坂貴広◆
全国の舞台での活躍 を′亡、待ちに しています。



神室柔道
幼・小・中学生への指導をしてい

ます。基本をしつかりと出来る子

供たちを育てるべく頑張つていま

す。学力重視を団のモットーとし

ています。

①月 。木・火 18:30～20i30
±        16i30～ 18:30
《市武道館 火|よ萩野学園》

②伊藤好之 TEL 25-3225
T[L090-7661-5843

日新柔道

相手を思いやろう。正しい受け身、

基礎体力を身に付けよう。

①月・水・金 19:00～20:30
《日柏木山分校》

②高山秀夫 TE[22-7100

丹野道場 (柔道 )

強い体と正しい心を身に付けて、

チャンピオンを目指しませんか ?

①月・水・金 18:30～
《日新武徳館》

代表指導者 山科太―

新庄地区柔剣道錬成会

柔道と剣道を通した青少年健全育

成を目的として、練習、大会、親

睦なども開催しています。

①火・木  18:30～ 20:30
日(第 3は体)8:OO～ 10:00
《新庄警察署 3F道場》

②高橋真澄  T[L090-1493-6639

東山錬成会

有段者の指導のもと、剣道を通し

た心身の健全育成を目的に活動し

ています。

①刀く。

`金

 19:00-21 :00
《市武道館》
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日新 レッ ドスターズ
こんにち|よ、日新レッドスターズ

野球スポーツ少年団です。「急が

ず 。体まず・一歩一歩」の精神で

日々の練習を頑張つてい状す。

①7jK・ 木  18100⌒ 2́0!30
±      9:00--12:OO
《日新小学校グラウンド》

②星り1英彦  TE[090-5184-6121

堀端野球
明るく楽しい野球チームです。み

んなで楽しく野球をやりません

/Dh!現在、団員募集中 |

①± 14!00-17i00
日  9:00′～12:OO
《新庄小学校グラウン ド》

②齋藤禾□夫  T[[090-1495-2751

沼田ブル…リトルソルジャーズ
目指せ !未来のプロ野球選手 1沼

田BLSで一緒に野球をしよう |

①木・金  19!00-21 :00
《沼田小学校グラウンド》

②高橋洋介 T[[0909539-6452

沼田・ 北辰サ ツカー

常に1つ上のレベルを心掛け、県
大会での上位入賞を目指し頑張つ

ています。

①月・水 19:00～ 21:00
±     18i00-20:00
日      9i00-12100

13:00⌒ 1́6:00
《沼日小学校グラウンド他》

②早坂貴広 T[[090-2608-9837

新庄バ リエンテ FC
男女問ゎず、サツカ■の楽しさと

すばらしさを経験できる団です。

①月・水・金 18:30～ 20:30
《新庄小学校グラウンド》

②杉原祐也 TEL 090-31274934

○今年の新庄市スポーツ少年団は、去年より

ひとつ増え35団 (10種 目)に 690人 が

団員登録、毎日、一生懸命頑張つています。

○スポーツの他に、清掃など地域貢献や交流

など幅広く活動しています。

←写真はフ/26開催の「スポーツこみ拾い」。

88人のスポ少団員が参加し清掃活動。

①練習の曜日・時間 《練習場所》②問合・加入先 (氏名・電話)

*広報掲載希望がなかつた団|よ代表指導者名のみ掲載。
*正式名称は各団とも最後に「スポーツ少年団」と入ります。

|ソフトテニス全国大会へ
|

県小学生選手権大会ベスト4。 全

日本小学生選手権大会 (7/31～
8/2・ 官山県高岡市)に出場.

新庄市ソフ トテニススポ少

右 叶内彩花 (日新小 6年 )

左 伊藤心音 (舟形小 6年 )

萩野 フルスイングス
平成15年 に萩野地区 3校の少年

野球部として倉」部しました。只今

団員大募集中 !新しい仲間を団員

一同楽しみにしております。

①メ(・ 木  18:30⌒ 2́1 :00
±     8:00～ 12i00
《福田運動公園グラウンド他》

②佐々木周―T[[080-18531535

北辰 ドリームボーイズ
生徒が少ないのに「野球をした

い |」 という子供が19名 集まり

ました。まだまだ募集中 |ひとり

一人の笑顔がステキ !やろうぜ北

辰野球 !

