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受賞者代表謝辞を務めた

殊勲賞 受賞

(新庄東高等学校 1年 )

武田 萌伽さん

【山形県陸上競技選手権大会

女子走り高跳び 優勝】
「今まで支えてくださった、

友達、家族、指導者へ感謝を

忘れずに南東北インター八イ
ヘ向けて頑張りたいです。」

皆さんによる 【形】の演武

体育協会合同の体育表彰式が

2月 6日新庄市民プラザで開

かれスポーツ振興に功労が

あつた個人、スポーツ競技大

会で優秀な成績を収めた小

中・高校・大学・一般の個人、

団体が表彰されました。

式には、97名 が出席 し山

尾順紀新庄市長・大山孝―協

会会長から、賞状と副賞とし

て盾、メダルを授与されまし

た。今後一層のこ活躍を心か

らこ期待申しあげます。

殊勲賞 受賞

(新庄東高等学校 3年 )

片見 公亮さん

卓球国際大会 銅メダル

PTTスパニッシュ・オープン

【パラ卓球スペインオープン

男子団体クラス7-8】
現在、国内大会を中心にスペ

イン・ベルギーなど国際大会

にも日本代表として出場し活

躍されてしヽます。

羽ばたけ世1界ヽ■■|1南東北インタ|■八イはt‐1山形県を1中心とする南東北|(山形1営城1福島)で開催
て会です:1蘭会式■
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渡邊 光 (新庄市役所)国体県予

選会成年男子 800m「優勝」

渡邊 成 (九里学園3年)県高校

総合体育大会男子400m H「 優勝J

石川涼音 (城北高 3年)国体県予

選会女子 3000m「 優勝J

進藤大樹 (新庄養護学校高等部3年)

県障がい者スポーツ大会少年男子
100m・ 400m・ 混合 リレー

「優勝」

高橋里帆(新庄養護学校高等部3年)

県障がい者スポーツ大会少年女子
100m・ 200m・ 混合 リレー

「優勝」

武田萌伽 (新庄東高 1年)県陸上

競技選手権大会女子走高跳「優勝J

阪 希望 (日新中 2年 )

ジユニアオリンピック競技大会

女子 100mH「 2位」
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菅藤貴昭 (山形航空電子)国体県
予選会成年 4 kmイ ンディヴィデュ

アルパーシュート「優勝J

佐々木徹 (山形航空電子)国体県
予選会成年 l kmタ イムトライアル

「優勝J

大内涼雅 (新庄神室産業高 3年 )

国体県予選会 4 km速度競争、 l km
タイムトライアル、ケイリン、ス

クラッチ「優勝J

山科英幸 (新庄神室産業高 1年 )

県高校総合体育大会 3 kmイ ンディ
ヴイデュアルパーシュート「優勝」
新庄神室産業高等学校自転車競技部
(大内涼雅、叶内比呂、武田 陽)

県高校総合体育大会団体チームス

プリント「優勝J

新庄神室産業高等学校自転車競技部
(武田 陽、佐藤颯太、山科英幸、
高橋裕大)県高校新人体育大会団
体チームスプリント、 4 kmチ ーム
パーシュート「優勝J
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本間貴大 (新庄北高2年)県高校
新人体育大会 8 0kg未満級「優勝J
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高橋嵯和 (酒田南高 1年)東北私
立高等学校団体対抗戦「2位 J

斎藤千空 (日新小6年)東北小学
生学年別大会 6年ペア「2位」
叶内彩花 (日新小6年)県小学生

選手権大会女子ダブルス「4位 J

伊藤心音 (舟形小 6年)県小学生

選手権大会女子ダブルス「4位 J
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内構拳斗 (新庄神室産業高 1年)

東北総合体育大会フライ級「3位 J

菅 慎吾 (新庄神室産業高 1年 )

県高校新人体育大会 2部 ミドル級
「優勝」

バドミンートン■ ‐ ■

《県小学生学年別選手権大会》
本間康真 (沼田小 6年 )

男子シングルス「4位 J

奥山雄貴 (沼田小5年 )

5年男子ダブルス「2位」
三浦寛生 (沼田小 5年 )

5年男子ダブルス「 2位 J

矢口真央 (白新小6年 )

6年男子シングルス「3位」
今田ひなた (日新小6年 )

6年女子シングルス「3位 J

今日竜大 (日新小4年 )

