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新庄から32選手がインターハイ出場
7月 28日 から8月 20日 まで、山形 。宮城

市内2高校の17人 、市外高校 (新庄市出身)

揮できるよう、応援しましょう |

福島の東北 3県で開催される全国高校総体
15人 の選手が山形県代表として出場 します。
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最 のインターハイ
田  萌 伽 噺 庄東高校 3年 ・明倫中コ

ンターハイに出場するにあたり、常に試合をイメージし、高い目標を持ってい
いと思います。 3年 目にしてやっと掴むことのできたインターハイヘの切符c

開催ということもあるので、会場を沸かせる跳躍をしたいです。全国まで行けば、
に伴いレベルも上がってくるので雰囲気に流されずに、落ち着いて楽 しんで自
しい跳躍を魅せたいです。残 りlヶ 月、 1日 1日 を大切にし、万全な状態で臨
いです。
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齋 藤  沼》看計 (天童高校 3年 ・明倫中卒)

高校 1年から出場 してきた全国の舞台。今年で最後となります。自分の出場する
形競技は、IE確 な技を打ち、いかに審判を釘付けにできるか.イ ンターハイでは、
最後までコー トに立つという目標に向け日々努力 し、高体連最後の大会を最高の舞
台にしたいです。そして今まで支えてくださった道場の先生方や指導 してくれた先
生方、家族、応援 してくれるたくさんの方への感謝の気持ちを忘れず、悔いのない

試合をすることで恩返ししたいと思います。

～インターハイに出場する選手たち～

【陸 上】
武田 萌ltl(新庄東高3年・明倫中卒)走高跳
阪  希望 (山形中央高 1年 ,日新中卒)100m H・ 400m H

【ソフトテニスl

高橋 嵯和 (酒田南高3年・明倫中卒)女子個人

レ認 ♂ず課鍔 秀
高1年・嚇 中→ 女子個人・跡

矢口  翔 (羽黒高3年・日新中卒)

田中 美帆 (山形中央高2年・新庄中卒)

【サッカーl

小嶋 克哉 (山形中央高2年・萩野中卒)

〔ソフトボールI

森  雅 (鶴岡東高 1年 。新庄中卒)女子
【バドミントン】
柿崎 俊樹 (山本学園3年 。日新中卒)学校対抗・個人ダブルス
小関 萌花 (山本学園3年 。日新中卒)学校対抗・個人ダブルス
大又 優希 (山本学園3年 。日新中卒)学校対抗

【ξ球01優
芽 仙本学園3年 。日新中射 学鋤

由利 左近 (新庄神室産業高3年・明倫中卒)ケイリン
武田  陽 (新庄神室産業高3年・明倫中卒)スクラッチ
叶内 比呂 (新庄神室産業高3年 。日新中卒)個人□―ド
山科 英幸 (新庄神室産業高3年・鮭川中卒)個人□―ド

〔柔 道l

ll [:|][言髯:[:ン:i:|]:[lrkg級

・男子団体

【R曇余1予E曇冒:Ξ I曇曇曽塁「菫:層界3,I:綬

I言
莉警]1詈言昇ie曽 :堡:言驚言三月Δ挙書暴倉堡霜手

【fヲし鐵
廟 大山形高1年・明倫輔 男子団体組手

内構 拳斗 (新庄神室産業高3年・最上中卒)フライ級
小林 海斗 (新庄神室産業高3年・最上中卒)バンタム級
高橋 駿介 (新庄神室産業高3年・最上中卒)ライト級
菅  慎吾 (新庄神室産業高3年・最上中卒)ウェルター級

雀ξ弓厨
等学校定時制通信制体育大会 (8/11～ 13東京・神剰 ID◆

【ξ 弓劇
郎 師庄J縞 3年 。最上中卒)400m・ 800m・ 4× 400mR

丼上 瑞季 (新庄北高3年・新庄中卒)女子シングルス

台 霙

写真 :山 形新 聞2017年 5月 28日 発行



新庄東高校3年
渡部 桂衣 徹野中卒)

