◇ ４月
▼パークゴルフ ４月例会 兼 県大会予選（４月７日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 寺崎文朗 ２位 山本光夫 ３位 寺田冨士夫
女子の部 １位 金井幾美枝 ２位 大野昌子 ３位 下沢真知子
▼平成３１年度第３９回春季ゲートボール大会（４月１４日 屋内グラウンド）
１位 さみさと ２位 たんぽぽ
▼パークゴルフ 第９回会長杯（４月２０日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 ２位 加藤雅瑛 ３位 瀬沼忠男
女子の部 ２位 金井幾美枝 ３位 梅津和子

◇ ５月
▼パークゴルフ ５月・月例会 兼 県選手権大会東部予選
（５月４日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 稲葉政次 ３位 辻榮哲男
女子の部 １位 九里洋子 ３位 丸岡一葉
▼第６２回朝日町民ソフトテニス大会（５月１２日 サンリーナ）
【団体戦】
１位：大家庄 ２位：泊二区 ３位：五箇庄 ３位：境
【個人戦】
１位：廣川真夕・松下結（朝中） ２位：板本親子ペア
３位：深松文・近藤優羽（朝中） ３位：戸坂妃織・南部さらん（朝中）
▼第３７回朝日町民テニス大会（５月１２日 サンリーナ）
【団体戦】１位：五箇庄 ２位：泊二区 ３位：大家庄 ３位：泊三区・南保合同
【個人戦】男子シングルス １位：吉井直人 ２位：川上勝之 ３位：坂口雅一
▼第５１回青海少年剣道錬成大会（５月１２日 青海中学校）
【小学生男子３、４年の部】３位：才津敦
【団体 小学男子の部】３位：朝日剣道スポーツ少年団
▼令和元年度下新川郡スポーツ少年団サッカー大会（５月１８日 サンリーナ多目的広場）
優勝：プリマヴェーラ入善 次勝：ＴＯＭＡＲＩ ＦＣ
▼第３９回北信越春季アーチェリー大会（５月１９日 湖南運動公園アーチェリー場）
成年男子 ３位：住友雅治
▼パークゴルフ 令和元年第６回レディスの集い（５月２５日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
１位：金井幾美枝 ２位：下沢真知子 ３位：大浜佳代子 ４位：谷口道子 ５位：丸岡一葉

▼第６６回朝日町民卓球大会（５月２６日 サンリーナ）
【男子地区対抗戦】優勝：笹川・泊一区 次勝：泊二区 参勝：五箇庄 参勝：境
【女子地区対抗戦】優勝：大家庄 次勝：宮崎 参勝：泊二区
【男子シングルス（一部）
】優勝：青島和人 次勝：米田正克
【男子シングルス（二部）
】優勝：勝田秀和 次勝：野村香月
▼第５６回朝日町民バドミントン大会（５月２６日 サンリーナ）
【地区対抗（団体戦）の部】
男子 優勝：五箇庄 次勝：泊二区
女子 優勝：五箇庄 次勝：山崎
【個人戦】
男子１部 １位：澤田壮志、田中琉聖 ２位：末上武瑠、板本連汰
男子２部 １位：狩谷進、赤川慎二 ２位：浪花勁矢、坂藤宏紀
女子１部 １位：坂口佳余子、渡邉恵利華 ２位：古市裕子、河村美乃里
女子２部 １位：片山夏菜、坂藤里香 ２位：藤井愛奈、橋爪梨佐
▼第４６回魚津市剣道大会（５月２６日 魚津市総合体育館）
【小学生団体戦】３位：朝日剣道スポーツ少年団
【小学生個人戦新人高学年の部】優勝：大村心朗 ３位：水野和
【小学生個人戦新人低学年の部】３位：松山天河

◇ ６月
▼パークゴルフ ６月・月例会（６月１日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位：瀬沼忠男 ２位：水島一義 ３位：渡辺武
女子の部 １位：梅津和子 ２位：竹中麿紀子 ３位：下沢真知子

