
2月 18日 、新庄市と新庄市体

育協会合同での「平成28年度体

育表彰式」が行われました。

新庄市のスポーツ振興に功績が

あつた方、今年度の大会で優秀な

成績を収めた方に、山尾市長と大

山体育協会会長から表彰状・記念

盾が贈られました。

●スポーツ振興功労賞 7人
●殊勲賞 (個人)一般 。大学生

16人・高校生28人 。中学生

4人 (団体)7団体

●飛翔賞 (個人)高校生9人・

中学生4人・小学生24人
(団体)3団体

《平成 28年度体育表彰特集号》

《空手道》天童高校2年 齋藤‐沙希

高校最後のインターハイが東北で

開催される。小学校の時から全国の

舞台に立ってきたが、入賞まで届か

なかった。たくさんの方々への感謝
を形で返 したい。新庄そして山形の

代表として「最後の舞台を笑顔で終
わる」。私は日々努力 し、これを実
現 します。

今夏、高校生スポーツ最大の祭典 「インターハイ」
が山形。宮城。福島の 3県で開催されます。

《バスケットボール》矢口 翔 羽黒高校2年

インターハイに向けて、自分はリバウンド・センター
の 1対 1ド ライブをもっと強化していこうと思ってい
ます。
まずは県大会で優勝できるようチームー九となって

頑張ります。そしてバスケットボールの面白さ、魅力
を広めていきたいと思います。

《柔道》阿部 拓馬 新庄東高2年

今年は高校生活最後のインター
ハイになります。

勝つための筋力、体幹を計画的
に鍛え上げ、顧間の安食先生と、
団体・個人ともに出場し、自分ら
しい積極的な柔道で優勝を目指し
ます。

《陸上》阪 希望 日新中3年

去年の試合で自分の課題をたくさん見
つけました。今年は重′亡、移動や体のアラ
イメントを課題とし、山形インターハイ
に出場したい。
全国大会 5回 目の挑戦となる国体では

100m Y Hで 次こそ優勝できるよう頑張
ります。

齋藤沙希さんから体育表彰式で空手道 「形」演武を披露いただきました。
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《自転車》

菅藤貴昭 (山形航空電子 )

・国体山形県予選会 成年男子
l kmタ イム・ トライアル「優勝」

・lTl体 出場 成年男子

l kmタ イム・ トライアル

佐々本徹 (山形航空電子)

。国体出場 成年男子ケイリン

《バスケットボ…ル》

小山内純平 (山形銀行・新庄中卒)

*山形県選抜選手として国体出場
《ソフ トボール》

日下真希 (山梨学院大学2年・新庄中卒)

吉田 舞 (東京富士大学1年・新庄中卒)

*山形県選抜選手として国体出場

《柔 道》

佐藤悠人 (TOSHIBA)
*山形県選抜選手として国体出場

叶内大誠 (自 衛隊体育学校・日新中卒)

・全日本実業柔道個人選手権

男子22歳未満「優勝J

《バドミントン》

齋藤大慎 (日 本体育大学2年・新FL中卒)

・東北総体山形県予選会
成年男子 ダブルス「優勝J

・東北総体 成年男子
団体Aブロック「優勝J 国体出場

高橋俊満 (県立神室少年自然の家)

・東北総体山形県予選会
30歳 以上男子ダブルス「優勝」

小野秀彰 (東北福祉大学4年・新庄中卒)

・東北総体 混合ダブルス「2位」
《空手道》

叶内史也 (東北福祉大学1年 。日新中卒)

・国体山形県予選会 成年男子組手
軽量級「優勝J 国体出場

齋藤 蓮 (山梨学院大学2年・明倫中卒)

。国体山形県予選会
成年男子形「優勝」

小林未侑 (大正大学 3年・明倫中卒)

。国体山形県予選会
成年女子組手「優勝J

《陸 上》

渡邊 光 (新庄市役所)

・lIB体 県予選会
成年男子800m「優勝」

。東北総体 男子800m「 2位 J

渡邊 成 (lTl際武道大学 1年 )

・国体県予選会
成年男子400m H「優勝J

村川恵太 (新庄市教育委員会)

・奥羽横断駅伝競走大会 山形県チ
ーム「優勝J(第 5区 区問賞)

