
◎第10回赤城ふれあいスポーツフェスティバル

日　 時 ： １０月7日（日）８：３０～１４：００

会 　場 ： 赤城総合運動自然公園 陸上競技場

参加者 ： 784名

自治会対抗競技

優　勝 津久田第一自治会

準優勝 津久田第四自治会

第３位 三原田団地自治会

開会アトラクション 開会アトラクション 選手宣誓

（三原田小学校金管クラブ） （梅和香会・ダンシングあかぎ）

ホールインワン競争 綱引き パン食い競争

（自治会対抗） （自治会対抗） （保育園児・幼稚園児、自由参加）

棒引き 障害物競走 ムカデ競走

（小学生） （中学生） （自治会対抗）

渋川市スポーツ協会         

赤　城　支　部　
平成３１年１月１日発行



◎各専門部の大会結果

秋季ゴルフ大会　　９/１７（月）参加者数　１４９名　１９自治会
ノーザン赤城ゴルフ場

支部対抗戦 個人戦

コース別グロス

北コース 中コース 南コース

空手道交流大会　６/１０(日) 参加者数　４３名
赤城北中学校体育館

中学生組手の部 中学生形の部 小学生高学年組手の部 小学生高学年形の部

小学生低学年組手の部 小学生低学年形の部

まるばつクイズ 農産物目方当て競争 閉会式

（自由参加) （自由参加)

【ゴルフ部】

スコア（上位４名の合計） グロス ハンディ ネット

優　勝 上原田支部 ３３２ストローク 優　勝 都丸　達雄 90 21.6 68.4 

準優勝 棚下支部 ３３７ストローク 準優勝 狩野　克美 96 27.6 68.4 

第３位 栄支部 ３４０ストローク 第３位 茂木　眞吉 87 18.0 69.0 

スコア スコア スコア

優　勝 都橋　俊明 77 優　勝 田子　和夫 78 優　勝 狩野　伸輔 78

準優勝 狩野　保明 79 準優勝 塩入　秀義 83 準優勝 木暮　一義 80

第３位 斉藤　康弘 80 第３位 永井　傑 84 第３位 石坂　博司 83

【空手道部】

優　勝 新木　瑛斗 優　勝 新木　瑛斗 優　勝 末次　誇生 優　勝 末次　誇生

準優勝 天田　悠賀 準優勝 天田　悠賀 準優勝 内田　琴晴 準優勝 内田　琴晴

第３位 佐舗　幸村 第３位 佐舗　幸村 第３位 永井　天 第３位 村山　葵

第３位 大淵　杏 第３位 千明　清生

優　勝 庄司　大駕 優　勝 庄司　大駕

準優勝 荻野　統心 準優勝 大畠　由菜

第３位 大畠　由菜 第３位 木村　太一

第３位 星　天太 第３位 長谷川　大翔



町民柔道大会　６/１７(日) 参加者数　２０名
赤城総合運動自然公園柔道場

小学生低学年の部 小学生高学年の部 中学生の部 高校・一般の部

卓球大会　７/１(日) 参加者数　３６名
赤城総合運動自然公園アリーナ

一般男子 一般女子 中学生女子の部

一般男子ソフトボール大会　７/１(日) 参加者数　３０名
赤城総合運動自然公園野球場

赤城地区７月大会　７/５(木) 参加者数　７９人
赤城総合運動自然公園陸上競技場

男子の部 女子の部

マレットゴルフ大会個人戦　８/２０（月） 参加者数　１０９名
赤城敷島マレットゴルフ場　

【柔道部】

優　勝 池田　一颯 優　勝 永井　陸 優　勝 角田　琢斗 優　勝 青木　洸陽

準優勝 栗原　莉子 準優勝 桑原　瑛太 準優勝 高橋　岳玖 準優勝 町田　勇太

第３位 永井　快 第３位 狩野　麻衣 第３位 岩崎　晴花 第３位 木暮　寛幸

第3位 永井　俊彦

【卓球部】

優　勝 千明　大介 優　勝 狩野　みすづ 優　勝 狩野　友花

準優勝 永井　正治 準優勝 狩野　友梨奈 準優勝 高野　さくら

第３位 津久井　寛一 第３位 元木　なつみ 第３位 狩野　千亜希

第３位 永井　松好 第３位 狩野　絢音

【ソフトボール部】

優　勝 溝呂木

準優勝 持柏木

【グランドゴルフ部】

スコア スコア

優　勝 石田　弘宅 54 優　勝 斉藤　春子 60

準優勝 斎藤　豊機 57 準優勝 狩野　美津子 61

第３位 狩野　芳雄 57 第３位 岩崎　節子 63

【マレットゴルフ部】

男子の部 スコア 女子の部 スコア

優　勝 狩野　安男 110 優　勝 斉藤　八千代 119

準優勝 藤井　勝利 112 準優勝 永井　スミ 121

第３位 荒木　巻男 113 第３位 長岡　文江 122



野球大会　８/１２（日） 参加者数　４０名
赤城総合運動自然公園野球場

秋季大会　９/１６（日） 参加者数　１６名
赤城総合運動自然公園テニスコート

男子ダブルスの部 女子ダブルスの部

秋季大会　１０/２１（土）・２２(日) 参加者数　６６名
赤城総合運動自然公園テニスコート

中学生男子ダブルスの部 中学生女子ダブルスの部

一般男子ダブルスの部 一般女子ダブルスの部

【野球部】

優　勝 南雲第２

準優勝 溝呂木

第３位 樽

【テニス部】

優　勝 津久井　圭一 後藤　神一 優　勝 生方　あい子 堀井　ルミ子

準優勝 斉藤　俊一 木嶋　政一 準優勝 大島　しづ子 劔持　照子
第３位 金田　勝利 清水　治 第３位 塩入　多栄子 徳江　雅子

【ソフトテニス部】

優　勝 市川　豪希 狩野　康成 優　勝 田辺　雪香 須田　花梨

準優勝 齋藤　衛 岡崎　太一 準優勝 都丸　侑杏 南雲　美月
第３位 吉田　康世 星野　隼 第３位 永井　宝 斎藤　ななか

優　勝 鍋島　瑠唯 和田　零司 優　勝 小山　葉生 角田　愛理

準優勝 立石　皐太 諸田　前 準優勝 狩野　千程 須田　楓季
第３位 藤川　龍一 盛山　拓朗


