第２４回
第３回行方市体協クレー射撃大会 小学生フットサル大会
１１月３日（月）、潮来クレー
１１月９日（日）北浦第１グラ
スポーツ少年団駅伝大会 射撃場において３２名の参加によ
１１月１６日（日）、高須崎公園
り開催されました。
周辺を会場に、高学年３７チーム、
＜トラップＡクラス＞
低学年２２チーム計５９チームの 【優 勝】小野口康資（得点４８）
参加により開催されました。
【準優勝】石川 昭（得点４５）
団体の部
【第３位】平山宗男（得点４５）

＜低学年男子＞

【優 勝】小川ジュベニールＢ
【準優勝】潮来レッズＣ
【第３位】息栖ＳＳＳ

＜低学年女子＞
【優 勝】延方ミニバス B
【準優勝】大洋ミニバス B
【第３位】麻生フェニックスＪｒ．Ｄ

＜高学年男子＞

＜トラップＢクラス＞
【優 勝】石井敏夫（得点３６）
【準優勝】後谷米蔵（得点３６）
【第３位】大川秀和（得点３５）

＜トラップＣクラス＞
【優 勝】柳町照夫（得点３１）
【準優勝】額賀三男（得点３１）
【第３位】大川美佐男（得点３０）

【優 勝】潮来レッズＡ
【準優勝】玉造山王サッカーＡ
【第３位】セレソンサッカーＡ

＜高学年女子＞
【優 勝】延方ミニバスＡ
【準優勝】大洋ミニバスＡ
【第３位】山王ミニバスＢ

＜１・２年生の部＞
【優 勝】牛堀サッカー少年団チーム
【準優勝】フットサル教室チーム

＜３・４年生の部＞
【優 勝】牛堀サッカー少年団チーム
【準優勝】大和―ＳＳＳチーム
【第３位】麻生ＥＡＳＴ ＳＣチーム

第１５回 麻生杯柔道大会
１１月９日（日）麻生運動場に
おいて４００名の参加により開催
されました。市内からもたくさん
の選手が参加し、下記の方が入賞
されました。おめでとうございま
す。

幼年（男女）個人戦
勝】鈴木 尊仁（玉造）
小学１年生男子個人戦
【第３位】原 孝太（玉造）
小学２年生男子個人戦
【準優勝】鈴木 魁斗（玉造）
小学生５年４５㎏以上男子個人戦
【第３位】浜田 征樹（麻生）
小学生１年女子個人戦
【第３位】野原 理那（玉造）
小学生４年女子個人戦
【第３位】今井 香帆（麻生）
中学生男子の部６６㎏級
【準優勝】中澤 裕樹也（玉造）
【第３位】小山 聖仁（玉造）
中学生女子の部５２㎏級
【準優勝】箕輪 恵美（麻生）
【第３位】今井 志帆（麻生）
中学生女子の部５２㎏超級
【第３位】今井 美帆（麻生）
【優

↑Ａクラス優勝

秋季グランドゴルフ大会

ウンドにおいて開催されました。

小野口さん

第５２回産業文化祭弓道大会

１１月２日（日）麻生運動場内
１１月２０日（木）に、北浦第
弓道場において３１８名の参加に
１グラウンドにおいて各地区予選
より開催されました。一般の部に
を勝ち抜いた９０名の参加により
お い て、 高 野 敬 光 さ ん の ２ 位 入
開催されました。当日は真冬の様
賞をはじ
な 寒 さ の 中、 ホ ー ル イ ン ワ ン が
め市内の
１８名もでるなど、みなさん好成
方々が好
績を残されました。
成績を収
【優 勝】小松崎 忠良（スコア３４） めました。
【準優勝】理崎 なか（スコア３５）
【第３位】野原 五郎（スコア３６） 高校生の部
（８ホール２ラウンドの合計スコア） 【優 勝】井上雄貴（石岡商高）
【準優勝】鈴木伸哉（石岡商高）
【第３位】諸川翔太（鉾田１高）
【団体優勝】石岡商高Ｂ
（鈴木寿幸・鈴木伸哉・山口優介）

