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５月１８日（金）
、なの花ホールで今年度の各種スポーツの開幕を祝う三川町スポーツ総合開会式が開催されま
した。体育協会、スポーツ少年団、みかわスポーツクラブ及びスポーツ推進委員協議会の４つの団体が一同に集ま
り、町のスポーツ関係者とともに、大会での健闘を誓い合い、親睦を深めました。
また、昨年度に全国・東北・県大会で好成績を収められた方々の表彰や、町スポーツ大会優勝チームからの優勝
杯返還を行いました。

三川町体育協会表彰者（敬称略）
功労賞

佐藤 守 （押切下町）感謝状

齋藤 政治（助 川） 五十嵐 敏雄（猪 子）

栄光賞 サッカー
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） 渡邊 邦彦（横山上） 小玉 真大（横 川）
佐藤 来星（加 沼） 小玉 太一（横 川） 佐藤 完 （猪 子）
バスケットボール
バレーボール
佐藤 涼 （土 口） 五十嵐 加代子（猪 子）本間 美紀（横山下）
空手道
本間 正人（助 川） 本間 海斗（助 川） 眞田 隆希（横山下）
ゲートボール
齋藤 清治（助 川） 齋藤 政治（助 川） 佐藤 久也（土 口）
須藤 純一（土 橋） 宇野 仁一（横山上）
相 撲
ウエイトリフティング
五十嵐 生真（押切中町）工藤 晟（押切中町）小川 純 （青 山）
弓 道
体 操
水口 天斗（成田新田） 伊藤 叶未（横山下）

三川町スポーツ少年団表彰者（敬称略）
感謝状

芦埜 正信（横山上）
優秀賞 三川サッカースポーツ少年団
阿部 絆 （横山中） 氏川
団 体
齋藤 大和（三本木） 佐藤
庄司 歩夢（横 川） 菅原
深澤 雅空（押切下町）松浦
優秀賞
個 人

結羽（横山中） 工藤 柑奈 （成田新田）
諒弥（袖東町） 志田 來己 （横 内）
洸介（すみよし）鈴木 宙 （横山中）
凌空（土 口）

五十嵐 芽愛（土 橋） 片桐 愛夢（土 口）

みかわスポーツクラブ表彰者（敬称略）
感謝状

藤原 稔（上 町） 大江 俊雄（上 町）
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ゲートボール競技

全国大会で大奮闘！

なの花クィーンズ

5 月１９日（土）～20 日（日）
、鹿児島県指宿市に
おいて行われた、
「第３３回全国選抜ゲートボール大
会」に、庄内三川キングチームが山形県代表として出場
しました。惜しくも予選リーグ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。
【メンバー】
齋藤 清治（助 川） 齋藤 政治（助 川）
佐藤 久也（土 口） 須藤 純一（土 橋）
宇野 仁一（横山上）

県大会出場へ！
５月 27 日（日）
、酒田市国体記念館において行わ
れた「第 49 回全国ママさんバレーボール大会山形
県予選会」に、地区予選会で見事優勝を収めた、な
の花クィーンズが出場しました。決勝トーナメント
では、１回戦突破するも準決勝で惜しくも敗退とな
りベスト４という結果でしたが、チーム全員が最後
まで諦めずチームプレーを発揮しました。

第３５回北日本少年少女レスリング選手権大会
幼年の部
小学生１・２年の部
〃生 3・４年の部
〃生 5・6 年の部
中学生男子の部

１９ｋｇ級
２２ｋｇ級
３３ｋｇ級
４５ｋｇ級
６６ｋｇ級

第２位
第２位
第３位
第３位
第２位

出口
菅原
矢作
太田
奥山

エアバレー大会
【日

時】 ６月１０日（日）
午前９時～正午
【会
場】 町民体育館
【参 加 費】 １人３００円（１日保険料込）
【申込締切】 ６月７日（木）
【申 込 み】 みかわスポーツクラブ事務局（町民
体育館内）今井までご連絡ください。
エアバレーとは・・・従来のバレーボールと同じようなルールです
が、使用するのはスイカ柄のビーチボール。そのためボールが軽く変化し
やすく、珍プレーありの笑いの絶えないスポーツです。参加申込みはチー
ムでも個人でもできます。

【日

時】 ６月２４日（日）
受付 午前８時半～
【会
場】 アスレなの花
【対
象】 町内在住在勤者（高校生以下不可）、
三川町パークゴルフ愛好会会員
【参 加 費】 ３００円（当日集金します）
【申込締切】 ６月１5 日（金）
【申 込 み】 三川町公民館で申込書を受け取り、必
要事項を記入のうえ三川町体育協会事務局（三川町
公民館内）に提出してください。

湧翔（みかわ幼年長）
翔太（押切小２年）
陽日（東郷小４年）
和希（東郷小６年）
晴空（三川中３年）

【日
【会
【対
【定

時】 ６月１４日、２１日、２８日（木曜日）
午後７時～８時半
場】 鶴岡ゴルフガーデン
象】 町内在住在勤者
員】 １０名以内
（申込み先着順とし定員になり次第終了）

【参 加 費】 １,０００円
（受講１回ごとに当日集金します）

【申込締切】 ６月１１日（月）
※申込み・問い合わせは三川町体育協会事務局（三川
町公民館内）阿部までご連絡ください。

【日
時】 ７月１日（日）午前９時１５分～
【会
場】 町民体育館
【対
象】 町内在住在勤者（高校生以下不可）
【参 加 費】 １チーム１,０００円（監督会議で集金します）
【申込締切】 ６月１９日（火）
【申 込 み】 昨年の出場チーム・各町内会体育部長に
は、参加申込書を事前に送付します。新規に参加するチ
ームは三川町公民館で参加申込書を受け取り、必要事
項を記入のうえ三川町体育協会事務局（三川町公民館
内）に提出してください。
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