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正々堂々
全国高校柔道選手権

山形県予選大会

女子無差別級優勝

福 嶋 佳 愛
山形中央高校 1年

(萩野中卒)

3月 20日から日本武道館で

開催される全国高等学校柔道

選手権大会に出場

目指すは優勝

全国高校柔道選手権大会では、高い

レベルの選手たちと正々堂々と戦い、

優勝を目指して頑張 りたいです。

そして、東北大会での失敗や気付い

た自分の弱点を克服 しレベルアップし

て自分が今できる、自分なりの柔道ス

タイルで県外の人たちと戦い、応援 し

て頂いている方々にいい結果を報告 し

たいです。これからの練習一つ一つを

大切にし、最高の状態で試合に向かい

● _ま す。応援よろしくお願いします。

今年の冬も高校生スキー選手が大活躍しました。

山形県代表として20]5ぐ んま冬国体、全国高校ス

キー大会に出場した新庄市内高校 (町村校含む)の生徒、

新庄市出身生徒の皆さんを紹介します。

○ぐんま冬国体  2/20～ 23(群馬県片品村 )

○全国高校スキー 2/7～ 10(秋田県鹿角市)

ヨ体冬季大会スキー競技会山形県予選 《大回転》

憂勝 小田はるな 日大山形高1年 (明倫中卒)

椰鷹
頑張れ !かな 3

練習|よ厳しく辛いでしょうが、東京オ

リンピックを目指して頑張つて下さし
｀

神室柔道スポ少代表指導者 伊藤好之

″ ノ5%葬 名□″
～麦 ″ ιイ 雲と氷の風 と はれ ～

《アルペン》

F曰序茂ヌ≠=大r
《アルペン》

1高橋 和臣 1新庄北高最上校3年 (最上中学校卒)

《距離》

証』蟻麟朧

玲スキー競技
新庄の全国大会出場選手

新庄北高最上校 3年 (最上中学校卒)

日大山形高校 1年 (明倫中学校卒 )

英樹 新庄北高最上校

《距離》
新庄北高 3年 (尾花沢中学校卒)

新庄北高 2年 (常盤中学校卒)

(監 督)高橋 鉄也 新庄北高

(コ ーチ)大場 正浩 新庄南高金山校

古瀬 友博

柏倉 ―輝

倉金 卓美

梁瀬 麻歩

新庄北高 3年 (常盤中学校卒)

新庄北高 2年 (尾花沢中学校卒)

新庄北高 2年 (福原中学校卒)

新庄北高 2年 (常盤中学校卒)

新庄北高 2年 (金山中学校卒)`

新庄北高 3年 (真室川中学校卒)

新庄南高金山校 1年 (金山中学校卒 )

新庄南高金山校 1年 (金 山中学校卒)

新庄南高金山校 1年 (金 山中学校卒)

全国高校スキー大会には、上記の他、国体出場の選手 監督
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ム尾]甚L″壕留露奮蛉覇爾髯翼轟
われ、スポー野興に

合わせて75個人・11団体の

皆様が表彰を受けました。今後の一層のこ活躍を心からこ期待申し上げます。

■|■■■ |■1陸■■ ●■■|||■

新庄北高陸上競技部 (本木天真・

三上陽輝 。田中恭平・有吉夢弥)

県高校総体男子 4× 100mR
「優勝」

福丼友皓 (新庄北高定時制)

県高校定時制大会走幅跳「優勝」

石川涼音 (山形城北高2年)東北

新人大会女子3000m「第3位」

渡邊 成 (九里学園2年)県高校
総体男子400mハ ードル「優勝J

阪 希望 (日新中 1年)県中学選

手権大会 1年女子 100m「優勝J

梅津悠月 (日新小 6年)県少年少

女交流大会女子80mH「優勝J

鈴木大翔 (沼田小5年 )

全国小学生大会県予選会小学 5年
男子 100m「第3位 J

■■ ||■■|■■首 ■■ ■‐■ ■

竹内 憲。大嶋詠太郎 (弓道連盟)

国体県予選成年男子団体「優勝」

大沼愛美 (新庄南高 3年 )

国体県予選少年女子近的「優勝J

菅 幸誠 (新庄北高 2年 )