①メ(・ 刻く・木  18:00⌒ 2́0:30
《北辰小学校グラウンド》

②大山正樹 TE[080-31479699

新庄ビクトリ…パワーズ (野球 )

代表指導者 須藤明洋

明倫野球スポーツ少年団 (中学生)

代表指導者 栗田 弘

泉田サ ッカー
サツカーの楽しさと熱い八一 卜、

勝負の厳しさを子供達に伝えた
い。サッカーをやろう !

①メ(・ 釜≧ 18:00-20100
±      9:00～ 12:00

11《萩野学園グラウ|ン ド》
②早坂憲昭 TEL 090-4318-5784

日新サ ッカー
「サッカー大好き」「仲間が大好き」
なメンバーがそろつた元気なス

ポ=ツ少年団で―す

`①火・金  18:30-20130
日      7:00- 9:00
《日新小学校グラウンド》

②黒坂修―― TEL 090-1493-6558



柔道3選手全国大会 (3/300山梨県)ヘ
6月 に行われた「山形県少年健全育成柔道大会」で新庄市スポーツ

少年団の 3選手が優勝、 8月 30日 に山梨県で開催される「全国小学生

学年別柔道大会Jに出場 します。

長澤龍志       荒川将大朗

折庄柔剣道錬成会)日新小  (丹野道場 。戸沢小)

6年男子50kg級超   5年 男子45kg級

伊藤日菜

(丹野道場 。日新小)

5年女子40kg級

萩野ミックスビッキーズ
ミニノヾスケットボーJレ

体力をつけたい、バスケットに興

味がある、何か目標を作りたい、

始める理由|よ何でもいい。一緒に

バスケットボールを楽しもう !

①メ(・ 釜≧ 18:30-20i30
日   不定期

《萩野学園体育館》

②中り‖ T[L090-3982-2635
「可音6 T[[090-4313-9492

MBS
男子ミニバスケットボールと女子

バレーボール 2種目の団です。

☆バスケットボール

月・水 18:30～20i30
☆バレーボール

火・金  18:30-20:30
《萩野学園体育館》

②高橋宏美  T[[090-2363-6823

明倫バスケ ッ トボール

明倫中バスケットボール部男女で

練習しています。

①月 。金 19:00～21i00
《明倫中学校体育館》

②,睾里予 裕 TE[090-1378-1849

八向バスケットボーJレ

クラブ
代表指導者 土田真二

リ トルスラ ッガーズMSC
ソフ トボール

小中学生一緒にソフトボールを基

礎から楽しく活動しています。

①金・土・日・月の内週 2～ 3回
19:00-21 :00
17:00⌒ 1́9:00
《日新小学校グラウンド》

⌒ ‐ さ丁 mEヨ  T口 ∩∩∩ _」 4∩ /1 ∩ E/1フ

蜃 英≧詈俯 韮」
ています。見学大歓迎 |

①月■土 ‐13i30-20:3QI‐ ‐

《自新小学校体育館》   ‐

②中島佳津洋
〔Mall〕 ol,|■ bad@gmall.cO¨‐

奥羽ジュニア  ‐

通♂t撃離ど 7コムL
高校生までレベルに応じた指導
象|ソ墓緯喜3を省町Fが

で
'①原則週2回

茶燻霜基昌姦喜じ3珍匁

3纂紹5暑協耽『6選
‐

‐|1茫≧醤聯 鷲■

‐濫 勿裔獣濫61

新庄 ソフ トテニス
ソフトテニスの技術習得を通し

て自主・自律・ネL儀 ・向上心等
の育成を目指しています。

①水     19i00～ 21 i00
土・日  9:00´～11:00
《東山テニスコート》

②沓澤卓男 TEL22 8422

1‐
‐   ■|    |||    ‐

|‐

新庄空手道
週 2回の定例稽古の他、ゴミ拾

いや募金活動などのボランテイ

ア活動に取り組んでいます。

①火・±  18:00～ 19i30
《わくわく新庄》 ‐

②武田政夫 TEL090 8423 2929

1‐ 萩 野 空 手 道 ‐  |
VEl道流空手道を通じて、青少年

の健全育成を目的に日々稽古に

励

～

|でいます。心 1域‐
・体の挿

神で自身を鍛えてみませんか ?

団員募集中です。    ′

①月1 19:00～ 20 1eO ‐|
《萩野学園体育館》

‐

金 19i00～ 21 :00

《萩野地区1公民館》||‐   |
②伊藤賢―TEL 090-2362-6483

沼田北辰
ミニバスケットボール

∃田小と北辰小の男子児童を募集

ノています。大・木・土曜日に遊

にゞ来てください。一緒にがんば

)ま しょう。

Dメ(。 木  18:30⌒ψ20:30
±     16:30-18:30
《沼田小学校体育館》
⊃古浦―幸 T[L090-2995-4558

新庄リトルラビッツ
ミニバスケットボール

∃田小と北辰小のかわいい女子
F一ムです。私たちと一緒にバス
万をやりませんか ?

