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５月１７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 鈴木 誠次 （猪 子）

感謝状

五十嵐 政朗（押切中町）

栄光賞 野 球
伊藤 重喜（横山上） 大川 遼 （横山中） 齋藤 堅史（袖東町）
粂
智章（対 馬） 梅津 康平（横山中） 山口 丈 （加 沼）
サッカー
渡邊 邦彦（横山上） 小玉 真大（横 川） 成田 和之（猪 子） 佐藤 裕弥 （青 山）
榎木 達央（猪 子） 大久保 匡（横山上） 齋藤 直人（竹原田） 五十嵐 悠人（青 山）
菅原 達郎（猪 子） 成澤 寛哲（成田新田）佐藤 桂 （成田新田）佐藤 来星 （加 沼）
芦埜 瑠偉（横山上） 芦埜 大稔（横山上） 工藤 俊文（成田新田）小玉 太一 （横 川）
齋藤 蓮 （押切下町）小玉 翔太（横 川） 阿部 一心（横山中）
ゲートボール
奥泉 すえ（土 口） 佐藤 シメ子（土 口）鈴木 秀子（土 口）
宇野 政子（横山上） 宇野 仁一（横山上）
柔 道
空手道
大瀧 智滉（東 沼） 本間 海斗（助 川）
ボウリング
ウエイトリフティング 相 撲
佐久間 基文（猪 子）小川 純 （青 山） 五十嵐 生真（押切中町）
奨励賞 サッカー
阿部 絆 （横山中） 太田 晴空（小 尺） 前田 佳澄（猪 子） 前田 麗仁（猪 子）

三川町スポーツ少年団表彰者（敬称略）
優秀賞
個 人

空手道
レスリング
本間 珠涼（助 川） 片桐 愛夢（土 口） 菅原 翔太（押切中町）
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三川町ゴルフ春季大会結果

スラックライン体験会
細いベルト状のラインの上でバランスを楽しもう♪

【日

時】 ６月２３日（日）
９:００～１２:００ 中学生以下は無料だよ！
【会
場】 町民体育館
【参 加 費】 高校生以上３００円（１日保険料込）
【申込締切】 ６月１７日（月）
【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。

ゴルフレッスン会
【日
【会
【対
【定

時】 ６月１３日、２０日、２７日（木曜日）
１９:００～２０:３０（受付 １８:３０～）
場】 鶴岡ゴルフガーデン
象】 町内在住在勤者
員】 １０名

【日 時】５月２６日（日）
【会 場】湯の浜カントリークラブ
【成 績】優 勝 齋藤 和行 （助 川）
第２位 佐藤 太逸 （土 口）
第３位 清野 清晃 （鶴岡市）
第４位 菅原 正喜 （上 町）
第５位 齋藤 明夫 （鶴岡市）

＜５月ホーム戦結果＞
三川ＳＣ
バンディッツいわき

１

―

１

＜６月の日程＞
日時：６月９日（日）１３:３０～
場所：小真木原東多目的広場（鶴岡市）
対戦相手：大山クラブ

（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１０日（月）

第４回三川町体育協会長杯

パークゴルフ大会
【日

時】 ６月２３日（日）
受付 ８:３０～
【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１４日（金）

第３０回けやき杯争奪

ソフトバレーボール大会
【日
時】
【会
場】
【対
象】
【参 加 費】
【申込締切】

６月３０日（日）９:１５～
町民体育館
町内在住在勤者（高校生以下不可）
１チーム１,０００円（監督会議で集金します）
６月１８日（火）

第３６回北日本少年少女レスリング選手権大会
小学３・４年生の部２６ｋｇ級
優 勝 菅原 翔太（押切小３年）
小学 5・6 年の部３０ｋｇ級
第３位 出口 茉央（押切小５年）
第７３回酒田市体育大会柔道大会
小学生の部団体戦
第３位 三川町柔道スポーツ少年団
寺岡 瑠渚（横山小６年）
大瀧 夏音（横山小６年）
大沼 拓海（東郷小５年）
山口 諒太（横山小５年）
澤口 恭弥（横山小５年）
阿部 結翔（横山小２年）
勝木 ゆず（東郷小２年）

皮膚からの熱の出入りには衣服が
関係します。暑いときには軽装にし、
素材も吸湿性や通気性のよいものに
しましょう。屋外で、直射日光に当
たる場合には帽子を着用しましょう。
防具をつけるスポーツでは、休憩
※申込み・問合せは三川町体育協会事務局（三川町
中に衣服をゆるめ、できるだけ熱を
公民館内）阿部までお願いします。
逃がしましょう。
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