4年男子シングルス「優勝」

山科陽翔 (北辰小 6年 )

東北小学生大会6年男子ダブルス
「優勝」

金田侑真 (新庄小6年 )

東北小学生大会 6年男子ダブルス
「優勝J

野 1球|‐
B・ K 県軟式野球クラス別選手
権大会Cク ラス県予選会「優勝J

柿崎 航 (鶴岡東高3年)全国高
校野球選手権大会「ベスト16J
《あじさい表彰》
紀伊海秀 ({山 台育英学園高 3年 )

全国高校野球選手権大会「2位 J
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柿崎 豊 全国障がい者スポーッ
大会 少年知的「 3位」
片見公亮 (新庄東高3年)

パラ卓球スペインオープン

男子団体クラス7-8「 3位」
伊藤みちる (萩野学園6年 )

全日本選手権大会県予選ホープス

女子シングルス「優勝J

サツカ■

八矢悠雅 (山形中央高2年 )

県高校新人体育大会「優勝」
沼田北辰サッカースポーッ少年団
バーモントカップ全日本少年フッ
トサル県大会「優勝J

バスケットボニ
Jレ

八向スポーツ少年団
東北電力旗東北 ミニバズケット
ボール県予選会「3位」

ソフトボール

吉田 舞 (上山明新館高3年 )

全日本高校ソフトボール選手権大会
ベス ト8



ターゲットパードゴルフ
《あじさい表彰》

松本 宣行
全日本全国大会in奈良

男子シエア 1位

障がい者スポーツ

新庄市身体障害者福祉協会新庄
チーム

県障がい者レクレーション大会
「優勝」

柔 道
新庄東高等学校柔道部 (高山裕次
郎、柿崎大樹、安達空良、藤原晃大、

阿部拓馬、山科快斗、佐藤秀弥)

全国高校選手権大会県予選男子団
体「優勝」

藤原晃大 (新庄東高2年 )

全国高等学校総合体育県大会
男子 6 6kg級「優勝」

高山裕次郎 (新庄東高2年 )

全国高校選手権県大会男子73kg級
「優勝」

阿部拓馬 (新庄東高2年 )

全国高校選手権県大会男子無差別級
「優勝」

渡部桂衣 (新庄東高 1年 )

全国高校選手権県大会女子48kg級

「優勝J

青柳ほのか (新庄東高 1年 )

県高校新人体育大会女子 5 7kg級
「優勝」

福嶋佳愛 (山形中央高2年 )

国体県予選会無差別級「優勝」
新庄地区柔剣道錬成会 (溝口 悠、
沼澤はる、佐藤亜海、平賀美咲子)

東北ブロックスポーッ少年団柔道
交流大会 女子団体「3位 J

《全国小学生学年別大会県予選会》
長澤龍志 (日新小6年 )

6年男子5 0kg超 級「優勝J

沼澤はる (舟形小 6年 )

6年女子 4 5kg超級「2位」
溝□ 悠 (舟形小5年 )

5年女子 4 0kg級「2位 J

弓 道

菅 拓也 (新庄南高 3年 )

県高校総合体育大会男子個人
「優勝」

栗田遥カロ(新庄北高 3年 )

国体県予選会少年女子近的女子

団体山形県選抜Aチ ーム「優勝」

新庄北高等学校弓道部 (海藤瑠緯、

仲山慎太郎、渡邊倖太)

国体県予選会少年男子近的団体
「優勝」

空手道

叶内奨也 (日本大学4年)国体県
予選会成年男子組手中量級「優勝」

小林未侑 (大正大学2年)国体県
予選会成年女子組手「優勝」

齋藤 蓮 (山梨学院 1年)国体県
予選会成年男子形「優勝J

叶内史也 (酒田南高3年)県高校
総合体育大会男子団体組手「優勝」

笹原渉平 (酒田南高2年)県高校
新人体育大会男子個人形「優勝J

齋藤沙希 (天童高 1年)県高校総

合体育大会女子個人形「優勝J

《全国空手道選手権大会県予選会》

明倫中学校男子空手道部 (石田竜
聖、石田聖哉・渡部大地、中鉢翔貴)

男子団体形「優勝」

明倫中学校女子空手道部

(阿部莉々子、小林彩乃、高桑伶奈)

女子団体形・組手「優勝」

新庄中学校空手道部

(佐藤瑠1佳、大宮颯太、荒木翔太)

