
　10月に開催されたジュニアオリンピック・全国大
会の 200mに出場しました。新型コロナウイルス感
染症による練習不足の中、疲労骨折という予想もしな
い出来事に見舞われ苦しみました。最後のチャンスの
大会でようやく標準記録を突破することができまし
た。迎えた横浜での全国大会では「周りを気にせず自
分の走りをする」を目標にレースに臨みました。結果
は２位で銀メダルを獲得することができ自分でも驚き
夢のようでした。小学生からの５年間の集大成である
中学生最後の全国大会で、悔いのない結果を残すこと
ができました。また僕がどんな状況でも見放すことな
く最後までご指導してくださった先生、コーチに感謝
の気持ちで一杯です。これから高校生になりますが、
母校である新発田第一中の部活動を応援しながら、自
分自身も頑張りたいと思っています。

発行／新発田市スポーツ協会
新潟県新発田市本町４-16-83　新発田市カルチャーセンター内　
認定 NPO 法人総合型地域スポーツクラブ　とらい夢 　TEL：0254-28-7510

　２月に札幌で開催されたワールドパラ
ノルディックスキージャパンカップと３
月にフィンランドで開催されたワールド
カップへ出場しました。コロナ禍で大会
が中止や延期となり先が見えない状況が
続いていましたが、大会を開催していた
だけたこと、大会に出場できたこと、関
係者の皆様には本当に感謝しておりま
す。レースは、海外の選手との力の差を
強く感じる結果となりましたが、課題を
もって 2022 北京パラリンピックを目
指して頑張りたいと思います。
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出来島　桃子 選手出来島　桃子 選手
（新発田市役所）（新発田市役所）

長谷川　輝 選手長谷川　輝 選手
（第一中学校３年）（第一中学校３年）

ＷＰＮＳ障害者ノルディックスキーＷＰＮＳ障害者ノルディックスキー
ワールドカップフィンランド大会　出場ワールドカップフィンランド大会　出場
　クロスカントリー・ミドル・クラシカル	 立位の部　クロスカントリー・ミドル・クラシカル	 立位の部
　クロスカントリー・ロング・フリー	 立位の部　クロスカントリー・ロング・フリー	 立位の部
　バイアスロン・スプリント	 	 立位の部　バイアスロン・スプリント	 	 立位の部
　バイアスロン・インディビデュアル	 立位の部　バイアスロン・インディビデュアル	 立位の部

2021 パラノルディックスキー2021 パラノルディックスキー
ジャパンカップ札幌大会　優勝ジャパンカップ札幌大会　優勝
　ショート・ミドル　立位の部　ショート・ミドル　立位の部

JOC ジュニアオリンピックカップJOC ジュニアオリンピックカップ
全国中学生陸上競技大会 2020　全国中学生陸上競技大会 2020　
男子 200 ｍ　準優勝男子 200 ｍ　準優勝



全国高等学校陸上競技大会 2020
兼 U20 全国陸上競技大会
男子砲丸投げ
北原　博企（開志国際高校 3 年）

７７位位

　私は、今回行われた全国高等学校陸上競技大会の砲
丸投げで出場し、７位で入賞することができました。
　この１年はコロナ禍でできることも制限され、日々
の練習も満足に出来ず不安が募る一方で、なおかつ多
数の試合も中止になり、どこをめざして頑張ればいい
のかも分からないような気持ちでした。そんな中、唯
一開催された全国規模の大会で「高校最後の努力をこ
こで出し切り、結果を出すために頑張るしかない！」
と思い挑んだ大会で、自分の力を出し切って入賞する
ことができて良かったです。ありがとうございました。

大竹　　浩
新発田市
ソフトボール連盟

　平成３年新発田
市ソフトボール協
会設立時から長き
に渡り、監事・会
計として協会の発展・運営にご尽力
されました。
　また、ご自身も町内で壮年プレー
ヤーとして活躍され、現在もソフト
ボールの普及、チームの育成・発展
に貢献されています。