《野 球》

新庄信用金庫野球クラブ
・山形県クラス別選手権大会
Bク ラス「優勝」

B・ K
・山形県クラス別選手権大会
Cク ラス「優勝J

。高松宮賜杯山形県予選会「優勝」
新庄球友クラフ

'

・全日本クラブ野球選手権大会
山形県予選「優勝J

《障がい者スポーツ》
新庄市身体障害者福祉協議会
・山形県障がい者スポーッ大会
「優勝」

《空手道》

齋藤沙希 (天童高 2年・明倫中卒)

・山形県高校総体

女子個人形「優勝」
。東北高校空手道選手権大会
女子個人形「優勝J

・全国高校総体出場
。国体県予選会・東北総体
少年女子個人形「優勝J

同体出場

笹原渉平 (酒 田南高 3年・萩野中卒)

。国体東北大会少年男子形「3位 J

・国体出場
・全国高校総体出場

皆さんが自転車に持つ

イメージはどのようなも
のでしょうか ?競輪、危
険、サ ドルが高いetc。

7年前の私も同じ事を思
っていました。ですが、自

転車競技にはそれらを埋め

て余 りある魅力があります。

県内外の仲間、健康な体、

日々の充実感。自転車が私
に与えてくれた感動は数え

きれません。

雪国からの遠征の難しさ

を考え、実業団は今年度で

引退しますが、今後も競技者、

愛好家として若い世代と切

磋琢磨しながら活躍を目指

すとともに、オリンピック世代
の一助になれれば幸いです。

||||IK裁素鋳泰,鋳産籍漁金産彗珠タラ|,||||||
この度は、新庄市奨励賞・体育協会殊勲賞を頂 きま

して、本当にありがとうございました。
私たちは、今年 5月 に栃木県で開催される東日本軟

式野球大会 1部に、山形県代表として出場いたします。
上位入賞を目指 し、全力で頑張ってきます。

|《 1饉転筆済|



阿部莉々子 (天童高 1年 。明倫中卒)

。全国高校総体出場

《ボクシング》

内構拳斗 (神室産業高2年 。最上中卒)

・山形県高校総体・東北高校選手権
大会 男子フライ級「優勝J

・全国高校総体出場
。国体県予選会「優勝J 国体出場
《自転車》

山科英幸 (神室産業高2年・鮭川中卒)

・全国高校総体出場
。国体出場 少年男子スプリント

少年男子ロードレース

武田 陽 (神室産業高2年・明倫中卒)

・山形県高校総体
4 km速 度競走「優勝」
スクラッチ「優勝」 国体出場

《相 撲》

本間貴大 (新庄北高 3年・日新中卒)

・山形県高校総体
80kg未満級「優勝J

笹原大輝 (神室産業高2年・金山中卒)

・団体出場

《スキー 0アルベン》

Jヽ田はるな (日大山形高3年・明倫中卒)

・国体山形県予選 大回転少年女子
「優勝」 国体出場

・全国高校スキー大会出場

佐久間晃大 (新庄北高1年・尾花沢中卒)

・全国高校スキー大会出場

《スキー・距離》

齊藤拓斗 (新庄北高2年・真室川中卒)

小座間匠斗 (新庄北高2年・真室川中卒)

須賀歩夢 (新庄北高 2年・金山中卒)

・全国高校スキー大会出場

《サッカー》

八矢悠雅 (山形中央高3年・新庄中卒)

・山形県高校総体県大会「優勝J

・全国高校総体出場
・全国高校サッカー選手権大会

県大会「優勝」

これまでたくさ

んの方々に支えら

れサッカーができ

ることに感謝いた

します。特に、家

族の支えがなけれ

ば、今の自分はな
いと思います。こ

れから少しでも恩

返しができるよう、

サッカーに関わり、

自分の頑張ってい

る姿を見せていき

たいと思います。 寧1潔罐縦踏警

《ソフトボ…ル》

須藤 菖 (東海大山形高3年・新庄中卒)

・山形県高校総合体育大会「優勝」
。東北高校ソフトボール選手権大会
「3位 J

・全国高校総体出場

《バスケットボ…ル》
矢口 翔 (羽黒高 2年 ,日 新中卒)

・東北総体 少年男子「優勝J

・国体出場 (山形県選抜チーム)

《野 球》
工藤大輔 (鶴 岡東高 3年・日新中卒)