男子団体組手「優勝J

阿部莉々子 (明倫中3年 )

東北中学生選手権大会女子個人形
「優勝」

小林彩乃 (明倫中3年 )

東北中学生選手権大会女子個人

組手「 2位J形「 3位 J

《県ジュニア選抜選手権大会》
石田竜聖 (明倫中3年)

中学男子 3年組手「優勝J

小嶋駿太 (萩野学園3年 )

小学男子 3年部形「優勝」

凸屏藝 磋〕は六

《県ジュニア選手権大会》
荒木翔太 (新庄中3年 )

中学男子 3年組手「優勝」
森 凌太 (日新中 1年)

中学 1年男子形「優勝」
伊藤 桂寿 (萩野学園2年)

小学男子 2年部形「優勝J

《東北少年少女選手権大会》
高橋俊輔 (北辰小6年)

東北少年少女選手権大会6年男子
個人形「優勝J

小嶋咲良 (萩野学園5年 )

5年女子個人組手「3位」
星川遥香 (萩野学園4年 )

4年女子個人形「3位」
《全日本少年少女選手権大会県予選会》
JJ哩予桂車甫 (新庄/」 6ヽ年 )

6年男子個人形「優勝」
林 弘道 (沼田小5年)

5年男子個人形「優勝J

森 峻己 (日新小5年 )

5年男子個人形「2位 J

川又愛莉 (日新小 5年 )

5年女子個人形「優勝J

橋見朋美 (日新小5年)

5年女子個人形「2位 J

伊藤 栞 (沼田小3年 )

3年女子個人形「優勝」
丹 輝瑠 (日新小2年 )

2年男子4国 人形「優勝」
町田 結 (日新小2年 )

2年女子個人形「優勝」
沼澤奈々美 (日新小2年 )

2年女子個人組手「優勝」
新庄市空手道スポーツ少年団(男子)

県少年少女スポーッ交流大会
男子形「優勝」

新庄市空手道スポーツ少年団 (女子)

県少年少女スポーッ交流大会
女子形「優勝J



それぞれの競技団体において、長年にわたり指導者及び役員として、スポーッの普及 。発展・競技力の向上、

青少年の健全育成に尽力され表彰を受けられました。

.齋藤和未.辱_【掘姉野球スーボァツー少年1回‐L.._.,.■■‐■‐‐‐‐‐‐■■■‐‐‐‐■
氏は、平成3年以来堀端スポーツ少年団の役員、コーチとして25年間子供たちの健全育成・競技力の向
上に貢献。平成4年に「新庄市少年野球リーグ戦」を発足するなど役員として企画、運営、野球競技の発
展に尽力。

鈴本書彦‐5.W底地匡野球導巽1‐

氏は、平成8年以来20年間地区野球連盟の役員として最北地区学童野球競技の普及、競技力の向上に尽
力。現在は、新庄地区野球連盟の理事を就任。地区、県野球界の発展に貢献し連盟の中枢を担つている。

‐薫本真TIJ‐氏.I新庄市柔道澤翠1....__■■●‐ⅢⅢ‐■‐●■■‐■■‐    ■■|●■
氏は、昭和63年以来 27年間新庄市柔道連盟の役員として地域柔道の発展に尽力。

新庄市で開催される総合体育大会や奉納柔道大会など、多くの大会を企画運営し成功に導くなどし新庄最
上地区柔道競技の普及発展に貢献。

t藤 .‐鶏 ‐昏..【沼‐田 J“辱サ ‐ッ
ーカ‐Tス

・
ボ ァ ツ少年 回 1......■■‐‐■ ‐    ■■■■ |

氏は、20余年にわたリスポーツ少年団において青少年育成、地区サッカー競技の普及発展に尽力。

全県規模の大会へ団員を導きサッカー競技における子供たちの技術力向上に貢献。現在は競技委員会委員
長に就任しサッカー競技を振興。

.内山 I青道 墨 :.‐【新 庄 地 区 ‐ソー71トテ尋ス‐運 盟 】......■ ■‐■■‐    ■■■■‐‐‐ ‐

氏は、平成 6年より2]年間新庄地区ソフ トテニス連盟の役員として競技の普及に貢献。

特に選手の指導、育成の面におしヽて力を入れ全国で活躍する選手を育てる。平成24年からは新庄地区ソ
フトテニス連盟会長、県連盟副会長に就任しソフ トテニス競技を振興。