県高校新人大会「射道優秀賞J

■■■■|■■スキ■■■ |■■■

小田はるな (日大山形高 1年)国
体県予選大回転少年女子「優勝」
■■■■■||■諄 ||||1注■|■■||■■
新庄中学校相撲部 (中鉢佳汰 。石

山裕也 。大竹―輝・吉田充希 。佐

藤凛)

県中学校総体団体二部「優勝」

西尾浩暉 (新庄神室産業高 2年 )

県高校新人大会 8 0kg以上 100
kg未満級「優勝J

■■■|■ソフ|トボ■,レ■■■■|

吉田 舞 (上山明新館高 2年 )

国民体育大会少年女子「第5位 J

■■■||■|■1卓|1球■■■■■■

伊藤みちる (泉 田小 5年 )

県ホープス選抜選手権大会 5年以

下女子シングルス「優勝」
■■■|バスケツトボ|■ル■■■|

明倫中学校女子バスケットボール部

県中学校新人北ブロック「優勝」

今田成深 (山形中央高3年 )

県高校総体「優勝J

■■|■||′|ドミン|トン|■■■|■

齋藤大慎 (東奥学園高3年 )

青森県高校総体男子団体「優勝J

日新中学校バ ドミン トン部 (本匿

優芽 。大又優希 。今日香帆 。小僕

萌花・声野怜那)県中学校総体女

子団体「優勝」

《県小学生学年別選手権大会》

中川楓磨・佐藤勝大 (泉田小 6年 )

6年以下男子ダブルス「優勝」

三浦寛生 (沼田小 4年)。 中川

燿 (泉田小 3年)4年以下男子タ

ブルス「第 2位」

声野愛里 。中島華那 (日新小 5年 )

5年以下女子ダブルス「第 2位 J

今田ひなた (日 新小 5年 )

5年以下女子シングルス「第 3位 _

山科陽翔 (北辰小 5年 )

5年以下男子シングルス「第 3位 _

今田竜太 (日 新小 3年 )

4年以下男子シングルス「第 2位 _

■■■ |■■||,,|力■■■■

沼田北辰サッカースポーツ少年巨

県少年少女交流大会「優勝J

I■|■■ ■‐柔 道‐|■■■||■ |
新庄東高等学校柔道部 (叶内大誠・

間宮裕弥・八鍬大芽・柿崎比呂・舞

(写真は左から)菅 紗彩、沼澤美月、声野怜那、今日香帆、

小関萌花、大又優希、本間優芽

晃厘療唇ゞ
[菖[11言]][[:][[:]´

爵
|

■ンチを蹴散らしⅢ を思う
私たち日新女子バ ドミントン部は団体戦東北大会出

場 という目標を掲げ、日々の練習を頑張ってきましたc

私たちのテームでは、技術やプレーよりもメンタル面

や仲間との絆を大切にしてきました。『ピンチを蹴部

らし仲間を思う l』 それが私たち日新女子バ ドミント

ン部です。

一人ひとり個性豊かなメンバーで、まとまるまでに

時間がかか りました。でも、長い時間をかけて築きた

げた私たちの絆は、何にも負けない強みとなりました(

そして県中総体団体戦で 29年ぶ りの優勝をつかみ助

り、東北大会 という夢の舞台に立つことができました〔

今まで共に歩んできた仲間、支えて下さった人たち

の努力が実った瞬間。この、私たちの一生の宝を胸に、

さらなる舞台へ進みたいと思います。

女子バドミントン部部長 本FH5優舅



栗田校長

先生から

受賞おめでとうございます。しかしまだ |
通過点。本番は来夏。周囲への感謝の気持

|

ちを忘れず、更なる鍛錬を望みます。   |

高桑伶奈 私の今後の目標は「己に勝つJです。私は、

日々の練習でつらい時、手を抜いてしまうことが度々

ありました。大会でも、自分の気持ちに負け、思うよ

うに動けませんでした。今年は人一倍努力 し、己に勝

ち、全国制覇を目指したいと思います。

阿部莉々子 私の今年の目標は、団体で形・組手で全

中に出場 し、上位に入賞することです。個人ではベス

ト8が 目標です。そのために、家での練習、筋 トレな

ど人一倍練習に頑張 ります。

小林彩乃 3月 の「はまなす杯」で 5位入賞を達成し

たいです。自分に自信をつけ、努力を怠らず次につな

げ、 8月 の全中に出場 し結果を残 したいと思います。

今までの結果に満足せずに常に上を目指 して全力勝負

で頑張 ります。

醸優吾・笹木崇利・高橋直椰)東
|ヒ高校大会男子団体「第2位」
lf内大誠 (新庄東高3年)東北高

咬大会男子90贈級「第3位」

師崎比呂 (新庄東高3年)東北高

校大会男子 1 0 0kg級 「第3位」

煩藤優吾 (新庄東高 3年 )