・高校野球選手権山形大会「優勝J

・全国大会 (甲 子園大会)出場
《バドミントン》

」ヽ関萌花 (山本学園高2年・日新中卒)

・全日本ジュニアバ ドミントン選手
権大会山形県予選会
ジユニア女子ダブルス「優勝J

《陸 上》
*全国障害者スポーツ大会出場
佐藤 燎 (新庄養護学校高等部 3年・

萩野中卒)

・山形県障がい者スポーツ大会
混合リレー4× 100m「優勝」

佐藤みゆき (新 庄養護学校高等部2

年・八向中卒)

・山形県障がい者スポーッ大会
混合リレー4× 100m「優勝J

女子少年100m「優勝」
鑓水誠崇 (新庄養護学校高等部 2年・

山形市出身)

・山形県障がい者スポーツ大会
混合リレー4× 100m「優勝J

男子少年200m「優勝J

《柔 道》

新庄東高等学校柔道部 (男子)

・山形県高校総体

男子団体「優勝J

・東北高校柔道大会

男子団体「2位 J

新庄東高等学校柔道部 (女子)

・全国高校選手権大会東北地区大会

女子団体「3位 J

高山裕次郎 (新庄東高3年 。日新中卒)

・男子個人73kg級  山形県高校総体
「優勝」・東北高校大会「 2位 J

・全国高校総体出場

安達空良 (新庄東高 3年・楯岡中卒)

。男子個人81聴級 山形県高校総体
「優勝J ・全国高校総体出場

阿部拓馬 (新庄束高 2年 。最上中卒)

。男子個人90kg級  山形県高校総体
「優勝J ・東北高校大会「2位 J

・全国高校総体出場
・全国高校柔道選手権大会県予選会

男子個人無差別級「優勝」

福嶋佳愛 (山形中央高3年・萩野中卒)

・山形県高校総体
・東北高校柔道大会

女子個人78kg級「優勝J

女子団体「優勝」
・全国高校総体出場
。国体県山形県予選会 女子個人無

差別級「優勝」
・東北総体 少年女子団体「優勝J

・・ l体 出場

渡部桂衣 (新庄東高 2年・萩野中卒)

・山形県高校総体

女子個人48kg級「優勝J

・全国高校総体出場

青柳ほのか (新庄束高2年・戸沢中卒)

・全国高校柔道選手権大会

山形県予i塁会

女子個人57kg級「優勝」

亀丼奈々 (東北高 3年・新庄中卒)

・東北高校柔道大会

女子個人57kg級「優勝J

今年は高校生として

最後の冬でした。全国

大会に出場できたもの

の、納得いく結果を残

すことはできませんで

した。

来年はもっと厳 しい

環境になり、今まで通

りにはならないことが

増えると思います。だ

から、毎日コツコツと

努力を積み重ねて練習

に取 り組み、いい結果

を残 していきたいと思
います。



《陸 上》

阪 希望 (日 新中3年 )

・山形県中総体

共通100m H「優勝J

・全日本中学校陸上競技選手権大会
100m H「 7位入賞J

・東北中学校陸上競技大会

共通 100m H「 優勝」

《陸 上》

武田萌伽 (新庄東高 2年・明倫中卒)

・県新人大会

女子走り高跳び「優勝」
・東北高校新人陸上選手権大会
女子走り高跳び「2位 J

甲州達哉 (新庄北高 2年・日新中卒)

・東北高校新人陸上選手権大会
男子400m H「 3位」

声原美波 (新庄北高 1年・戸沢中卒)

・県新人大会

女子やり投げ「優勝J

《ボクシング》

新庄神室産業高校ボクシング部
・県新人大会

学校対抗総合「優勝」

・ジユニアオリンピック陸上競技大会
Y H100m H「 3位 J

《卓 球》

伊藤みちる(萩野学園7年 )

・全FT」 中学校総合体育大会出場
・山形県卓球選手権大会 カデットの
部13才 以下女子シングルス「優勝」

《ソフトテニス》
三浦朱璃。伊藤桃花 (明倫中3年 )

・山形県中学総体 女子個人2位

菅 慎吾 (神室産業高2年・最上中卒)

・県新人大会
1部 ウェルター級「優勝J

小林海斗 (神 室産業高2年・最上中卒)

