射

初

会

１月１１日（日）麻生運動場弓道場において１６
名の参加により開催されました。

＜団体優勝＞
小沼 秀臣・小長谷 祥陽
＜射詰の部＞
【優 勝】米川 翔
＜射込の部＞
【優 勝】山口 泰範
【準優勝】久保 喜雄
【第３位】米川 翔
＜金的賞＞久保 喜雄・元木 康晴・深沢 辰五郎

第２６回玉造ロータリークラブ杯
ミニバスケットボール大会
２月８日（日）男子８チームが麻生運動場を会場
に、女子８チームが北浦体育館を会場に開催されま
した。

＜男子の部＞
勝】石岡ＫＩＤ
＜女子の部＞
【優 勝】津澄ＭＢＳＳ
【準優勝】玉造山王ミニバスケットボール
【第３位】麻生ミニバスケットボール

【優

スキー教室が開催されました
体育協会スキー部主催の「苗場スキー教室」が１
月１６日〜１８日に開催されました。初心者からレ
ベルにあわせて指導者の熱心なアドバイスを受け、
盛況の内に修了いたしました。

第３回行方市交流
バスケットボール大会
１月２５日（日）北浦運動場体育館において開催
されました。
＜男子の部＞
【優 勝】北浦クラブ
【準優勝】麻生クラブ
【第３位】ＴＢＢＣ
【第４位】ＭＴ中
女子の部は北浦クラブとＬＯＶＥＲＳによる親善
試合が行われました。

第３回行方杯少年サッカー大会
２月８日（日）麻生運動場多目的広場において
１２チームの参加により開催されました。
【優 勝】津澄サッカースポーツ少年団
【準優勝】潮来サッカースポーツ少年団
【第３位】手賀サッカースポーツ少年団
【第３位】玉造山王サッカースポーツ少年団

第３回行方市近隣スポーツ少年団
バレーボール大会
１月１７日（土）北浦・麻生・玉造各運動場体育
館において２４チームの参加により開催されまし
た。
【優 勝】小瀬スポーツ少年団
【準優勝】たまりくらぶ
【第３位】佐野バレーボールスポーツ少年団
【第３位】水戸双葉バレーボールスポーツ少年団

↑津澄サッカースポーツ少年団のみなさん
なめがた

2009.3.1
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第２１回行方市スポーツ少年団
本部長杯空手道大会
２月１１日（水）玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
において開催されました。

＜形の部＞
〜 幼・小学１･2 年生男子 〜
【優 勝】宮本 虎太郎（神栖）
【準優勝】方波見 貴雄（山新）
【第３位】新堀 瑞己（鉾田）
〜 幼・小学１･2 年生女子 〜
【優 勝】戸村 衣梨子（神栖）
【準優勝】菅谷 桃咲夏（小川）
【第３位】井川 穂乃花（鉾田）
〜 小学３・４年生男子 〜
【優 勝】楠
理久（鉾田）
【準優勝】小沼 天龍（鉾田）
【第３位】高安 崚平（神栖）
〜 小学３・４年生女子 〜
【優 勝】中山 朋佳（小川）
【準優勝】菅谷 佳絵英（小川）
【第３位】方波見 睦美（山新）
〜 小学５・６年生男子 〜
【優 勝】高野 和樹（鉾田）
【準優勝】萩原 聖大（玉造）
【第３位】伊藤
駿（神栖）
〜 小学５・６年生女子 〜
【優 勝】石田 佳奈（鉾田）
【準優勝】戸村 友香（神栖）
【第３位】石橋 萌永（鉾田）
〜 中学男子 〜
【優 勝】若松 芳樹（玉造）
【準優勝】藤田 彰憲（鉾田）
【第３位】中嶋 泰斗（山新）
〜 中学女子 〜
【優 勝】飯田 明日香（山新）
【準優勝】金子
真琴（山新）
【第３位】磯部 みな美（山新）
＜組手の部＞
〜 幼・小学１・２年生男子 〜
【優 勝】宮本 虎太郎（神栖）
【準優勝】新堀 瑞己（鉾田）
【第３位】方波見 貴雄（山新）
【第３位】小田 貴大（鉾田）

〜 幼・小学１・２年生女子 〜
【優 勝】戸村 衣梨子（神栖）
【準優勝】菅谷 桃咲夏（小川）
【第３位】井川 穂乃花（鉾田）／井川 茉菜花（鉾田）
〜 小学３・４年生男子 〜
【優 勝】楠
理久（鉾田）
【準優勝】山口 朝陽（鉾田）
【第３位】小沼 天龍（鉾田）／高安 崚平（神栖）
〜 小学３・４年生女子 〜
【優 勝】中山 朋佳（小川）
【準優勝】菅谷 佳絵英（小川））
【第３位】長峰 湖雪（鉾田）／川島 菜未（玉造）
〜 小学５・６年生男子 〜
【優 勝】萩原 聖大（玉造）
【準優勝】高野 和樹（鉾田）
【第３位】伊藤
駿（神栖）／渡辺 海裕（玉造）
〜 小学５・６年生女子 〜
【優 勝】石橋 萌永（鉾田）
【準優勝】石田 佳奈（鉾田）
【第３位】中嶋 藍理（山新）／戸村 友香（神栖）
〜 中学男子 〜
【優 勝】若松 芳樹（玉造）
【準優勝】中嶋 泰斗（山新）
【第３位】小沼 龍弥（鉾田）／藤田 彰憲（鉾田）
〜 中学女子 〜
【優 勝】金子 真琴（山新）
【準優勝】飯田 明日香（山新）
【第３位】磯部 みな美（山新）

※
〜
【優
〜
【優
〜
【優

※
〜
【優
〜
【優
〜
【優

本部長杯争奪戦

低学年の部 〜
勝】戸村 衣梨子（神栖）
中学年の部 〜
勝】中山 朋佳（鉾田）
高学年の部 〜
勝】石橋 萌永（鉾田）

組手競技（自由一本組手）※
低学年の部 〜
勝】戸村 衣梨子（神栖）
中学年の部 〜
勝】楠
理久（鉾田）
高学年の部 〜
勝】萩原 聖大（玉造）

最優秀選手

【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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※

戸村 衣梨子（神栖）