早高校総体男子 6 6kg級「優勝J

旧嶋佳愛 (山形中央高 1年 )

全日本ジユニア選手権県予選会

女子 7 8kg級「優勝」

(県少年健全育成大会》

震澤龍志 (日 新小 5年 )

男子 5年 4 5kg超級「優勝」

召澤虹太朗 (舟形小 6年 )

男子 6年 5 0kg超級「第3位」

青口 葵 (舟形小 6年 )

欠子 6年 4 5kg超級「優勝」

召澤はる (舟形小 5年 )

女子 5年 4 0kg超級「第2位」

(山形県少年少女交流大会》

所庄地区柔剣道錬成会スポーツ少

手団(沼澤はる。佐藤亜海。溝口葵・

青口悠)女子団体「優勝」
||||||   |11ヨ阿覇海口|||   ||||||

訴庄神室産業高自転車競技部 (矢

コ優希・佐々木徹 。大内涼雅)

全国高校総体チームスプリン ト
~第

5位」

左々木徹 (新庄神室産業高 3年 )

ヨ体少年男子 lkmタ イム・ トラ

イアフレ「第 2位」

表口優希 (新庄神室産業高 3年 )

コ体少年男子ポイントレース「第

8位 J

大内涼雅 (新庄神室産業高 2年 )

東北高校選手権大会ケイリン「第

3位」

雪藤貴昭 国体県予選成年男子ス
プ 1〕 ン ト「イ暮藤 |

‐ソフトテニス●|

叶内彩花 (日新小5年 )

県小学生シングルス大会女子 5年
生以下「優勝」

野 球 ‐‐

B・ K 県軟式野球選手権大会C
クラス「優勝」

柿崎 航 (鶴 岡東高 2年 )

秋季東北地区県大会「優勝」

日新レッドスターズスポーツ少年団
全国軟式野球大会県予選会「第3

位」

小林未侑 (大正大 1年)国体県予

選成年女子個人組手「優勝J

伊藤希恵 (天童高3年)東北高校

選手権女子個人形「優勝J

齋藤 蓮 (天童高3年)

県高校総体男子個人形「優勝J

叶内史也 (酒田南高2年)東北高

校選手権男子団体組手「第 3位」

齋藤沙希 (明倫中3年)東北中学

選手権大会女子個人形「優勝」

阿部莉々子 (明倫中2年)東北中

学選手権大会女子個人形「2位」

笹原渉平 (酒田南高 1年)県高校

新人大会男子団体組手「優勝」

高橋薫奈 (酒田南高3年)東北高

校選抜大会女子団体組手「第 3位」

《東北空手道選手権大会》

明倫中学校男子空手道部 (渡部海

太・石田竜聖・石田聖哉。渡部大地・

武田陸玖・林陽友)男子団体形「第
2位」団体組手「第3位 J

明倫中学校女子空手道部 (齋藤沙

希。小林彩乃。高桑伶奈・阿部莉々

子)女子団体形・組手「優勝」

《全日本少年少女選手権大会県予選》

星川愛斗 (泉田小6年 )

′|、学 ら生 軍 子 イ国人形 「停 騰 |

ボクシング   ■|

渋江章矢 (新庄東高 3年 )

国体東北大会フライ級「第2位 J

新田慎之介 (酒 田南高 2年 )

国体県予選バンタム級「優勝」

青柳隆徳 (新庄神室産業高2年)

県新人大会 1部 ライトウェルター

級「優勝」

齋藤 翼 (新庄神室産業高 1年)

県新人大会 2部 フライ級「優勝」

山形県障がい者スポーツ大会

新庄市身体障害者福祉協会「優勝」

林 弘道 (沼田小4年 )

小学 4年男子4国 人形「優勝」

町田 結 (日新小 1年)

小学 1年女子個人形「優勝」

《東北少年少女選手権大会》

小野桂輔 (新庄小 5年 )

小学 5年男子個人形「第 2位」

沼澤奈々心 (日新小 1年 )