林　　嘉彦
新発田市
バウンドテニス協会

　平成15年から新
発田市バウンドテニ
ス協会理事としてご
尽力され、指導者と
しては初心者講習会・練習会等を開催
し、バウンドテニスの普及・技術力向
上に取り組まれました。現在は、理事
長としてジュニアの育成並びに協会
事業の推進、生涯スポーツの底辺拡大
に貢献されています。

スポーツ功労章 　長年にわたり、当市の体育・スポーツの普及振興に功績顕著な方

スポーツ栄誉章 　日本代表選手に選出され国際大会に出場した方

■ ノルディックスキー	 出来島桃子	 新発田市役所

優 秀 競 技 者 章 　競技者として全国大会において優秀な成績をあげた方

個　人
■ 陸上競技	 北原　博企	 開志国際高等学校
	 	 長谷川　輝	 第一中学校
■ サッカー	 斎藤　佑里	 	新発田高等学校　アルビレックス新潟レディースU-18　

競 技 者 章 　競技者として予選会を経て、又は県選抜選手に選ばれ全国大会に出場した方

個　人
■ トライアスロン	 近藤　小夏	 	新発田高等学校　　　　　
■ 陸上競技	 野﨑　　駿	 新潟医療福祉大学
	 	 見田　朋海	 中央大学
	 	 木村　綾人	 新発田南高等学校
	 	 中倉　茉咲	 紫雲寺中学校
■ 卓球	 	 小唄　涼平	 東中学校
	 	 本間あかり	 川東中学校
	 	 小野　蒼彩	 川東中学校
■ ラグビーフットボール	 金子　　蓮	 新潟工業高等学校
	 	 大久保　柾	 新潟工業高等学校	
	 	 古川　月葵	 新潟工業高等学校	
	 	 齋藤　康輔	 新潟工業高等学校	

■ ラグビーフットボール	 桐生　健晴	 新潟工業高等学校	
	 	 加藤　魁人	 開志国際高等学校
	 	 鈴木　泰陽	 開志国際高等学校	
	 	 渡邉　裕太	 開志国際高等学校	
	 	 星　　陽奈	 開志国際高等学校
	 	 古川　美月	 開志国際高等学校
■ 柔道	 	 籠島　純恋	 開志国際高等学校
	 	 大竹　凉夏	 新潟第一高等学校
■ バレーボール	 原　　優香	 新潟医療福祉大学
■ 水泳	 	 富樫　美咲	 東中学校

団　体
■ 弓道	 	 新発田南高等学校	 弓道部

奨 励 章 　県以上の公式大会において優秀な成績をあげた方

個　人
■ 陸上競技	 岩城　雛乃	 新発田南高等学校
	 	 居城　日向	 新発田商業高等学校
	 	 釜田　美久	 猿橋中学校
	 	 石山　央介	 川東小学校
■ 空手道	 	 山田　　瑛	 新発田南高等学校
■ 弓道	 	 菊池　梨瑚	 新発田南高等学校
■ 柔道 	 伊藤　雅也	 第一中学校

■ 柔道	 	 小林　直生	 第一中学校	
	 	 皆川　康介	 本丸中学校
団　体

■ 陸上競技	 しばた TFC	
■ 柔道	 	 新発田高等学校	 柔道部	
■ 空手道	 	 新発田南高等学校	 空手道部	
■ 弓道	 	 新発田商業高等学校	弓道部	
	 	 新発田高等学校	 弓道部

大舞台で活躍した選手たち ※学年は大会出場時のものです

第 24 回全日本
U-18 女子サッカー選手権大会
斎藤　佑里

（ 新発田高等学校 2 年・
 アルビレックス新潟レディース U-18）

ベストベスト
８８

　私は今年の１月に開催された JFA 第 24 回全日本
U-18女子サッカー選手権大会JOCジュニアオリンピッ
クカップに出場しました。今年は感染対策を徹底しなが
らという、例年とは少し異なった大会の開催でしたが、
ピッチの中で全力でプレーするということに変わりはな
く、私達にできることを精一杯表現しました。しかし、
結果はベスト８という、チームとしても個人としても悔
しいものとなりました。
		来年度は、高校生としてサッカーができる最後の年で
す。悔いの残らないよう日々の練習を大切にし、最後は
笑顔で終われるように頑張っていきたいと思います。