ρ

こ活躍されている選手に、

今後の抱負や競技への取組みついてインタビュー
|

第46回 ジュニアオリンピック陸上競技大会
「優勝を勝ち取る !」 女子100m八―ドル 2位

1位選手に追いつきたいという目標で日々練習してきました。練習では、タ

イムが伸びない経験が多かつたですが、今回大会の準決勝でタイムを更新する

ことが出来ました。決勝戦で|よ、緊張しましたが 「リベンジをしたい」という

気持ちで試合に臨み、 2位ですが結果を出せて嬉しかつたです。

今後 |よ、国民体育大会・全国中学校体育大会・ジュニアォリンピックでたく
さんの選手を抜いて順位を上げて優勝したいです。
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第25回 東北小学生学年別ソフトテニス大会
「良 いプ レーが出来た」 6年女子の部  2位

準決勝の時、去年東北大会を優勝した選手と試合をすることになり、負ける
と思いました。しかし、相手チームに負けずに、とことんサーブを打ち込んで

勝つことができました。決勝では、相手チームのパワーのあるサーブに緊張し
ましたが、練習通り声を出し、 1球 1球力を込めて打ち込みました。 2位とい
う結果ですが、正直上位までいけると思わなかつたので嬉しかつたです。

今後の目標|よ、次の試合で上位を目指すことです。しっかり声を出し、身体
を精一杯使つて、試合で良いプレーをしたいと思ってます。ま―|(日新J｀学校b年生)



国際経験豊かな指導者を育成するため、日独両国のスポーツ少年団のリーダー 125名が互いに相手国
を訪問し、グループに分かれて各地でホームステイをすると共に、スポーツ交流や視察研修等のプログラ
ムを約 18日間に渡り実施する交流事業を行いました。1974年 の第 1回以来毎年継続実施してしヽます。

(ドイツスポーツ少年団訪問記念)           (地 元スポーツ少年団と野球体験試合)

最上地区には、 8月 6日～ 8月 10日 にかけて合計 9名の ドイツスポーツ少年団の リーダーが交流活動

に参加 し、様々な日本の暮 らしや文化 ・スポーツ活動を体験 しま した。

(ドイツスポーツ少年団訪問記念)

新庄束高等学校 柔道部

個人・団体 全国大会

阿部拓馬さん (1年生)

私はこの度、柔道の全国大会に

団体・個人共に出場します。全国

大会は、自分の実力がどれくらい

なのかを試せる大きな舞台です。

その大会までに私はどんな相手で

も一本取れ|る技を磨き|たいと思い

志す。相手をどのよう1こ投げるか

を考え■本■本、技|の1動作を力強

く取り組んでいきたいです。そし

て、実践練習の際に|また|だ投げる

ので|よなく、常に自分が攻め、技

をつなげて最後まで投げきるよう

に取り組んでいきます。残りの期

間を先輩方と切磋琢磨して頑張り

たいと思い志す。

渡部桂衣 さん (1年生)

全国大会に出場するにあたり、

私|よ大会までの残り約一ヶ月で特
に組手を強イーヒし、自分のものにし

たいと考え|て しヽます。■全国に出場

する選手 |よ皆スピァドが速いので

私もその人|た|ちと1互角に戦えるよ

う、普1段から1意識して練習に取り

組み
.ま
す。本番|で |よ、日頃‐からこ

指導して下さる先生1方や支|えてく

れる家族への感謝の気持ちを胸

に、精一杯戦つてきます。

高山裕次郎さん (2年生)

私達の目標|よ、全国柔道選手権
で団体戦初戦突破、個人戦入賞で
す。この目1標を達成olる ために|よ、

95峯琴冨澪1窯琴「|'3‐墓:晉そ
も高く―、|1難 しいことで1よあります

よ::3][[]]歩言警曇書:
ると思います。そして、その□標
を達成することで顧間の先生方や

保護者の方々へ感謝の気持ちを伝
えられるように、金力で取り組ん

でいきます。
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8月 2日から随時開催される、新庄市総合体育大会は全 15種目60チーム、計 1531名の方が参加され各