今年は、南東北でのイン

ター八イ開催です。地元選

手である私が「結果」で盛

り上げていきたいと思いま

す。上位入賞を目指して頑

張ります。

新庄東高校男子柔道部

(上段左から)山禾斗決斗、阿部拓馬、嶋田汰星

(下段左から)安食秀利監督、佐藤麗王、丼上 隼、高橋良太

私たち男子柔道部は、県高校総体で優勝し、南東北イン

ター八イヘの出場を決めました。県予選では厳 しい試合が

続きましたが、選手一人一人が自分の役害」を果たし、2年

連続で優勝することができました。全国大会では、一つで

も多く勝ち、上位入賞を目指します。

新庄東高校3年

青柳 ほのか (戸沢中卒)

初めて出場するインター

八イが、地元での開催で嬉

しく思います。初出場です

が、粘り強い柔道でベス ト

8入賞以上を目標に頑張り

たいです。 ■

ボクシング ソフトテニス

新庄神室産業高校ボクシング部

◆(内構拳斗)今回のインターノヽイ
で 3回 目になります。 1年生の時

から、インター八イに出場 しまし

たが初戦で負けています。だから

こそ、今回の南東北インター八イ

でメダルを獲ります。

◆ (小林海斗)高校からボクシング

を始めて、今日までずっとインタ

ー八イを目標に頑張つてきました。

目標を達成 したことに満足せず、

さらに上を目指 し、今まで以上に

(左から)内構拳斗、小林海斗、高橋駿介、菅 慎吾 精進します。

◆ (高橋駿介)イ ンター八イでは、応援してくれた人たちの為に、 1つでも上の

順位を目指して頑張りたいと思います。

◆ (菅 慎吾)部活動の顧間、先生方、OB、 コーチ、保護者の方々、本当にた

くさんの方々の力でインター八イという大きな大会に行けるようになりました。

皆さんへの感謝を忘れず、恩返しできるように力を出し切りたしヽと思います。

自 転 車
新庄神室産業高校3年

由利 左近 (明倫中卒)

今回、新庄神室産業高校自転車競技部か

らインター八イに4名の選手が出場します。

自分たちは、このインター八イ入賞を最大

の目標に掲げて、日々の練習に取り組んで

きました。大会当日4名全員がこれまでの

練習を信 じて、最高のパフォーマンスを発

揮できるよう頑張ります。

羽黒高校 1年

三浦 朱璃
(明倫中卒 )

今 の 自分 の課

題 を 克 服 して、

インター八イで

は入賞 目指 しま

す。 ]年 生 ら し

く、明 る く元 気

に思い切つたプレーで勝つていきたいと

思います。

バスケットボール
羽黒高校3年

矢口 翔 (日新中卒)

山形県代表という

自覚と、応援してく

ださる多くの方々に

対する感謝の気持ち

を忘れずに、 ]戦 ]

戦全カプレーで頑張

ります。

はばたけ世界へ !

南東北総体2017



新庄市スポーツ少年団は、30団 (9種 □)に501人 (H296月末

現在)が団員登録し、スポーツの他にも、清l弓など地域貢献や交流な

ど幅広く活躍 しています。 4月 29日 (土)す ぽ―てぃあに於いて、

初めての結団式を開催し、子供たちが元気いつぱい決意表明をしてく

れました。今後の活動に向けて、さらなる活躍に期待しています。

参加者にインタビューしてみましたo

釉躍濃嚢‖⇒
↑結団式の様子

日新ミニバスケットボール少年団

キヤプテン 山科 海翔くん

僕は、 4月 29日 に行われた新庄市の

結団式に出て、バスケだけではなく、他

のスポーツの楽しさや魅力を感じました。

そして、どのスポーツ少年団も頑張って

努力しているということが分かりました。

これから地域のためにも色々なボランテ

ィアに参力日していきたいと思います。地

域の方々に新庄市の子供たち |よ 、スポー

ツ少年団を頑張つていることを伝えてい

きたいと思います。

↑男子チーム・女子チームの試合の様子

ま馨馨撃霜そ:lτ軍貪
‐
515tgttI舟黎鷲展:墨花言喜短〒魯

成に努‐めてい本●:新F坤区サッカ■協会の活躍として|ふ 小学

10事務局長■井上1勝人
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新庄市民ブーrb4-プン :