田中　正夫
新発田市
ゲートボール連盟

　平成 14年から新
発田市ゲートボー
ル連盟役員として
運営に関わり、会
員の増加及びゲートボール技術・マ
ナーの向上にご尽力されました。現
在も副会長としてゲートボール連盟
の発展に貢献されています。

令和２年度　新発田市スポーツ協会　表彰（敬称略）
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　新発田市スポーツ協会は、昭和22年に新発田市体育会と
して発足し、本年で75年を迎えます。この間、平成30年
４月に名称を新発田市スポーツ協会に改め、また、令和３年
４月からは事務局を新発田市カルチャーセンター内に移し、
事務業務を認定NPO法人新発田市総合型地域スポーツクラ
ブ（とらい夢）に委託し、新たなスタートを切りました。
　新体制のもと、より一層新発田市民の皆様の健康保持・増
進、スポーツの振興・発展に努めてまいりますので、これま
で同様のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

新事務所

〒957-0054　新潟県新発田市本町４-16-83　
新発田市カルチャーセンター内
認定NPO法人総合型地域スポーツクラブ　とらい夢	　
TEL：0254-28-7510　FAX：0254-28-7511

令和３・４年度　新役員体制

会 　 長 佐藤　哲也 （サッカー協会・
	ラグビーフットボール連盟）

副 会 長 小野　　衛 （卓球連盟）
副 会 長 樺沢　　浩 （バスケットボール協会）
理 事 長 樋口　秀幸 （サッカー協会）
副理事長 阿部　國範 （豊浦地区スポーツ振興会）
常任理事 髙柳　竜司 （陸上競技協会）
常任理事 島津　善範 （野球連盟）
常任理事 斎藤　俊昭 （柔道連盟）
常任理事 江口　憲子 （体操協会）
常任理事 塩原　史典 （中学校体育連盟）
常任理事 玉木　一広 （紫雲寺スポーツ振興会）
常任理事 中野　康平 （加治川スポーツ振興会）

新発田市スポーツ協会　新体制でスタート！
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（2）　スポーツ新発田　第 88号 令和 3年 6月 1日 令和 3年 6月 1日 　スポーツ新発田　第 88号　（3）



令和２年度　市民総合体育大会結果
　新発田市スポーツ協会では、市民が日頃行っているスポーツ活動の成果を発揮する場を提供し、生涯スポーツ活動の推進と競技力
の向上を目的に、例年10月の体育の日を中心にスポーツ協会加盟団体の皆様のご協力をいただき、19種目の総合体育大会を開催し
ています。
　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響から７種目の競技が中止となりましたが、参加した選手の皆さんは、日頃鍛えた技
を存分に発揮され、爽やかな汗を流していました。 ※１位の方又はチーム名のみご紹介します

私たちは新発田の子どもたちを応援しています私たちは新発田の子どもたちを応援しています
令和２年度新発田市スポーツ協会 賛助会員

スポーツショップ

キャプテン
〒957-0054
新発田市本町３丁目506-1
TEL　0254-26-1055

総合スポーツ用品 ･体育施設

コバスポ
〒957-0053
新発田市諏訪町２丁目４-25
TEL　0254-23-7323
FAX　0254-23-7328

総合スポーツ用品 ･修理

ホンマスポーツ
〒957-0056
新発田市大栄町７丁目1-4
TEL・FAX　0254-22-7121

賛助会員を募集しています！
新発田の子どもたちのスポーツ育成のために、皆様の温かいご支援をお願いします。

【問合せ先】新発田市スポーツ協会事務局
〒957-0054　新潟県新発田市本町４-16-83　新発田市カルチャーセンター内
認定 NPO 法人総合型地域スポーツクラブ　とらい夢 　 TEL：0254-28-7510