・県新入大会

1部バンタム級「優勝J

高橋駿介 (神室産業高2年・最上中卒)

・県新人大会

1部 ライト級「優勝J

《空手道》

佐藤玲惟 (天真学園校2年・新庄中卒)

・県新人大会

男子 E■l体形・組手「優勝」
渡部 玲 (天真学園校2年・日新中卒)

・県新人大会 男子団体形「優勝」
《柔 道》

山科快斗 (新庄東高 2年・日新中卒)

・県新人大会

男子個人100kg超級「優勝」
《自転車》

新庄神室産業高校自転車競技部
・県新人大会

学校対抗総合「優勝」
4 kmチ ーム・パーシュート
「優勝J

武田 陽・佐藤颯太・山科英幸
高橋裕大

・テーム・スプリント「優勝」
武田 陽・佐藤颯太・高橋裕大

・全 E・
j中学校総合体育大会出場

《空手道》

明倫中学校男子空手道部
・全国中学生選手権大会山形県予選
会 男子団体形「優勝J

(渡部大地、中鉢翔貴、高橋俊輔、
石田聖哉)

男子団体組手「 2位J山形県代表
(林 陽友、武田陸玖、石田聖哉、
高橋俊輔、中鉢翔貴 )

《柔 道》

松澤明日音 (日 新中 1年 )

・県中学校新人大会北プロック大会
女子40kg級「優勝」

星川桃花 (萩野学園7年 )

・県中学校新入大会北プロック大会
女子57kg級 「優勝J

《空手道》

森 凌太 (日 新中2年 )

・全国中学生選抜空手道選手権大会
山形県予選会
中学 2年男子形「優勝J

高橋俊輔 (明倫中 1年 )

・全国中学生選抜空手道選手権大会
山形県予選会
中学 1年男子形「優勝J

《相 撲》

新庄中学校相撲部
・県中学新人大会

1部団体「優勝J

(新田大翔・柳谷岳澄・福井 駿
山科凱椰・松田 輝・伊藤孝弥)

が伸びないのを練習環境のせい

にせず、自分に言い訳せず、や
れることをひたすらやる。

インターハイ出場を目指して
努力を尽くしたい。

|1冒「 糀 ‐勇
.メ獅 墨 ≧ 島 炉 千

今回の東北新人大会は2位 という結果に終わ

りとても悔 しかったので、次の大会ではこの悔
しさをバネにして頑張 りたいと思います。

高橋駿介

| 《陸上 :やり投げ》| |
1芦原美波|(薪産ョ

`言

1‐年)|
恩師の勧めで中2か らジャベ

リックスローを始め、ジュニァ

オリンピックで他者『道府県代表
の実力を体験 し、本気で陸上を

続けたいと思った。

県新 人大会では優勝で きた
が、今のままでは東北、全国に
はすべての面で全 く及ばない。

冬でもオールウェザーを使える
ところと同じペースで練習して
いても確実に差が出る。

東北・全国で勝ちたい。自分

.飛翔賞は、高校 。中学の

|■新人大会における成績、

1番 墓 義 筐歴昇黎世言箸

難 す|

鷲 議

黎

瘍



体育協会は、市民スポーツの振興に功績のある方に「ス

ポーツ振興功労賞」を贈 り、その功績を称え、謝意を表 し、

一層のご協力をお願いしています。

このたび受賞される各氏は、競技

団体やスポーツ少年団において、競

技力の向上、青少年の健全育成に長

年にわたり取り組まれ、ほとんどの

方は今なお第一線でご活躍中です。

【山形県スポーツ少年団】副本部長
【新庄市スポーツ少年団】本部長
新庄ミニバスケットボールスポーツ少年団

金 利寛 氏 (故 )

氏は、平成 3年に

同団倉J設 に尽力、以

来 20年間にわたり

代表指導者として団

員を育成強化、県大

会優勝など秀逸な成

績をあげ、地区のミ

ニバスケットボール

の普及振興に尽力.

