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６月１７日（土）～１９日（月）に田川地区中学校総合体育大会が開催され、中学校の各部・クラブが日頃の練
習の成果を存分に発揮しました。
田川総体を勝ち抜いた野球部、柔道部、体操クラブ、水泳クラブの総勢２４名は、７月２１日（金）～２５日（火）
にかけておこなわれる県大会に出場します。野球部においては９年ぶりの出場です。おめでとうございます！！
更なる活躍を期待しています。主な成績は次のとおりです。あああああは県大会に出場する方々です。
【柔道部】
男 子 団体戦 第２位
男 子 個人戦
５０ｋｇ級 ベスト８ 小笠原 楓
５５ｋｇ級 第２位
奥山 晴空
〃
第３位
石黒 富夢
６０ｋｇ級 第２位
寺岡 優斗
〃
ベスト８ 伊藤浩太郎
〃
ベスト８ 佐藤 匠人
６６ｋｇ級 第３位
石栗 成望
７３ｋｇ級 第２位
大瀧 智滉
８１ｋｇ級 第３位
齋藤 雄大
女 子 個人戦
７０ｋｇ級 優 勝
佐藤 咲羽

【水泳クラブ】
男子総合 第６位
男子 ５０ｍ自由形
１００ｍ自由形
２００ｍ個人メドレー
４００ｍ個人メドレー
４００ｍフリーリレー
【体操クラブ】
体操個人総合
跳 馬
平均台
床

５月２１日（日）
、上山市民総合運動広場において、
「第３２回東北地域ゲートボール選手権大会山形県予
選会」が行われ、７月８日（土）～９日（日）宮城県で
開催される東北大会への出場権を勝ち取りました。
また、９月９日（土）～１２日（火）
秋田県で開催される「ねんりんピック」
へも出場します。今後の活躍を期待し
ています。
【出場メンバー】
宇野 仁一 （横山上）
、宇野 政子（横山上）
須藤 純一 （土 橋）
、齋藤 政治（助 川）
佐藤 シメ子（土 口）
、鈴木 秀子（土 口）

第５位 大川 幸多
第３位 大川 幸多
第５位 三浦 正太郎
第４位 三浦 正太郎
第６位（大川、松田、三浦、志田）
【野球部】第２位

第３位 伊藤 夢成
第３位
第３位
第２位

６月２４日（土）～２６日（月）
、大阪府堺市におい
て「第１６回全国シニア（５０歳以上）サッカー大
会」が行われ、東北代表として鶴岡 FC ドリーム所属
の榎木伸さん（猪子）
、安達準さん（押切中町）
、芦埜
正信さん（横山上）
、佐藤亮さん（加沼）が出場しまし
た。惜しくも予選敗退となりましたが、全国
の大舞台で精一杯の力を発揮しました。

今年度より、
三川町体育協会事業
「トランポリン教室」
は開催しないこととなりました。これまでご参加いただ
きありがとうございました。
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三川町ゴルフ春季大会
【日 時】５月２８日（日）
【会 場】湯の浜カントリークラブ
【成 績】優 勝 今井 敏博 （対 馬）
第２位 庄司 武晴 （三本木）
第３位 加藤 宏
（鶴岡市）
第４位 佐藤聖名子 （天神堂）
第５位 齋藤 健一（押切下町）

三川町体育協会長杯争奪
ゲートボール大会
【日 時】６月１７日（土）
【会 場】アスレなの花
【成 績】優 勝 横山チーム
第２位 助川チーム
第３位 土口チーム

第２回三川町体育協会長杯
パークゴルフ大会
【日 時】 ６月２５日（日）
【会 場】 アスレなの花
【成 績】 男性の部
優 勝
木野 敬二（袖東町）
第２位
齋藤 慶一（上 町）
第３位
菅原 文逸（猪 子）
女性の部
優 勝
佐藤 スミ（鶴岡市）
第２位
佐藤せつ子（鶴岡市）
第３位
榎本 順子（押切中町）
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第２１回三川町体育協会長杯
グラウンド・ゴルフ交歓大会
【日 時】６月１０日（土）
【会 場】かっぱつ広場
【成 績】優 勝 安部 佐
（押切下町）
第２位 五十嵐 政朗（押切中町）
第３位 折原 宏之 （袖東町）
第４位 小林 善四郎（すみよし）
第５位 齋藤 喜美子（横山上）

三川町ソフトボール大会
（日中・トーナメント戦）
【日 時】６月１８日（日）
【会 場】町民グラウンド
【成 績】Ａブロック
優 勝 リトルバスターズ（庄内総合支庁）
第２位 対 馬
Ｂブロック
優 勝 横山上
第２位 成田新田

第２８回三川町けやき杯争奪
バレーボール大会
【日 時】６月２５日（日）
【会 場】町民体育館
【成 績】優 勝 ノーピクルス
第２位 なの花クイーンズ
第３位 ＨＡＮＡＢＩ-Ｂ

【体 操】 佐藤 煌彪（横山小１年）
第７１回酒田市体育大会 体操競技男子Ｂクラス 鉄棒第３位（総合５位）
【弓 道】 水口 天斗（鶴岡工高３年）
第６８回山形県高等学校総合体育大会 男子の部 団体優勝 個人第２位 ※東北・全国大会出場
【相 撲】 工藤 晟 （加茂水産高３年）
第６８回山形県高等学校総合体育大会 団体優勝 個人体重別第２位 ※東北・全国大会出場
【卓 球】 菅原 大歩（酒田東高３年）
第６８回山形県高等学校総合体育大会 団体第２位 男子シングルスベスト１６ ※東北大会出場
【サッカー】榎木 伸 （猪 子）安達 準 （押切中町）芦埜 正信（横山上）佐藤 亮（加 沼）
松浦 貢 （横山上）鶴岡ＦＣドリーム所属
第２４回東北シニアサッカー選手権大会山形県予選会 ５０歳以上の部優勝 ※東北大会出場
渡邊 邦彦（横山上）小玉 真大（横 川） 鶴岡ＦＣドリーム所属
第２４回東北シニアサッカー選手権大会山形県予選会 ４０歳以上の部優勝 ※東北大会出場
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