小学 1年女子個人形「第3位」

高橋俊輔 (北辰小5年)

小学 5年男子個人形「優勝」

小嶋咲良 (泉田小4年 )

小学 4年女子個人組手「第 3位 J

《県ジュニア選手権大会》

佐藤玲惟 (新庄中3年 )

中学 3年男子個人組手「優勝」

荒木翔太 (新庄中2年 )

中学 2年男子個人組手「優勝」

伊藤 栞 (沼田小2年 )

小学 2年女子個人形「優勝」

森 凌太 (日新小6年)′
小学 6年男子個人形「優勝」

星川遥香 (泉田小3年)

小学 3年女子個人形「優勝」

《県ジュニア選抜選手権大会》

森 峻己 (日新小4年 )

′K堂 左生 里 子 楠 入彩 「標 咲 |

空手道

体育表彰式での明倫中男女空手道部の皆さんによる 「形」演武



《ボクシング》
新庄神室産業高2年 青柳隆徳

県と東北の新人

大会で優勝しま

したが、さらに

全国高校選抜大

会でも勝抜いて

行けるよう精進

していきます。

新庄神室産業高 ] 年 齋藤 翼

新人大会は県優

勝・東北 2位 に

な りましたが、

現状維持ではな

く、常に上を目

指して努力して

いきます。

《陸上》鈴木大翔
沼田小学校5年

〔目標〕優勝して全国大会に出

場できるよう、日 努々力する。

〔強化したいこと〕もっと速く

走れるよう、きれいなフォーム

を身に着ける。

《ソフトテニス》
日新」畔校5年 叶内彩花

(新庄ソフトテニススポーツ少年団)

目標はみんなに認められるよう

なプレー。そのためにサービス

の精度を高め、コースに決め切
れるようにしたい。

《陸上》阪 希望
日新中学校 1年

〔目標〕 100mハ ー ドルで

14秒 10を 出して全国大会

に出場すること。ジュニアォ

リンピックで 3位以内に入賞

すること。

〔強化したいこと〕スター ト、

中間走のスピー ドをもっと速

くしたい。

《卓球》伊藤みちる

泉田小学校5年

〔目標〕今年 は

全国大会でベス

ト8以上になり

たい。

〔強化したいこと〕
ボールの威力を

上げ、コースを

狙う。気持ちを

強くしたい。

《空手道》高橋俊輔
北辰小学校 5年

夏にある全国大会で上位入賞

したい。そのために技に強弱

を作 り、全国の人達に通用す

る形をしたいです。

《弓道》菅 幸誠
新庄北高 2年

目標 は イ ン

ターハイ 。国

体に出場する

こと。これま

での倍の練習

を積み、全員

で弓道を楽 し

みます。

《相撲》西尾浩暉
新庄神室産業高 2年

冬期間の筋力

トレーニング

を重視 して、

自信を持って

大会に臨める

ようメンタル

面も鍛えてい

きたい。

明倫中学校女子バスケットボール部
新人大会優勝は、信

頼できる仲間、先生、
コーチと共に「全員
バスケ」で勝ち取っ

たものです。あの一

体感を忘れず、今の

メンバーでやれる時

間を大切にして、最

高の思い出をつ くり

たい。

主1平 沼澤香帆

冬 .齊瞑
蝙

《柔道》長澤龍志
日新小学校 5年 ,

(新庄地区柔剣道錬成会)

今回、県大会で優勝 し、東北

強化指定選手に選ばれ、全国

大会に出場 しました。夢は全

国大会で優勝することです。



本協会の理事、副会長

などを23年間にわた

り務め、強化対策など

体協主要事業の充実を

果たし、公益法人化な

ど重要時期には常に中

心 となって協会を牽引

してきました。

競技面では、べにばな

国体の際は、県バ ドミ

ントン協会理事長、総務委員長として大会を成功

に導 くなど、本県 。本市バ ドミントン競技の普及・

振興に多大な貢献を成されました。

各氏は、体育協会や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、スポーツの普及・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。