※ 会費は新発田市スポーツ少年団の活動費に充てられます。会員の方は機関紙「スポーツ
新発田」、スポーツ協会加盟団体が主催する大会プログラムで紹介します。

会
費

年間
一口 2,000円

陸　上
【9/19　五十公野公園陸上競技場】
小学４年以下　100m	
男子	 渡辺　湊斗
女子	 清田　菜央
小学４年以下　800m	
男子	 中村　　湊
女子	 相馬はなか
小学５・６年　100ｍ	
男子	 清野　健太
女子	 星野　乃愛
小学５・６年女子　800ｍ	
加藤　苺花	
小学５・６年男子　1500ｍ	
阿部　礼慈	
中学１年　100ｍ	
男子	 星沢アレン
女子	 山崎　心深
中学２・３年　100ｍ	
男子	 長谷川　輝
女子	 中倉　茉咲
中学共通　200ｍ	
男子	 長谷川　輝
女子	 中倉　茉咲
中学共通男子　400ｍ	
松野　颯太	
中学共通男子　800ｍ	
山岸　朝柊	

中学１年女子　800ｍ	
渡邊　栞名	
中学２・３年女子　800ｍ	
平山　悠那	
中学１年男子　1500ｍ	
片野　太一	
中学２・３年男子　1500ｍ	
山岸　朝柊	
中学共通女子　1500ｍ	
佐藤　友梨	
中学共通男子　3000ｍ	
菊池　亮輔	
中学共通　４× 100ｍＲ	
男子　
豊浦中学校A　貝瀬・伊藤・石井・松田
女子　
紫雲寺中学校　信田・中倉・関・山崎
中学共通　走高跳	
男子	 長谷川　礼
女子	 星　　陽香
中学共通　走幅跳	
男子	 貝瀬俊太郎
女子	 関　　朋香
中学共通　砲丸投	
男子	 北原　宝元
女子	 星　　陽香
中学共通　円盤投	
男子	 犬井　詩世

女子	 浅沼　楓姫
一般・高校　100ｍ	
男子	 星野　暁光
女子	 樋口　奈那
一般・高校男子　400ｍ	
野﨑　　駿	
一般・高校女子　800ｍ	
後藤　咲希	
一般・高校男子　1500ｍ	
中山　純静	
一般・高校男子　5000ｍ	
佐々木丈太朗	
一般・高校男子　４×100ｍＲ
新潟医療福祉大学　
磯部・星野・玉澤・野﨑	
一般・高校男子　走高跳	
寺野　善陽	
一般・高校　走幅跳	
男子	 相馬　　翔
女子	 髙山　結良
一般男子　砲丸投	
伊花　亮平	

サッカー
【10/10・11　新発田中央公園人工
芝グラウンド】
オープンの部（８人制）
FCシバタAVANTI
４年生以下の部（８人制）
FCシバタAVANTI
優秀賞
鈴木　敬太
斉藤　澄空
原田　遼平

ソフトボール
【10/11　下高関河川敷運動公園、
サン・スポーツランド】
下高関河川敷運動公園会場
緑町ソフトボールクラブA
サン・スポーツランド多目的グラウンド会場
住吉３区ソフトボールクラブ

バレーボール
10/4　中止

グラウンド・ゴルフ
10/16　中止

ソフトバレーボール
【11/1　サン・ビレッジしばた】
混合フリーの部
RISE
混合シニアの部
JUNKS
エンジョイの部
Rivers-N

ゲートボール
【10/12　新発田市中央公園南広場】
第１コート　虎丸
第２コート　上三光
第３コート　下楠川
第４コート　佐々木
第５コート　寿会
第６コート　東新すばる