平成 23年からは

新庄市スポーツ少年同l本部長として、競技力向上はも

とより地域貢献活動などスポーツ少年団の目的に適っ

た事業を起こし、新庄市のスポーツ振興、青少年健全

育成に貢献されましたc

*山形県スポーツ少年団功労者表彰も受賞

【新庄地区野球連盟】

鈴木 昭男 氏

昭和 49年から42年間の長

きにわたり審判員として第一線

で活躍 し、若手審判員の育成に

も尽力。現在、連盟理事 として

新庄最上地区、山形県の野球競技の振興発展、技術向

上に貢献されています。

【新庄市柔道運盟】

元本 久夫 氏

平成 4年から柔道連盟理事、

8年から常任理事として連盟運

営に携わる。新庄祭奉納柔道大

会、市総体等主要大会の企画運

営、育成強化事業の中心となり、

に貢献されています。

み
地区柔道競技の振興

【新庄地区柔剣道錬成会】 :

スポーツ少年団  :
遠藤昭二郎 氏  :

同団は昭和 51年の創設以来 |

スポーツ少年団の目的である青
‐

少年の健全育成 を旨として活

動。氏は、同団草創期から柔道を指導し、多くの優秀

な選手を育成されています。

■
■

●

【新庄地区柔剣道錬成会】
スポーツ少年団

小笠原謙一 氏

同団は昭和 51年の創設以来

スポーツ少年団の目的である青

少年の健全育成 を旨として活

動。氏は、同団草創期から剣道を指導し、多くの優秀

な選手を育成されています。

【沼田バドミントン】
スポーツ少年団

菅原 秀 氏

1司 団は昭和 42年に新庄市第

1号のスポーツ少年団として活

動を開始。氏は、平成元年から

コーチ、代表指導者として指導にあたり多 くの優秀な

選手を育成されています。

【新庄ビクトリーパワーズ】
スポーツ少年団

笹 武弘 氏

同団前身の新庄小野球スポー

ツ少年団の倉1設以来、 25年間

の長きにわたり代表指導者とし

て団を育成、指導 し、新庄地区の少年野球の普及振興

に尽力されました。



」「 .ス キー レッス ン 」SA/A・ 認バ ッジテス ト MOKUZO‐ SNOWPARK

一芍

2月 19日 (日 )新庄市民スキー場にてジ

ュニアスキーレッスンデー参力0者対象のジュ

ニアバッジテス ト (アルペンスキー技能テス

ト)が実施されました。バ ッジテス トに|よ

16名 が参力0し、スキーレッスンで学んだ技

術で挑戦しました。

● 1級合格 佐川史竜くん

最初 |よとても心配でしたが、講師に教えて

もらつた事を思い出して、緊張したけど|よ り

きつて滑れるようになつた。ジユニア 1級を

合格できたけど、次の目標は、―般の 1級合

格を目指して子供、大人も関係なくチャレン

ジしていきたいです。

● 4級合格 今日栞奈さん

レッスンを受けて、自分の滑り方は基礎が

なつていなかった事に気が付きました。講師

の先生方の教え方がとても分かりやすく優し

く教えてくれ、色々なことが出来るようにな

りました。スキーが楽しくなり、もつともつ

と上手になりたいと思いました。

ウォーキング日誌無料で配付中
ウォーキング日誌は3月下旬から市民プラザなど市内各所に置いて
います。こ自由にお持ち帰り、健康づくりにこ利用ください。

■|ウ ィ■キング
「

参力|された方々 です～ |   ~‐
‐ ‐ ‐ .__....___

質
===:I「

|

奥山京子さん

新庄市体育協会

≪健康ウォーキング日誌 設置場所≫

・市民プラザ   ・わくわく新庄

・雪の里情報館  ・市役所健康課
。新庄市体育館  ・すぽ―てぃあ

目標を達成した方に|よ達成証と記念を
お贈りしています。

スポーツ施設の空き状況が知りたい |

イベント情報がAllり たい !

「告β‰よ:よ瑳二itil

高橋栄子さん   今野美代子さん

鈴木正雄さん 齋藤良一さん

相澤保子さん 長野行雄さん 長南ユキ子さん

佐藤秀雄さん 山下蓉子さん

高橋智之さん



作成28年度》新庄市総合体育大会
新庄市総合体育大会は、8月 11日のパレーボールから2月 11日 のスキーまで、16競技に2,023名 の市民

の皆さんの参カロのもとに終了しました。各競技の優勝者・優勝チームをこ紹介します。

|||■ ||‐1響■道■0カ1者と04^■ ||■■
〔4年以下男子〕菊地隆人 (東山錬成会)

〔4年以下女子〕栗田萄湖 (新庄柔剣道錬成会)