特男」功労賞 五十嵐久仁男 氏

感謝状 古澤清明 氏

野球の普及発展の他、体育協会理事・

監事としてスポーッの振興に尽力さ

彎 lr■■ ■ .■ ‐■ |

感謝1犬 長倉康爾 氏

体育協会理事、スポーツクラブ、ソ

馨晨不雰彎lli『 l「

ポ~ず

感謝状 長澤三千一 氏

体育協会、バ ドミントンの指導など

広く本市のスポーツ振興に尽力され

ました。        ‐  |

～～～～～～～～～～～スポーツ振興功労賞～～～～～～～～～～～

《野球》

村上 進氏
氏は、20余年にわた

リスポーツ少年団は

じめ新庄最上地区学
童野球の普及振興に

ヽ力。新庄地区野球

墓盟理事としても山

形県野球競技の発展
.こ 貢献。

《陸上》

高橋 研 氏

氏は、昭和62年 以来、
主に中学生の陸上の

普及強化に尽力。平
成 7年からは新庄地
区陸上競技協会常任
理事、競技部長、理
事長職を歴任し陸上

競技を振興。

《ボクシング》

阿部太悦氏
氏は、平成11年以来、

新庄ボクシング協会

事務局の一切 を担
い、新庄市で開催さ

れる多 くの大会を成

功に導き、県ボクシ
ング競技の普及振興
に貢献。

《柔道》

荒澤精也氏
氏は、平成元年以来、

競技指導とともに連
盟役員として事業の

企画7~4営 の中心にな

り成功に導 くなど新
庄最上地区柔道競技
の普及発展、競技力
向上に貢献。

《ソフトテニス》

高橋正彦氏
氏は、昭和53年以来、

新庄地区ソフトテニ

ス連盟役員 として、

競技の普及、技術向
上、後輩の指導に尽
力、現在は理事長と

して連盟 の中枢 を

担っている。

野球を通 じ新庄を元気にするため、今年は全国レベルの大会
招聘を考えてお ります。行政の協力を得ながら、大々的にPR
を展開し、多 くの人々に来ていただき、市の活性化と野球人口
の増加に少しでも寄与 したいと思います。 古澤清明

今、新庄地区には優秀な指

導者・選手に加え将来楽しみ

な逸材 も在住 してお ります。

また、我々にとつて待望の

テニスコー トが完成し、他地

区と比べても見劣 りのしない

環境が整いました。これを機
に、ソフトテニス界は関係者
が一体となり、底辺拡大に力
を注ぎ、競技力向上に共有目

標を立て、他競技団体の模範
となれるよう前進 して欲 しい

と思います。   長倉康爾

近年の本市少年柔道の活躍
は目を見張るものがあり、特
に昨年は、新東柔道部が団体
で全国柔道選手権大会やイン

ターハイに出場するなど快挙
でありました。
2020年 、東京 オリン

ピック開催です。いつか当地

からオリンピック選手が生ま

れるよう、この度の受賞を契

機に、これからも本市柔道の

発展のため尽 くしていきたい

と思います。   荒澤精也

試合後に指導者が「いつも言っている

ことが何故できない」と選手を叱咤 して
いる場面をみるが、できないところを指

導するのが指導者である。指導者は、個々

人に合った効果的な練習プログラムと時

間を熟考 し、スポーツを楽 しく続けられ、
スポーツが好きになる子供を多 く育てて

欲 しい。 長澤三千―

最上地区のボクシング競技者を増やす
ことが最近の願いです。生徒の絶対数の

少なさもありますが、運動部を嫌う傾向
が影響 していると思います。関係者の

方々は頑張っていますが、これからの生

徒や現在頑張っている人のやる気に期待

競技力を向上させるには、競技会場の整備とともに、見識豊か

な指導者の確保が必要であると思う。指導者の就労の場の確保 と

ある程度自由に活動できる時間の保証が大切である。みんなでそ

●受賞者の皆様から●

に向

んな街にしていきたいと思う。 高橋正彦 しています。 阿部太悦



《優良団表彰》

泉田サッカースポーツ少年団

本団は、最上地区サッカー競技においては草分け的な

団であり、優秀な成績をあげてきた他、地域貢献活動

により地域からも愛されている。

《功労者表彰》

菅原 秀 氏

沼田バ ドミントン

スポーツ少年団代表指導者

(新庄市スポーツ少年団副本部長)

