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平成30年度 秋季市民スポーツ大会結果
【実施期日】　9月9日（日）～11月11日（日）
【実施場所】　前川運動公園他

◎団体競技
競技名 （部門） 優　勝 準優勝 第３位 第３位
軟式野球 ドリーム･エンジェルス ブルーマウンテン ナメカワアルミ ―
ソフトボール ７パワーズ ネオ・ヤンキース まちゃる 二中部°

バスケットボール 男　子 CHASHIBU 牛堀クラブ キリング ―
女　子 ＱＵＥＥＮ’Ｓ Wing'sままサン DB’Z ―

バレーボール （9人制） 潮来カンガルー レッツゴークラブ 大生原クラブ ―
インディアカ GtoMAGO ノア A ノア B ―

サッカー
一　般 FC.CLAN 牛堀サッカーユナイテッド ― ―

小学生低学年 延方ＳＳ A 津知SS 牛堀ＳＳＳ ―
小学生高学年 牛堀ＳＳＳ A 日の出ＳＳ 潮来SSS ―

競技名 （部門） 総合地区優勝

ソフトバレーボール 地区対抗戦
津知地区

１位ｸﾞﾙｰﾌﾟ優勝 ２位ｸﾞﾙｰﾌﾟ優勝 ３位ｸﾞﾙｰﾌﾟ優勝 ４位ｸﾞﾙｰﾌﾟ優勝
チーム津知 Aspiration A 津知ONE Sparrows B

◎個人競技
競技名 （部門） 優　勝 準優勝 第３位 第３位

テニス
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 西岡 静雄・原田 博省 大橋 和範・平野 一彦 ― ―
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 平野 浩子・比佐 和子 塩冶 知子・大橋 栄子 ― ―

ｿﾌﾄﾃﾆｽ

一般男子 横田 颯大・横田 未佐樹 藤沼 優人・斉藤 直哉 中山 颯太・赤坂 将馬 松井 陽大・永作 綾佑
一般女子 長野 由依・川又 碧 山本 悠稀奈・宮内 楓香 浦上 彩香・大久保 樹瑠 関根 美咲・関根 千夏
小学生初級 飯島 こころ 坂倉 洸太 大川 帆奈 ―
小学生低学年 酒田 楓杏・小林 千紘 堀内 真心子・関沢 智也 宮内 珀翔・笠原 望愛 宮本 果歩・笠原 唯愛
小学生高学年 郷原 菜夢・安部 翔貴 今泉 葵・長野 伊吹 久保田 大空・飯田 実歩 ―

卓　球
中学男子（ｼﾝｸ ﾙ゙ｽ） 青木 楓雅 前野 敬介 山本 恭也 ―
団体ﾘｰｸﾞ戦 チームマツタケ チーム赤トンボ チームコスモス ―

バドﾐﾝﾄﾝ
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 大橋 常雄・谷口 浩史 谷 広行・新留 高男 北山 光彦・新橋 徹 ―
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 市川 由喜子・笹本 直美 笹本 直美・三塚 知美 横山 広子・西竹 富美子 ―
混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 笹本 直美・北山　光彦 横山 広子・池田 正善 西竹 富美子・伊藤 勝輝 ―

剣　道

小学生低学年 佐藤 航介 久保木 実玖 飯島 隆太 ―
小学生高学年 齋藤 裕太 久保木 悠斗 ― ―
中学生男子 諸星 聡大 高森 彩人 藤木 直人 折笠 涼真
中学生女子 宮本 美雨 榊原 菜月 小松﨑 爽来 ―
高校生 斉藤 真明 増田 藍斗 荻 優太 ―

競技名 （部門） 射詰の部優勝

弓　道 一　般
草野 弘

射込の部優勝 射込の部準優勝 射込の部第３位
草野 弘 藤井 舞子 小沼 和子

【お問合せ】生涯学習課　生涯学習グループ　☎６６－０６６０

競技名 団体種目名

水泳

（市民水泳大会）

100mメドレーリレー　小学生＆混合ﾁｰﾑ
優　勝 潮来市水泳ｽﾎﾟｰﾂ少年団 ｽﾎﾟ少ｺｰﾁ

200mメドレーリレー　学生＆中学生＆混合ﾁｰﾑ
優　勝 ACワールド　ワールドA
100mビート板リレー　小学生ﾁｰﾑ

優　勝 リトルマーメイド リトルB
100mフリーリレー　小学生＆混合ﾁｰﾑ
優　勝 ACワールド　ワールドF

団体種目名
100mフリーリレー　混合＆成人ﾁｰﾑ

優　勝 潮来市民プール 市民プール混合
200mフリーリレー　小学生＆中学生ﾁｰﾑ
優　勝 ACワールド　ワールドB
200mフリーリレー　成人＆混合ﾁｰﾑ

優　勝 ACワールド　ワールドA