剣　道
【9.22　カルチャーセンター】
個人戦　
小学生１・２年の部

佐藤　丹麗
小学生３・４年の部
津田　紬希
小学生５・６年の部
佐久間　裕
中学生男子の部
浅見　京汰
中学生女子の部
宮野佳世子
団体戦
小学生の部
F チーム　大沼・津田・増子
中学生男子の部
新発田市剣道連盟
中学生女子の部
本丸中学校 B

テニス
【10/11　五十公野公園テニスコート】
男子
Ａクラス　渡邉　　巧・相馬　直樹
Ｂクラス　伊花　純雄・松本　辰也
女子
Ａクラス　皆川　鶴代・阿部のり子
Ｂクラス　村田美樹子・仲川　智子

弓　道
【10/11　新発田市弓道場】
団体競技
一般の部
外山　孝幸・木村　愛子・清野　幸男
高校の部
菅原　叶羽・宮村　秀太・井上　知
個人競技
一般の部
外山　孝幸
高校の部
大平　蒼翔

バスケットボール
【9/21　中止】

卓　球
【10/25　中止】

柔　道
【10/18　カルチャーセンター】
個人戦	
幼・保の部	
男子	 田中　喜悠
女子	 大竹　笑咲
小学校１年生の部	
男子	 佐藤　海人
女子	 早津　怜那
小学校２年生の部	
男子	 堀口　　与
女子	 高地　　麗
小学校３年生の部	
男子	 馬場　煌牙
女子	 田邊　暖萌
小学校４年生の部	
男子	 高地　　湊
女子	 富樫　　詩
小学校５年生の部	
男子	 髙橋　宗佑
女子	 佐久間心春
小学校６年生の部	
男子	 五十嵐大和
女子	 田邊日真里
中学男子	
50kg 級	 馬場　大翔
55kg 級	 熊倉　悠太
60kg 級	 本間　兼成
66kg 級	 石田　晃大
73kg 級	 富樫　　響
81kg 級	 福田　貫志
81kg 超級	山田　幸輝
中学女子	
52kg 以下級	桐生菜々子
52kg 超級	寒河江和心
団体戦	
中学生女子	 	
第一中学校
中学生男子１年生の部	
第一中学校A
中学生男子オープンの部	
第一中学校A

ゴルフ
【9/21　中止】

体　操
【10/4　カルチャーセンター・本丸
中学校体育館】
器械体操　小学生男子３・４年の部
　マット　　桐生　七夕
　跳箱　　　桐生　七夕
　個人総合　桐生　七夕
　ミニトランポリン（オープン種目）
　　　　　　桐生　七夕
器械体操　小学生男子５・６年の部
　マット　　竹田　　悠
　跳箱　　　吉野　　匠
　個人総合　竹田　　悠
　ミニトランポリン（オープン種目）
　　　　　　吉野　　匠
器械体操　小学生女子３・４年の部
　マット　　能仲　小花
　跳箱　　　能仲　小花
　個人総合　能仲　小花
　平均台（オープン種目）
　　　　　　加藤　柚季
器械体操　小学生女子５・６年の部
　マット　　澁谷百々子
　跳箱　　　澁谷百々子
　平均台　　澁谷百々子
　個人総合　澁谷百々子
器械体操　中学女子の部
　跳馬　　　岩村　美佳
　平均台　　岩村　美佳
　床　　　　岩村　美佳
　個人総合　岩村　美佳
新体操　小学生５・６年の部
　ボール　　澤村　芽依
　総合　　　澤村　芽依
新体操　中学１年の部
　クラブ　　片桐恵美利
　総合　　　片桐恵美利
新体操　中学２年の部
　クラブ　　金子　　愛
　総合　　　金子　　愛
新体操　中学３年の部
　リボン　　相澤　恵葉
　総合　　　相澤　恵葉
新体操　中学の部　団体
本丸中学校　サニー