本団は、 1967年 、県登録第 1

号の新庄市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

者として指導し、多くの優秀な選手を育成、輩出した。

礎鶉羅事:
通知

新庄市のスポーツ少年団は34団あり、小学生のカロ入率は28%を 維持 していま

すが、少子化の影響により多く団で団員数が減少し、チームとして成立させるのが

難しい団も出ています。

スポ少活動については、地区協議会から適正化を求める通知があり、全団で話し

合いを行い各団で適正化に努めるよう確認しました。また、平成25年度の活動1六

況を調査し、各団が抱える課題などをみんなで考えるようにしています。

適正化に関する通知 (抜粋)と活動状況調査の結果の一部を紹介します。

戴 。T瀧 骰 15驚貰某雰卍期
コ活動が適正な活動となり、保護者や児

童の負担とならないよう運営することが求められていると考えます。

代表指導者 早坂憲昭

會

■ H25活 動 状 況 調 査 (H26.6月実施・新庄市スポ少34団中27団回答)

題

し

間

な

題

り

間

あ

団員の確保 10 17

団員の指導 22 5

練習場所の確保 22 5

活動経費の確保 23 4

保護者との調整 24 3

027団 中17団 が「団員が減 り

困つている」と回答
他の事項で「問題あり」は3～

5団だが、団員数については問題

ありが63%と なった。特に団体

球技で深刻な状況になっている。

(具体的記述から)

・ 団員が少なく大会の団体戦に出

場できない。

・ 学年毎チーム編成が難 しい。

・ 団員が少 な く休 めないため、

個々の負担が大 きくなってい

る。
0団員減少で存続の危機にある。

○活動日数について

定期練習はほとんどが週 2～ 3

回。 (週 4回 は 4団)年 間活動 日

数は25団の平均は 142日 で 1

80日 (年 間の約半分)を超える

団は8団。

多くの団で「練習は週4回 だが

1回 は技術指導だけにし勉強に影

響しないようにしている。」など

工夫に努めている様子。

保護者から「もっと練習を増や

して欲しい。」という要望がある

団、多くして・少なくしてと保護

者の要望が分かれる団など色々で

指導者の苦慮が窺える。
「大会が多すぎる」という指摘

が複数の団からあったが、その指

摘は野球の団だけ

であり、見直しを

図るべきか。

○練習場所・練習

内容など

・ 冬季間の練習場

所 が ない。 (野

球・サッカーなど数団から)

・ 定期的に練習できる場所がなく

毎年苦慮 している。

・ 練習後のス トレッチの時間がな

く、成長期である団員のケガガ

増えている。

・ 指導者が高齢化 している。

・ 審判の確保が難 しい。

・ 保護者の大会、遠征の経費負IE

が大変。

・ 最近、保護者の理解が少なく、

何 らかの方策を考えているとこ

ろである。



0新F市総含体育大会優勝者
36回となる市総合体育大会|よ 2月 11日のスキー競技

を以て終了しました。昨年より2種目増え、 17種目の

開催となり、選手 1668人、審判・役員335人の皆

さんから参カロ、運営していただき、計画どおり終えるこ

とができました。ありがとうこざいました。、

スキー 参加 60人

■小学 1。 2年男子

村上太栞 (日 新小)

■小学 1・ 2年女子

村上釉瑞葉 (日 新小)

■小学 3・ 4年男子
田宮青空 (昭和小 )

■小学 3・ 4年女子
正野瑠莱 (萩野小 )

■小学 5。 6年男子

高山浩太 (萩野小 )

琲 1,樹
饉
諄・

‐
 掌

■小学 5・ 6年女子

森 春花 (日 新小)

■中学男子

佐藤裕斗 (日 新中)

■中学女子

栗田綺星 (日 新中)

■一般男子 高山浩二

■一般女子 早坂洋子
■シエア男子 五十嵐淳二

■シエア女子 齋藤秀子

ソフトテニス 参力1208人

■一般男子
■一般女子
■高校男子
■高校女子
■中学男子
■中学女子
■小学男子

■奨励賞 (一般の部 )

■奨励賞 (子供の部)

西田佳正・川田健介 (SC21)
荒井晴美・高山久美子 (城南クラブ)

伊藤優希・高山 悟 (新庄北高)

井上か りん・伊藤千紘 (新庄北高)

豊岡大和・飯田達也 (舟形中)

川又 唯・池添佳歩 (真室川中)

早坂琢磨・佐藤大星

(新庄ソフトテニススポーツ少年団)

■小学女子 庄司琴里・井上あゆ (真室川ジュニア)