〈営業期‐間〉        ‐|

7/15～フ/31
【平  日】13:00人¬6:00
【土。日・祝】 9:30～ 16100

8/1～8/20       ■

【全  日1 9:30～ 12:00
13:00へ 1́6:00

※8/130 9:30～ 12100まで営業。
天候により営業日・営業時間の変更を行う場合があります。
お問合せ先→市民プール/TEL 22-7702(シーズン中)

料 金 (1人 1回)」 学`生 ¥100 中学生  ¥200 大人 ¥300
団 体 (30人以上)」 学`生  ¥80 中学生  ¥160 大人 ¥240
回数券 (11回券) 小学生 ¥1,000 中学生 ¥2,000 大人 ¥3,000
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第39回 新庄市総合体育大会日程

競技団体により、日程 会場が変更になる場合があります。
お問合せ :新庄市総合体育大会実行委員会 TEL 0233 23 1000

役員変更について

平成29年 6月 21日付で、専務理事 評議員が下記のとおり変

更になりました。

【専務理事】野崎 勉
編平議 員】高橋 研 田宮真人 柏倉政男

～賛助会員 (スボァツサポ
=タ

ー)の募集～

新庄市体育協会では、広く市民の皆様がスポーツに関心を深め、

応援していただくため、賛助会員の募集を行つています。会費は、

協会が行うスポーツ事業等に限定して使わせていただきます。

【申込み手続き】 カロ入申込書の提出・会費―□ 1,000円の納入等

◆問合せ先◆ 一般財団法人新庄市体育協会
TEL122-0681 HP:https://wWw shin,O taikyo com/
MAILishintalkyo@estate ocn neip

種lal競1技 1開1催 1白 会 ■場 主 管 1団 1体

llレーボール 8/6+日 | F圧市体育館 新庄地区llレーボール協会

ソフトボール
9/31日 |

※101日)予 備日
福田運動公園 新庄地区ソフトボール協会

柔   道 9/101日 ) 新庄市武道館 新庄市柔道連盟

野    球 9/301J^-10/11日 ) lFT庄 市民球場 新圧地区野球連盟

サ ッ カ ー 10/81日 |
ll向 サ ッカー 新庄地区サッカー協会

llド ミントン 10/81日 | 新庄市体育館 新圧地区八ドミントン協会

空 手 道 10/81日 | J屋セミナー八ウス 新圧市空手道連盟

ソフトテニス
10/81日 1 9E)
12/10+日 |

東山テニスコート(小 □ 局)

新庄市体育館 (一般 )

新庄地区ソフトテニス連盟

弓   道 10/9月 1祝 新庄市武道館 (弓 道場 ) 新庄弓道連盟

貪J   道 10/9月 1祝 日新小字校体育,E 新庄地区剣這逗盟

llスケットボール 2月 上旬 未 定 新庄市ブヽスケットボール協会

八ンドボール 10/221日 | 新庄市体育館 新庄地区八ントボール協会

合 気 道 10/291日 ) 新庄市武道館 合気道新庄道場

エア八レー 10/291日 ) 新庄市体育館 新庄市体育協会

卓    球 11/191日 ) 新庄市体育館 新庄地区卓球協会

ス キ ー 2/11+日 | 新庄市民 スキー場 新庄市スキー連盟

野球場の人工芝が、
新しくなLJました :

‐ 試含中のケガが減り、

とてもプレイしやすいです!


