●バレーボール

ママさん
【優 勝】青空
【準優勝】玉川クラブ
【第３位】カラーズ・南愛球会
・バレーボール参加チーム数
一般女子３チーム、ママさん17チーム

ママさん優勝青空の皆さん
●バスケットボール

男子
【優 勝】北浦クラブ
【準優勝】麻生クラブ
【第３位】スペシャリスト
●バスケットボール 女子
【優 勝】北浦クラブ
・バスケットボール参加チーム数
男子５チーム、女子２チーム
●バドミントン
【優 勝】エビちゃんズ
【準優勝】玉造Ｂ
【第３位】遠田組・牛堀クラブ
・バドミントン参加チーム数 ６チーム
●ソフトボール
【優 勝】小牧ソフトボール
【準優勝】羽生クラブ
【第３位】三和小PTA・根小屋オールスターズ
・ソフトボール参加チーム数 36チーム
●ソフトテニス 男子の部
【優 勝】笹目・野原 組 （玉 造 中）
【準優勝】今泉・梅原 組 （玉 造 中）
【第３位】河野・坂本 組 （玉 造 中）
平野・斉藤 組 （玉 造 中）
●ソフトテニス 女子の部
【優 勝】谷田川・山口 組（麻生一中）
【準優勝】宮内・内野 組 （麻 生 中）
【第３位】高野・羽生 組 （玉 造 中）
樽見・出沼 組 （玉 造 中）
・ソフトテニス参加組数 男子14組、女子39組
●テニス 男子ダブルス
【優 勝】鈴木・遠峰 組
【準優勝】相川・宮本 組
【第３位】滝原・飯島 組
●テニス 女子ダブルス
【優 勝】久保・井川 組
【準優勝】塙・河野 組
・テニス参加組数 男子６組、女子３組
●サッカー
【優 勝】ＢＩＤＡＮ（ビダン）

【準優勝】ＩＳＭ（イズム）
・サッカー参加チーム数 ６チーム
●卓球 団体
【優 勝】山本・鬼澤・高野 チーム
●卓球 男子シングルス
【優 勝】鬼澤
洋
【準優勝】大輪 公一
【第３位】山本 進一
●卓球 女子シングルス
【優 勝】高野 照代
【準優勝】宮崎 富江
【第３位】本戸香織里
・卓球参加人数 男子10名、女子８名
●柔道 団体
【優 勝】玉造柔道
・柔道参加人数 男子10名
●剣道 団体
【優 勝】行方市剣友会Ｄ
【準優勝】行方市剣友会Ｂ
【第３位】行方市剣友会Ａ
●剣道 個人（１〜４段の部）
【優 勝】高野 良太
【準優勝】郡司 隆夫
【第３位】箕輪 大樹・成嶌 雄司
●剣道 個人（５段以上の部）
【優 勝】幡谷 和彦
【準優勝】今泉
弥
【第３位】岡部
弘・平野
敏
・剣道参加人数 20名
●弓道 団体
【優 勝】高野敬光・元木康晴・深沢辰五郎
【準優勝】小沼和子・武田美代子・佐藤至学
●弓道 個人（射込）
【優 勝】久保 喜雄
【準優勝】高野 敬光
【第３位】佐藤 至学
・弓道参加人数 25名
●ソフトバレーボール
【優 勝】スパークル
【準優勝】スパークア
【第３位】ｃｏｃｏａ
・ソフトバレーボール参加チーム数 ８チーム
●グランドゴルフ
【優 勝】貝塚 英樹
【準優勝】原田 孝司
【第３位】小沼
進
・ホールインワン賞
沼里
勇・篠塚
薫
以上２名
・グランドゴルフ参加人数 225名
●ゲートボール 決勝トーナメント
【優 勝】中山チーム
【準優勝】西蓮寺チーム
【第３位】豊和チーム・桃浦チーム
・ゲートボール参加人数 140名
●軟式野球
【優 勝】キャッツ
【準優勝】市役所
【第３位】黒潮クラブ
・軟式野球参加チーム数 4チーム
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行方市グラウンドゴルフ大会結果
５月21日（日）玉造高須崎公園内において、各
地区予選を勝ち抜いた90名の参加により開催され
ました。
【優 勝】飯島 吉次
スコア３９
【準優勝】田辺 位男
スコア４０
【第３位】野原 義助
スコア４２
（８ホール２ラウンドの合計スコア）
【ホールインワン賞】
・野原
亨 ・松本 吉子 ・関口 泰子
・高寺 亘男 ・田辺 位男 ・野原 義助
・大輪 英子 ・飯島 吉次 ・山崎
勇
・堀田 好男 ・茂木 忠雄

ー
ー
ー
ー
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第１回行方市長杯
ソフトバレーボール大会結果

第14回行方市麻生杯弓道大会結果
５月21日（日）麻生運動広場弓道場において、
高校・一般120名の参加により開催されました。
また、この大会は今年３月に《部》に昇格したば
かりの『麻生高校弓道部』11名のデビュー大会と
なりました。
○高校の部
【射詰優勝】城山 一秀 （藤 代 高）
【射込優勝】本田真佑美 （石岡商業）
【第 ２ 位】城山 一秀 （藤 代 高）
【第 ３ 位】中根奈津美 （石岡商業）
【団体優勝】石岡商業
薄田 和紀・石本裕一郎
中沢 涼太
【金 的 賞】菊池 祐太 （藤 代 高）
砂田 高宏 （土浦工業）
○一般の部
【射詰優勝】川中子裕美 （筑波大学）
【射込優勝】杉浦 拓郎 （筑波大学）
【第 ２ 位】鈴木 辰矢 （土浦工業）
【第 ３ 位】谷山 豪祐
【団体優勝】土浦工業
幕内 雄基・鈴木 辰矢
柴 弥寿子
【金 的 賞】永作 富男
川中子裕美 （筑波大学）

（

（

）

行方市総合スポーツ大会結果

）

第1回行方市親善ゲートボール大会結果
５月24日（水）麻生運動広場多目的広場におい
て、全27チームの参加により開催されました。
【優 勝】豊和Ａチーム
【準優勝】桃浦チーム
【第３位】新宿チーム・中山チーム

第１回行方市近隣中学校
軟式野球大会結果
５月21日
（日）
・27日（土）玉造泉野球場・浜野球
場・玉造中学校において、全16校の参加により開
催されました。
【優 勝】大洋中学校
【準優勝】鉾田北中学校
【第３位】麻生中学校・玉造中学校
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一般女子優勝エンジェルスの皆さん