種競技大いに盛り上がりました。優勝者・優勝チームを紹介します。

〔一般男子〕大場伸也・

〔一般女子〕浅沼由美子

〔選手権男子〕鈴木昭雄

〔高校男子〕結城 蓮・

〔高校女子〕沓澤詩音・

〔中学男子〕叶内唯人・

〔中学女子〕豊後花恋・

〔小学男子〕佐藤琉緯・

〔小学女子〕柴田 明・

福原 聡 (か むてん)

。大沼陽子 (か むてん)

・阿部清一 (尾花沢 )

小國龍人 (新庄南高)

池添世菜 (新庄南高)

大場 駿 (国 新中)

阿部璃子 (日 新中)

平向悠人 (新庄スポ少)

谷口舞優 (真室川ジュニア)
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ノヾレーボーリレ

【参加者】]4チーム 12ミ.     【参加者】]4チーム 125人      、̀,

〔一般男子〕北新会

〔一般女子〕新庄北高

〔中学女子〕新庄・萩野学園
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亀    ソフトボール    「,     I参 加者15チーム フ1人

〔一般男子〕金沢球友会

〔中学女子〕新庄中学校

〔最優秀選手〕笹 優菜 (新庄)佐藤真優 (日 新)

月野 聡 (金沢)佐藤辰也 (YSY)
阿相英輝 (体協)

〔優秀選手〕森  雅 (新庄)伊藤美咲 (日 新)

浅沼幸治 (金沢)加藤 隼 (YSY)

剣  道
【参加者】99人

〔4年以下男子〕高JI樹 人 (新庄柔剣道錬成会)

〔4年以下女子〕長倉衣吹 (東 山錬成会)

〔5年以上男子〕高橋直人 (東 山錬成会)

〔5年以上女子〕八鍬美咲 (新庄柔剣道錬成会)

〔中学男子〕八鍬理信 (新庄中)

〔中学女子〕佐藤萌栞 (最上中)

〔高校男子〕伊藤一真 (新 l■ 東高)

〔高校女子〕菅 愛美 (新庄南高)

〔一般男子〕金澤優樹

〔一般女子〕大場みゆき

ッカー
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【参加者112チーム 179人      .ジ

・　
●
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バ ドミントン

〔選手権男子〕111日紘和・渡邊凛太郎 (新庄南高)

〔選手権女子〕柿崎わかば・小野茉彩 (新庄南高)

〔中学男子〕中川楓磨・阿部祐太 (萩野学園)

〔中学女子〕月ヽ林優衣・松田 愛 (明倫中)

〔6年男子〕金田侑真 。今田竜大 (奥羽」BC)
〔6年女子〕中島華那・芦野愛里 (口 新スポ少)

〔5年男子〕竹内玲空 。中島希大 (沼 LLlス ポ少)

〔5年女子〕井上来美・五十嵐友里 (沼 Ш・日新)

〔4年男子〕大友歩隆・早坂蒼汰 (奥羽」BC)
〔4年女子〕高橋花菜・黒坂未来 (沼 田スポ少)
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．

井上 岡|(体協 )
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。Ｌ 【参カロ者】35人
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〔高校男子〕柿崎唯安

〔高校女子〕伊藤夏乃

(新庄東高)

(新庄北高)

:●
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〔高校男子団体〕

〔高校女子団体〕

〔高校男子個人〕

〔高校女子個人〕

〔高校女子金的〕

〔高校男子花的〕

〔高校女子花的〕

〔中学男子個人〕

〔一般男子個人〕

〔一般女子個人〕

〔1・ 2年男子〕
〔1・ 2年女子〕
〔3・ 4年男子〕

〔3・ 4年女子〕
〔5。 6年男子〕

〔5。 6年女子〕
〔中学女子個人〕

〔中学男子団体〕

新庄北高A
新庄北高A
仲山慎太朗 (新庄北高)

矢口和佳奈 (新庄北高)

大類麗葉 (新庄北高)

渡部慧冬 (新庄北高)

矢萩美紗恵 (新庄北高)

加藤 凛 (明倫中)

竹内 憲 (新庄 B)
黒坂孝子 (新庄A)

〔Aブロック〕
〔Bブロック〕
〔Cブロック〕
〔Dブロック〕
〔最優秀選手〕

〔優秀選手〕

〔男子〕新庄

〔優秀選手〕

〔女子〕新庄

〔優秀選手〕

ルスポーッ少年団
・川円優吾 (新庄 )

(日 新 )

(MBS)
(八 向)

(沼 田北辰 )

ルスポーッ少年団
・田中千晶 (新 ll)

