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１０月８日（日）
、町内の体育施設３会場において町民体育祭が行われました。今年度は、ディスクゴルフ、スポ
レック、グラウンドゴルフの３種目を実施し、さらに、ディスクゴルフ会場内にはニュースポーツの体験コーナー
が設置され、会場には子どもから大人までの幅広い年代が集まり、参加者はチームプレーを発揮しながらも和気あ
いあいとスポーツを楽しみました。各種目の結果は次のとおりです。
【ディスクゴルフ】
子どもの部
優 勝 渡邉 悠世（ミニバスケスポ少）
第２位 渋谷 友乃（バドミントンスポ少）
第３位 松澤 稜 （空手スポ少）
大人の部
優 勝 ﾏｯｹｰﾅ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ｱﾝｿﾆｰ（対馬）
第２位 須藤 利明（対馬）
第３位 成澤 和久（猪子）

【スポレック】
一般の部
優 勝 対馬Ｃチーム
第２位 対馬Ｂチーム
第３位 猪子９６してますチーム
競技の部
優 勝 みかわＳＣ Ｃチーム
第２位 みかわＳＣ Ａチーム
第３位 対馬Ｅチーム

【グラウンドゴルフ】
優 勝 押切中Ｅチーム
第２位 押切中Ａチーム
第３位 押切中Ｄチーム
第３位 猪 子Ｄチーム

１０月５日（木）～９日（月）
、愛媛県を会場に「第
７２回国民体育大会」が行われ、相撲競技に五十嵐唯
人さん（押切中町）
、工藤晟さん（押切中町）
、ウエイ
トリフティング競技に小川純さん（青山）が出場し、
全国の大舞台で精一杯の力を発揮しました。
主な成績は次のとおりです。
【相撲競技】
五十嵐 唯人
成年男子団体 ベスト１６
工藤 晟
少年男子団体 予選敗退

【会
場】
【時
間】
【参 加 費】

【ウエイトリフティング】
小川 純
成年男子６９ｋｇ級 第１２位

申込み・問合せは・・・

【申込締切】

町民体育館
午前９時～午後０時３０分
３００円（レクリエーション保険料込み）
※参加費は当日持参ください。
１１月１６日（木）
事務局（町民体育館内）
担当 今井
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ゲートボール競技

バウンドテニス競技

ねんりんピックで大奮闘！

三浦貞一さん全国で戦う！

9 月 9 日（土）～11 日（月）
、秋田県大館市大館
樹海ドームにおいて、
「ねんりんピックゲートボール競
技」が行われ、チームなの花が山形県代表として出場
しました。予選リーグ 1 位通過し決勝トーナメントに
進出するも惜敗しました。

９月１５日（金）～１６日（土）
、東京体育館にお
いて「第３５回全日本バウンドテニス選手権大
会」が行われ、三浦貞一さん（助川）が山形県代
表として出場し、全国の大舞台で大健闘しまし
た。成績は次のとおりです。

【メンバー】
齋藤 政治（助 川）
、須藤 純一（土 橋）
佐藤シメ子（土 口）
、鈴木 秀子（土 口）
宇野 仁一（横山上）
、宇野 政子（横山上）

山形県少年少女
スポーツ交流大会
９月３０日（土）～１０月１日（日）
、県内の各会
場で「第２５回山形県少年少女スポーツ交流大会」が
行われました。スポーツ少年団員が日頃の練習の成果
を発揮し、県内のスポーツ少年団との交流を深めまし
た。主な成績は次のとおりです。
【柔 道】
女子団体
第３位
【女子ミニバスケ】 女子Ｅブロック 第３位
【バドミントン】
少女Ｄブロック 第４位
【レスリング】
低学年男子２３ｋｇ級
第２位 菅原 翔太
低学年男子２６ｋｇ級
第３位 柴田 悠羽
低学年男子３０ｋｇ級
第３位 矢作 陽日
高学年男子４７ｋｇ級
第３位 太田 和希
中学生男子５８ｋｇ級
優 勝 奥山 晴空
【相 撲】
男子４年生の部
優 勝 大川 晃正
女子６年生の部
優 勝 大川 敬子
【体 操】
男子１年生の部個人総合 優 勝 佐藤 煌彪

五十嵐唯人君優秀賞を受賞
１０月７日（土）酒田市平田タウンセンターにおい
て、
「平成２９年度山形県剣道少年団研修会兼第４０
回東北地区剣道少年団研修会予選会」が行われ、押切
剣道スポーツ少年団
五十嵐唯人君（横山
小６年）が田川地区
の代表として「積み
重ねていく心・技・
体」という題名で発
表し、優秀賞を受賞
しました。おめでと
うございます！

シニア男子シングルス ３回戦敗退
シニア男子ダブルス
2 回戦敗退

三川町体育協会大会結果
三川町秋季ゴルフ大会
【期 日】平成２９年１０月１５日（日）
【会 場】庄内ゴルフ倶楽部
【成 績】優 勝 佐藤 三枝 （袖東町）
第２位 五十嵐 政朗（押切中町）
第３位 百瀬 健
（堤 野）
第４位 榎木 伸
（猪 子）
第５位 伊藤 茂芳 （鶴岡市）

三川町ソフトボール大会
（ナイター・リーグ戦）
【開催期間】平成２９年７月 ４日（火）
～９月１５日（金）
【会
場】町民グラウンド
【成
績】優 勝 ニシカワ
第２位 ライダー

山形県中学校新人体育大会
北ブロック大会
１０月２１日（土）
、県内の各会場において「山形県
中学校新人体育大会北ブロック大会」が行われ、三川
中生が奮闘し、好成績をおさめました。おめでとうご
ざいます！なお、記載の方々は南北決勝大会に出場し
ます。更なる活躍を期待しています。
柔道部
男子個人６６ｋｇ級 第３位 佐藤 匠人
〃
７３ｋｇ級 優 勝 大瀧 智滉
卓球部
女子個人
ベスト８ 飯野 七星
体操クラブ（体操は決勝大会も兼ねる）
女子個人総合
第４位 伊藤 夢成
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