D火 ・木・

`≧

 18i30⌒ 2́0:30
《北辰小学校体育館》

)津慶健 ]ム  T[[090-8922-0625

向ヽ (ミニバスケットボール )

1年生から6年生まで元気に声を

」し合う、明るく元気な団です。

D火 ・力く・≦金 18:00⌒ 2́0:00
《本合海小学校・升形小学校》

)佐藤美由季 T[L292511

新庄 ミニバスケ ッ トボール

代表指導者 元木博昭

日新 ミニバスケ ッ トボール

代表指導者 笹原弘―

日新 自鳩バ レーボール
レヽーボール大好き少年団です。

フェアプレイ精神で楽しく活動し

[います。

)火 ・木 18i30-20i30
±     16i30～ 18:00
《日新小学校体育館》

勤□藤直ノ人、 T[[23-4603

斤庄なでしこ (バレーボール )
■ヽ =■ +じミ亡ゴJ∠   ●ハ」

「

矢OT「



■1体1育執1会■
ホームページを
ご利用ください

新庄市体育協会

■スポーツ施設について知りたいとき
いつ空いている ?申込み方法は?使用料は?などの情報が
載つてしヽます。どうぞこ利用くださしヽ。

■スポーツ情報をお知らせしたいとき
市民のスポーツ普及につながる情報を掲載できます。利用
は原則として体育協会加盟団体ですが、加盟団体以外も内
容によつて掲載可能ですのでこ相談ください。

新 な り 骰
昨年度改修工事が行われた東山テニス

コー トが、人工芝 (砂入り)のコー トと

なり、 1面増えて 6面となり、ナイター

照明が付きました。

4月 18日 のオープン以来 6月 30
日まで延べ70団体5,792人 と、多くの

方にこ利用いただいています。

テニス競技の普及、市民の皆様の健康
づくりに大いに役立っていると思つてしヽ

ます。

あなたも テニス 始めませんか。

《阿部 璃子 さん》   :
・ 学校のコー ト|よ上のコー トなので、

:

東山で人工芝コー トで練習する機会 ,

が増えました。学校と違いイレギュ
:

ラーがなく、フットワークの練習も ,

できます。試合に近い、すこくいい
:

練習ができます。         :

合で勝てるようになり、楽しいと感 :

じています。ソフトテニスを始めて

'。量摯思量種房早蒸楳雇忌bます。い
:

《顧間の丼村先生》
コー トが 6面あるので、他の中学生

や小学生、高校生とあいさつを交わす

など、テニスを通して交流することが

でき、人として成長できると思います。

週 3～ 4回、各 2時 FE35程

度、東山で練習。写真は、

左か ら副部長の豊後さ

ん、部長の阿部さんt部
員の柿崎さん (2年生)

《豊後花恋さん》

生の「やるぞ |」 のひとこ

とでビショビシ∃になりな

がらやつた。東山コートが

できて良かつた。

え合えるようになつた。

・ 中総体で |よ 明倫中に負けて

県大会に先輩と行けなかつ

た。来年はライバルに勝っ

て県大会に行きます |

し合いながら、学校から東

山コー トまで走つた。

・ 東山は雨を吸い込んでくれ

雨でもできるのがいい。

・ 練習を続けていると、ボー

さを感じる。       |
・ みんなとテニスをやれるの :

はあと11カ 月だけ。一 日 |

―日を大切にし、部長、副

部長を支えながら、頑張る。

熙

・ いいボールが打てるようになり、試 : ・ 練習中大雨になつたが、先 | ・ 中総体前、みんなで声を出

い結果が出せるよう、残りの時間を : ・ ソフ トテニスをして、「ふ

大切に精―杯練習したい。     ま  たりで一本」を大切に、パー:  ルのチカラをコントロール
‐́・F―‐――――  ―‐―――――‐‐― ―   トナーとお互いの思いを伝 |  でき、ソフ トテニスの楽し

蝙鰈漑00会員募集中○鰺鸞鯰玲

かむてんスポーツクラブ
「からだ」元気 !「こころ」健康 !

クラブ事務局 (野球場内)TEL 22-0681

コート使用料 1時間200円 照明使用料 1時間500円

《柿崎すみれさん》

はつらつ

ラージボール
卓球の皆さん