行方市軟式野球連盟後期大会
１１／２・９（日）玉造浜野球
場において１２チームの参加によ
り開催されました。
【優 勝】黒潮クラブ
【準優勝】ブラックエンジェルス
【第３位】グロリアス
【第３位】Ｂ

一般の部

↑左より理崎さん・小松崎さん・野原さん

【優 勝】小沼勝則（波崎）
【準優勝】高野敬光（玉造 B）
【第３位】斉藤孝司（土浦）
【団体優勝】玉造Ｂ
（小沼 豊・藤崎岳人・高野敬光）

なめがた

2009.1.1
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第３回行方市長杯卓球大会 潮来市・行方市親善
第３回行方市長杯剣道大会
１２月７日（日）麻生運動場体
ソフトボール大会 １２月７日（日）北浦体育館を
育館において、男子８校・女子７
校の参加により開催されました。
団体戦男子の部で玉造中学校が
優勝いたしました。

会場に、団体戦１８チーム、個人
１１月１６日（日）潮来市・行
戦３９名の参加により開催されま
方市内４会場において３１チーム
した。
の参加により開催されました。
＜団体戦＞
【優 勝】添田クラブ（潮来市）
【優 勝】牛堀少年剣道愛好会
【準優勝】後明クラブ（潮来市）
【準優勝】日の出剣友会
【第３位】根小屋オールスターズ（行方市）
【第３位】岩間剣友会
【第３位】津澄小ＰＴＡ（行方市）
【第３位】延方スポーツ少年団

＜個人戦＞
【優 勝】吉川武志（牛堀少年剣道愛好会）
【準優勝】小川 翼（牛堀少年剣道愛好会）
【第３位】赤津希海（小川少年剣友会）
１１月２３日（日）北浦体育館ア 【第３位】鈴木健太（日の出剣友会）
リーナにおいて開催されました。

第３回行方市
バスケットボール大会

↑団体戦 男子優勝 玉造中学校

長年の功績により
表彰されました
１１月２７日千葉市 幕張メッ
セ を会場に開催された平成２０
年度全国体育指導委員会研究協議
会において【行方市体育指導委員
会】が、表彰を受けました。
現在２８名の体育指導委員の方
が、地域スポーツの活性化に尽力
しております。おめでとうござい
ます。

＜男子＞
【優 勝】共同火力
【準優勝】麻生クラブ
【第３位】ＰＥＬＬＥＲＳ
【第４位】ＴＢＢＣ

＜女子＞
【優 勝】北浦クラブ
【第２位】ＬＯＶＥＲＳ

お詫びと訂正

【問合せ・申込み先】
スポーツ振興課
（北浦体育館内）
☎ 0291-35-2120
FAX 0291-35-3854
麻生運動場
☎ 0299-77-0791
玉造運動場
☎ 0299-55-3211
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７／１３・９／２８・１２／６
の３日間にわたり、北浦体育館を
会場に、市内８チームの参加によ
り開催されました。
優勝

↑男子の部

先月号（１２月号）のｐ２０地区運
動会の注釈に誤りがありましたの
で訂正してお詫びいたします。
（誤）⑥竜翔寺保育園児
（正）⑥麻生保育園児

第３回市内女子ミニバス
親善リーグ戦

優勝

玉造山王ミニバス

準優勝

津澄ＭＢＳＳ

第３位

要ミニバス

共同火力チーム

第６回行方市
社会人サッカー大会
１１月１６日（日）予選リーグ、
１１月３０日に決勝トーナメント
戦が北浦第１グラウンドほか１会
場にて開催されました。
【優 勝】ＢＩＤＡＮ
【準優勝】麻生サッカークラブ１９９７
【第３位】ＦＩＮＡＬＳ

行方市民インディアカ大会
１２月７日（日）玉造運動場体
育館を会場に市内６チームの参加
により開催されました。
【優 勝】てんとうむしＢ
【準優勝】ポップコーンＡ
【第３位】てんとうむしＡ
↑優勝

ＢＩＤＡＮ