合気道 参カロ棄状

小林理恵

菊地爽太郎・山本悠斗

新庄市柔道連闘
〔会 長).萱谷  操■‐

〔副会ヨ |1遠藤昭二郎■ |

〔副会長〕伊藤 好之‐

新庄市柔道連盟の一大事業

である新庄まつり奉納柔道大

会 (8月 26日 開催)は昨年

で第56回を数えました。第

1回 は昭和 33年 まで遡 り、

当時は戸沢神社境内に大会関

係者手づくりの特設会場での

開催だったそうです。

柔道は単なる格闘技ではな

く「礼に始まり、礼に終わる」

という精神の鍛練に重きを置

いたスポーッです。『精力善

用』『自他共栄』という言葉

で表現され、単に技術を習得

するだけでなく、日常生活に

おいても′亡ヽ身を有効に使用す

ることが肝要 とされていま

す。

育成強化事業は、平成 21
年度から毎月第 4金曜日に新

庄東高武道館において強化練

習会を実施 しています。毎回、

小学生から一般まで 50～ 6

0名の参加があり、地元教員、

スポ少指導者、警察官、国体

出場経験者の方から指導いた

だいています。

内容としては、基礎体力向

上、基本技、打込み、乱取 り、

寝技等の反復練習を行い、特

に、投げ技などによる適切な

崩しから効果を生み、一本を

取れる柔道 を目指 していま

す。強化事業としては強化合

宿 も実施 してお り、新庄市体

育協会の育成強化事業のお蔭

で強化練習会を実施するよう

になってかい、東北大会、全

国大会出場者が多数出てお

り、全国上位入賞などの結果

につながっております。

皆、強 くなりたい、試合で

勝ちたい という強い思いを

持って一生懸命稽古に励んで

います。

事務局長 荒川由紀春



新庄市体育館
[5/11～来年3/31]
耐震補強工事のため使用休止
農村環境改善センター (山屋)・ 昭和活性化セン

ターをご利用 ください。

申込み先は体育協会になります。

■体育協会事務所■

5月 20日から野球場に移 ります。

《5/19ま で》市体育館内 TEL 2 3-2978
《5/20か ら》市民球場内 TEL 2 3-7666

新装「東山テニスコー ト」
使用調整会議 3/27018:30～  ゆめりあ

新庄市体育協会 鍼
■スポーツ施設を利用したいとき

どの施設が空いている?申込み方法|よ ?

使用料はつなどの1青報が載つています。

すぼ一てぃあ(最上中央公園)

04月 ]日から新庄市体育協会が指定管理者として

管理運営します。

○体館日は、4月から毎月第 2火曜日の月 1回 にな

る予定です。 (現在は毎週火曜日)

TEL,FAX 23-1000

■スポーツを始めようとするとき
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。

■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|1青報を掲載でき

ます。利用は原則として体育協会カロ盟団体です

が、内容によっては掲載可能ですのでこ相談く

ださい。|       ‐

滋 .こん
スポ車ツ

*4月 1日 付で、クラブの名称がこれまでの「総合
型地域スポーックラブ新庄21」 から「かむてんス

ポーツクラブ」に変わります。

・健康コース (日中。夜の部)、 親子コース、

レベルアップ教室コース 計21コース

・ お子様からお年寄りまでみんなで楽しく
「からだ」元気 !「こころ」健康 ! `

《お問合せ。お申し込み先》    ‐

クラブ事務局 丁EL 22-0681

200万歩達成の

涌丼京子さんから

新庄市内でもちょつと足

を延ばせば素晴らしい景

色に出会えます。歩かな

ければ分からない事でし

た。そしてウォーキング

で矢□り合つた仲間は、今、

私にとつて大切な宝物に

なつています。

◎何歩でもOKコ ース、

100歩 ・200万歩コース

の 3コースです。

天気や体調を見て、楽し

く、マイペースで歩いて

ください。

◎ウォーキング日誌
無 料 で配布

3月下旬から市民プラザ

わくわく新庄、市役所な

どに置きます。こ自由に

お持ち帰り、健康づくり

活用ください。

◎ことし歩いた歩数を記

録した記念盾をお贈りし

ます。10月 以 降、申請

ください。

フ̈

新庄市体育協会 〔TEL・ FAX〕 0233-23-2978 〔E―rna‖〕shintaikシo@estate.ocn.ne.ip