〔5年以上男子〕菅 ―稀 (琢誠剣士会)

〔5年以上女子〕中鉢小雪 (東山錬成会)

〔中学〕男子 :有路基喜 (最上中)女子 :溝越員子 (新庄中)

〔高校〕男子 :菊地 諒 (新庄北)女子 :佐竹泉紀 (新庄北)

〔一般男子〕吉泉 直 (神室産業高教員)

〔一般女子〕庄司名奈子 (東谷地田町)

〔一般〕航空電子八ンドボールクラブ
〔高校〕新庄神室産業高校
《MVP〉 泉屋秀樹 (航空電子)高橋嶺都 (神室産業)

〈最優秀GK》 富山健― (航空電子)山科雄大 (神室産業)

〔高校団体男子〕新庄北高A
〔高校団体女子〕新庄北高A
〔高校個人男子〕

佐藤椎太 (新庄北)

〔高校個人女子〕

林 香織 (新庄北)

〔高校花的男子〕

大場 瞭 (新庄北)

〔高校花的女子〕

荒井美穂 (新庄北)

〔一般個人男子〕竹内 憲

〔一般個人女子〕大嶋早苗

〔一般金的〕清水上健―

〔一般花的〕寺尾義裕

野■1球‐‐《参加者》3チーム69人

〔小学男子〕佐藤琉緯・平向悠人 (新庄スポ少)

〔小学女子〕樋渡一葉・樋渡双葉 (真室川ジュニア)

〔中学男子〕安彦壮大・青戸聖弥(東根第一中)

〔中学女子〕庄司琴里・井上あゆ (真室川中)

〔高校男子〕平向一揮・武田魁人 (新庄北高)

〔高校女子〕川又愛花・藤山和香奈 (新庄南高)

〔一般男子〕尾崎総洲・笹原岳志 (尾花沢クラブ)

〔一般女子〕新田里紗・新田佑紀 (真室川クラブ)

〔選手権男子〕新田龍麻 今井俊樹 (真室川クラブ)

||ツ|フ||ボ■

',||く

か,嗜,2チ Tム 10人 ||
〔中学女子〕新庄中学校
《最優秀選手》井上杏奈 (新庄中)佐藤 遼 (日 新中)

〈優秀選手〉大江 望 (新庄中)荒木ともか (日 新中)

|,1漱議|レトボ ■夕馘11ktti暑|1011ム 108人‐

〔男子〕ノヽ向スポーツ少年団

《優秀選手賞〉

元木裕貴 土田奨太・矢口

|よ る (ブ 向ヽ)

川田優吾・隠明寺春和 (新庄)

山科海斗 高橋颯太 (日 新)

安達 慢 (沼田北辰)

伊藤和磨・後藤路偉

(MIX BICKYS)
〔女子〕新庄リトルラビッツ

ミニバスケットボールスポ
ーツ少年団

《優秀選手賞〉
星川日彩・高橋結生・笹

桃花 (新庄リトルラビッツ)

宮仕夏季・伊藤沙羅 (萩野

ミックスビッキーズ)

斉藤心菜 坂本 灯 (八向)

武藤 翠・高橋心華 (新庄)

田中 空 (日 新)

新庄信用金庫野球クラブ

ソ|フ|トテ|=―ス 《参カロ者》325人

'ヽ

ン|ドボ■,レ■《参力1者メ14■■ム|1人



エアバレ冒 《参カロ者》17チーム127人

〔Aブロック〕ブラックエンペラー

〔Bブロック〕ガールズコレクション

〈最優秀選手賞)A:原田陽介 (ブラックエンペラー)

B:青木実央 (ガールズコレクシ∃ン)

(優 秀選手賞〉Ai柳生梨奈 (日新雑草応援団)

Bi庄司あゆみ (い しヽガールズ)

‐ ‐空‐〒1道
‐|IC″1つ 。1人 ‐

◇形 〔幼児男女〕ノヽ鍬美桜里 (南部)

〔1・ 2年男女〕松田栞奈 (新庄小)

〔3・ 4年男女〕伊藤 栞 (沼田小)

〔5 6年男女〕川又愛莉 (日 新小)

〔中学男子〕高橋俊輔 (明倫中)

〔中学女子〕高橋一華 (真室川中)

◇組手 〔3・ 4年男子〕長南佳祐 (日 新小)