(萩野 ミックス)

(八向)

(リ トルラビッツ)

(目 新 )

OKス ポーッ団

ゆうこりんとその仲間達

ポンコッ萩野
いずみたおまめ―ず

渡辺翔哉・佐藤裕子

星川 崇・井上茉優

高山敏也 。今田浩喜
二戸博雄・梶浦靖也

斉藤夢叶 。清水妃菜 (八向)

一
」
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【参加者】10チーム 124人

道鍵     柔  道     :
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ミニバスケ

山内 岳・

人鍬斗南・

高橋白雲 ・

中塚海人・

佐藤洸希 ・

ミニバスケ

高橋向 日葵

阿部茉莉 ・

斉藤夢叶 ・

高僑柚花 ・

浅沼音葉 ・

ットボー

小松諒祐

高橋颯太

梅本登真

柏倉愛也

安達 慢

ットボー

・武藤優

齋藤 涼

清水妃莱

大場紗奈

高山晏莱

，
　

●

　

‘ 【参カロ者】16人
▲一）
　
〓

〔奨励賞〕伊藤都花 (沼田小)

菊地爽太郎 (日 新小)

伊藤 輝 (金山小)

小野世稜 (新 li柔剣道錬成会)

長濱杏麗 (新庄柔剣道錬成会)

三浦遥人 (丹野道場 )

平賀美咲子 (新庄柔剣道錬成会)

長沢龍志 (新庄柔剣道錬成会)

沼澤はる (新庄柔剣道錬成会 )

伊藤美槻 (日 新中)

明倫中学校

〔小学 1・ 2年男子〕井上琥太郎 (日 新小)

〔小学 1・ 2年女子〕田宮里桜 (萩野学園)

〔小学 3・ 4年男子〕佐川史竜 (日 新小)

〔小学 3・ 4年女子〕田口加奈子 (日 新小)

〔小学 5・ 6年男子〕渡辺里空 (日 新小)

〔小学 5・ 6年女子〕奥山鈴音 (萩野学園)

〔中学生男子〕佐藤裕斗 (目 新中)

〔一般男子〕 奥山 洋

〔一般女子〕 早坂美智子

〔シニア男子〕佐藤 薫
〔シニア女子〕齋藤秀子

●
　
・お 【参加者】3チーム 73メ、

〔社会人〕ノースフェニックス

‘

●
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メ【参加者】49人



平成27年度新庄市総合体育大会・優勝者・優勝デII.|
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8月 2日から随時開催される、新庄市総合体育大会は全 15種目60チーム、計 1531名 の方が参カロされ各
種競技大いに盛り上がりました。優勝者 。優勝チームを紹介します。
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【参加者】14チーム 125人

〔一般男子〕大場伸也・

〔一般女子〕浅沼由美子

〔選手権男子〕鈴木昭雄

〔高校男子〕結城 蓮・

〔高校女子〕沓澤詩音・

〔中学男子〕叶内唯人・

〔中学女子〕豊後花恋・

〔小学男子〕佐藤琉緯・

〔小学女子〕柴田 明・

福原 聡 (か むてん)

。大沼陽子 (か むてん)

・阿部清一 (尾花沢)

小回龍人 (新庄南高)

池添世菜 (新庄南高)

大場 駿 (日 新中)

阿部璃子 (日 新中)

平向悠人 (新庄スポ少)

谷口舞優 (真室川ジュニア)

〔一般男子〕北新会

〔一般女子〕新庄北高
〔中学女子〕新庄・萩野学園
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【参加者】298人

〔一般男子〕金沢球友会

〔中学女子〕新庄中学校

〔最優秀選手〕笹 優菜 (新庄)佐藤真優 (日 新)

月野 聡 (金沢)佐藤辰也 (YSY)
阿相英輝 (体協 )

〔優秀選手〕森  雅 (新庄)伊藤美咲 (日 新 )

浅沼幸治 (金沢)加藤 隼 (YSY)

●
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〔4年以下男子〕高山樹人 (新庄柔剣道錬成会)

〔4年以下女子〕長倉衣吹 (東 山錬成会)

〔5年以上男子〕高橋直人 (東 山錬成会)

〔5年以上女子〕八鍬美咲 (新 FI柔剣道錬成会)

〔中学男子〕八鍬理信 (新庄中)

〔中学女子〕佐藤萌栞 (最 L中 )