バドミントン
【9/21　中止】

ソフトテニス
【10/3・10・18・25
五十公園テニスコート・
新発田中央公園テニスコート・
豊浦総合運動施設テニスコート】
中学生の部　
女子
臼井　乃愛・猪股　優衣
男子
阿部　蒼士・有本　悠真
一般・高校の部　
女子
橋本　愛友・渡辺　睦未
男子
田中　健太・師尾　巧真
35 歳以上・小学生の部　
35歳以上男子
入山　吉史・笠原　悠佑
小学生
優秀賞
全員表彰

空手道
【10/11　中止】

バウンドテニス
【9/6　サン・ビレッジしばた】
Ａクラス　ダブルス
山崎　幸二・山崎千代子
BCクラス　ダブルス	
林　トモ子・岩村　昌枝
チーム別 BTラリー戦	 	
NEO21しばた BT
間瀬・林（嘉）・木戸・森（ト）・
圓山・岩村
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新潟アルビレックス BB vs. 千葉ジェッツ プレシーズンゲーム
　新発田市スポーツ大使	富樫勇樹選手凱旋試合と銘打ち、新潟アルビレックス BB	vs. 千葉ジェッツプレシーズンゲー
ムが、新発田市のスポーツツーリズム事業として令和２年９月 19 日・20 日の２日間にわたり新発田市カルチャーセン
ターで開催されました。新発田市バスケットボール協会も計画から準備運営まで協力し、新型コロナウイルス感染防止
対策を徹底した運営に努めました。
　当日は新発田市内ミニバスチームの新発田キッズ vs.	外ケ輪シューターズによるエキシビジョンゲームが行われ会場
を盛り上げました。また、富
樫選手によるクリニックも行
われ市内小学生が参加し、憧
れの選手から指導を受けまし
た。参加した小学生の保護者
からは「大会やイベントの中
止が相次ぎ、何もできていな
かったので、最終学年のわが
子には特に思い出に残る最
高のプレゼントになりまし
た！」と喜びの声が届きまし
た。
　プレシーズンゲームでは、
市民・県民の皆さまにコロナ
禍における新しい応援スタイ
ルで日本トップレベルのチー
ムによるパフォーマンスを間
近で観戦いただき、多くの子
どもたちに夢と希望と元気を
お届けしました。

新発田市スポーツ協会活性化事業

スポーツ指導者講習会を開催しました！
　当協会活性化事業は、子どもたちの競技力向上とスポーツの普及並
びに指導者の育成と資質の向上を目的に行っています。今年度は令和
３年３月１日に新発田市健康長寿アクティブ交流センターで（一社）
ジャパン・スポーツ・ラボラトリー菅野文宣氏を招き「スポーツ心理
学から学ぶ！子どもたちと指導者の関わり方」をテーマにご講演いた
だきました。
　子どもたちを取巻く現状に合った指導者の関わり方について学び、
日々の指導に対する取組みや、接し方など大いに参考になるお話をお
聞きすることができました。
　今後も、子どもたちが継続してスポーツに取り組みやすい環境を提
供し競技力アップに繋がるよう、また、指導者の育成と資質向上のた
めにも講習会を開催していきます。

【問合せ先】新発田市スポーツ協会事務局
〒957-0054　新潟県新発田市本町４-16-83　新発田市カルチャーセンター内

認定 NPO 法人総合型地域スポーツクラブ　とらい夢 　 TEL：0254-28-7510　　FAX：0254-28-7511

　「スポーツをはじめたい！」「たくさん友達を作りたい！」という子どもたち、ぜひ新発田市スポーツ少年団に入
団してスポーツを始めましょう！　現在、新発田市スポーツ少年団には 14 競技、28 団体が登録しており、幼児か
ら高校生まで約 700 名が活動しています。詳しくは、募集要項をご覧いただくか、下記スポーツ協会事務局までお
問合せください。

新発田市スポーツ少年団　団員募集新発田市スポーツ少年団　団員募集

迫力あるプレーを間近で観戦 !!　 富樫選手によるクリニックに小学生が参加しました

市バスケットボール協会スタッフによる受付 市内ミニバスチームによるエキシビジョンゲーム　（中央：富樫選手）
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