〔3 4年女子〕笹原のどか (萩野学園)

〔5 6年男子〕林 弘道 (沼田小)

〔5・ 6年女子〕月ヽ嶋咲良 (萩野学園)

〔中学男子〕柴田琉生 (萩野学園)

〔中学女子〕高橋―華 (真室川中)

〔中学男子団体〕日新中学校

i』猛彗

“

1庭lllilり11
〔一般男子〕ウィング

〔一般女子〕新庄北高
〔中学女子〕萩野学園
〔ママさん〕日新

■■|■■1柔■導■くり嗜を

'^|■

||■|

〔]・ 2年男子〕    〔]・ 2年女子〕
宮仕諒太 (丹野道場)  平賀桃花 (新庄柔貪l道錬成会)

〔3・ 4年男子〕    〔3・ 4年女子〕
三浦遥人 (丹野道場)  岸田小春 (丹野道場)

〔5 6年男子〕    〔5 6年女子〕
荒川将大朗 (丹野道場) 伊藤日菜 (丹野道場)

含気道 鯵力賭》79人

〔奨励賞〕

佐藤大愛 (日新小6年 )

菊地晃佑 (日 新小5年 )

丼上位里 (大石田小5年 )

バドミントン 《参カロ者》192人

〔選手権男子〕矢作陽輝・山口紘和 (航空電子 新庄南高)

〔選手権女子〕柿崎わかば・小野茉彩 (新庄南高)

〔一般男子〕高橋紳一・今田孝― (アベレージ)

〔中学男子〕金田侑真・上嶋大哉 (新庄中)

〔中学女子〕阿部菜々花 。中島華那 (日 新中)

〔6年男子〕今田 暉 安彦拓朗 (奥羽」BC)
〔6年女子〕井上来美・須藤ひかり (沼田)

〔5年男子〕中川 燈・中島希大 (沼田)

〔5年女子〕佐藤真菜 五十嵐瑛菜 (沼田)

〔4年以下男子〕菊地悠悟・荒瀬海里 (奥羽」BC)
〔4年以下女子〕黒坂未来・高橋花菜・(沼田)

サッカ■
《参加者》12チニム190人

〔∪-12〕 日新サッカー

〔U-10〕 沼田北辰サッカー
〔保護者の部〕泉田サッカー

〈最優秀選手〉

栗田太陽 (日 新)亀井真光
(沼北)奥山直人 (泉田)

(最優秀GK〉
阿部員朱 (沼北)下山武流
(日 新)松田信清 (新庄)

〈優秀選手〉
佐野翔也・藤原圭翔 (泉田)

小野獅道・高橋 燈 (新庄)

山科風五・田口慈文 (日 新)

鈴木翔太 刊 笠ヽ原希也 (沼北)

‐|■|||1卓■球■c111〉|
〔小学〕男子 :中島翔琉 (日 新クラブ)

女子 :小野未志 (卓星クラブ)

〔中学〕男子 :丼上博翔 (日 新中)女子
〔高校〕男子 :角川光喜 (新庄東)女子
〔一般男女〕小野孝博 (日 新クラブ)

15人

i信夫彩乃(日新中)

早坂弥香 (新庄南 )

■|‐||■スキ■|19晴と,9^||
〔小学生下学年男子〕齋藤陽 (萩野学園)

〔小学生下学年女子〕佐々木遥花 (日 新小)

〔小学生中学年男子〕村上太栞 (日 新小)

〔小学生中学年女子〕村上釉瑞葉 (日新小)

〔小学生上学年男子〕田宮青空 (萩野学園)

〔小学生上学年女子〕田口加奈子 (日 新小)

〔中学生男子〕星川愛斗 (萩野学園)

〔一般男子〕菅野俊太郎 〔シニア〕五十嵐淳二

頷 菫顆 1,

鰈

華



《バドミントン》新庄で開催 7/29～8/3新庄市体育館

南東北インターハイ競技種目別ポスター原画コンクール

《バ ドミントン競技》優秀作品

作者 伊藤 里奈さん (新庄南高 3年 )

(作品説明)シ ャトルを打つ前の集中しているところを表現したい
と思しヽ描きました。選手の皆さんには、一打―打を大切に、今まで
の練習の成果を発揮し、勝利をつかんでほしいと思います。