〔高校男子〕伊藤一真 (新庄東高)

〔高校女子〕菅 愛美 (新庄南高)

〔一般男子〕金澤優樹
〔一般女子〕大場み101き

〔選手権男子〕山口紘和・渡邊凛太郎 (新庄南高)

〔選手権女子〕柿峙わかば・小野茉彩 (新庄南高)

〔中学男子〕中川楓磨・阿部祐太 (萩野学園)

〔中学女子〕月ヽ林優衣 。松田 愛 (明倫中)

〔6年男子〕金田侑真・今田竜大 (奥羽」BC)
〔6年女子〕中島華那・芦野愛里 (日 新スポ少)

〔5年男子〕竹内玲空・中島希大 (沼 田スポ少)

〔5年女子〕井上来美・五十嵐友里 (沼 田 。日新)

〔4年男子〕大友歩隆・早坂蒼汰 (奥羽」BC)
〔4年女子〕高橋花菜・黒坂未来 (沼 田スポ少)

●

井上 岡1(体協 )

:●
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【参加者】12チーム 1フ 9メ、       .」 ……………
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【参加者】58人

，・　
●

　

・

●



長南ユキ子 さん
10年前から夫婦で毎日ウォー

キングをしている中で、記録帳が

ある事を矢]り ました。いつまでも

健康で元気に暮らせるようにと約

束しましたが、その年に大切な人

を亡くしました。あれから5年、

これからも健康のため約束を守り

続け頑張りたいと思います。

相澤 保子 さん

健康の為、友人にすすめられて

ウォーキングを |よ じめました。
「100万歩達成」に参力□して 6年
目に入ります。友人イ中間も沢山で

き、健康だからこそ歩けるので、

毎日家族と友人、仲間に感謝しな

がら歩いてい讀す。

鰈 畿 難 ‐・  体 育 館 窓 口  
※3ィ

?‐ 1‐属茫濠

・体育館       ・武道館
・陸上競技場     。福田運動広場
・横根山運動広場   。市民プール
・市民スキー場    。昭和活性化センター

・山屋改善センター

鐵議擁舞■■1市 民 球 場 窓 口    ・
撃機

。市民球場      。市テニスコー ト

醸 難 獲 難 ‐ ■■
す ぼ ― て ぃ あ 窓 回    事 撥

。新庄市総合体育大会 ・スポーツ少年団
。健康ウォーキング

すぱ一てぃあ窓□で毎日の歩数を記録する「ウォーキン
グ日誌」を差し上げています。四季を感じながら新庄を
歩しヽてみませんか ?自分で目標を立てて健康作り||

齋藤 恵子さん
毎日歩くことで気持ちがスッキ リしま

す。また友人と世間話をしながら楽しく歩
いていると、色んな出会いがあり、それが

楽しみで毎日歩き続けてます。

山下 蓉子 さん
最初|よ主人と歩いていましたが、今|よ近

所の友人と歩きながら道端で会う人との触
れ合いを大事にしています。おかげで毎日

楽しく継続して歩き続けられています。

伊藤 広美さん
歩き続けて 5年以上になりますが、今ま

で病気もなく人間ドックでも引つかかつた
ことがないのが私の自慢です。これを維持
するために、これからも歩いていこうと思
います。

輻

平成27年 5月 から耐震工事をしていた「市体育館」は

約 9ヵ 月間の工事を終え平成28年 2月 から利用再開にな

りました。工事に伴い、会議室・控室の増設 照明の LE
El化など、より利用しやすい体育館になりました。

顆1唖嬰繁れらむ
'電

顔こ

ホームベージをご利用ください
新庄市体育協会 瘍
http:www.shiniO‐talkyo.com/

■スポーツをしたいとき
スポーツクラブや色々なスポーツ団体の会員募集のことなど、
スポーツを始めたい人のための情報が載つています8 `

■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
則として体育協会カロ盟団体ですが、内容によつては掲載可能で
すのでこ相談ください。

■スポーツ施設を利用したいとき
どの施設が空いてる ?申込み方法 |よ ?使用料は?などの情報が

載つています。
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ウェープリングを使つたス トレッチと、軽1央なリズム
の有酸素運動で心身ともにリフレッシュしましょう !

言羊稲 F彗遺層3R暑と「

ります。

   3炒 董ま/
かむてんスポーツクラブ・事務局まで (市民球場内)