第 65 回下新川郡民体育大会

（６月２日～９日 入善町総合体育館ほか）

▼陸上競技
【中学男子】
４００ｍ 優勝 中嶋永大（朝日中）
８００ｍ 優勝 野川拓海（朝日中）
３０００ｍ 優勝 池田橙也（朝日中）
４×１００ｍＲ 次勝 大森夏生 本田大空 水島祥晴 平澤伸昌（朝日中）
走高跳 優勝 平澤伸昌（朝日中） 次勝 水島祥晴（朝日中）
ジャベリックスロー 次勝 加藤耀一（朝日中）
【中学女子】
４×１００ｍＲ 次勝 青木李恋 萩原ひなた 小坂英里奈 竹内彩夏（朝日中）
走幅跳 次勝 小坂英里奈
走高跳 次勝 萩原ひなた
ジャベリックスロー 優勝 萩原ひなた 次勝 青木李恋
【総合】
男子総合 優勝 朝日中学校
男女総合 次勝 朝日中学校
▼野球
一般男子 優勝 ジプシークラブ 次勝 キッズ
中学男子 優勝 朝日中学校
▼ソフトボール
壮年男子 優勝 エクスプレス
▼バレーボール
家庭婦人 優勝 杏
中学女子 次勝 朝日中学校
▼バスケットボール
一般男子 優勝 泊クラブ
中学男子 次勝 朝日中学校
中学女子 優勝 朝日中学校
▼バドミントン
４０歳以上男子（Ｗ）優勝 狩谷進・赤川慎二
４０歳以上男子（Ｓ）次勝 狩谷進
中学男子（団体戦） 次勝 朝日中学校
中学男子（Ｓ） 次勝 土居真希人

▼柔道
中学男子（団体戦） 優勝 朝日中学校
中学男子（50kg 級） 優勝 松下風吹 次勝 野上健太
中学男子（55kg 級） 優勝 開澤俐生
中学男子（60kg 級） 優勝 渡邊礼都
中学男子（66kg 級） 優勝 弘田滉貴 次勝 澤井来維
中学男子（73kg 級） 優勝 久保風音 次勝 荒川魁璃
中学男子（81kg 級） 優勝 久保海音 次勝 山本威吹
中学男子（90kg 級） 優勝 浦田繋也 次勝 稲垣怜
中学男子（90kg 超級） 優勝 福島煌陽
中学女子（52kg 級） 優勝 弘田望美
中学女子（63kg 級） 優勝 河村大香
中学女子（70kg 級） 優勝 舘来華
▼剣道
一般男子（団体） 優勝 朝日町
中学女子（個人戦） 次勝 本村彩乃
▼ソフトテニス
中学女子（団体戦） 次勝 朝日中学校
▼テニス
一般男子 優勝 朝日Ａ
一般女子 優勝 朝日
▼卓球
中学男子（団体） 優勝 朝日中学校
中学男子（Ｓ） 優勝 雛形慧 次勝 唐津千代丸
▼ビーチボール
男子６０歳以上の部 優勝 スーパーコンビ 次勝 大家庄愛好会
女子３０歳以上の部 優勝 朝日クラブ
女子４０歳以上の部 優勝 ヴィーナス
女子５０歳以上の部 優勝 みやざき 次勝 スーパーファイブ
女子６０歳以上の部 次勝 大家庄スマイル華
▼第３６回町民サッカー大会（６月９日 サンリーナグラウンド）
１位 大家庄 ２位 五箇庄 ３位 泊３区 宮崎
▼パークゴルフ らくち～の杯（６月１０日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 加藤雅瑛

新川地区中学校総合選手権大会

（６月１５～１６日 日医工多目的広場ほか）

▼陸上競技 共通男子走幅跳 １位 本田大空 共通男子走高跳 ２位 大森夏生
▼女子バスケットボール ３位 朝日中学校
▼ソフトテニス 団体２位 朝日中学校
女子個人３位 廣川真夕 南部さらん

▼水泳 女子団体３位 朝日中学校
男子１００ｍ平泳ぎ ３位 浪花凌矢
女子２００ｍ個人メドレー ２位 澤崎夏帆
女子２００ｍ個人メドレー ３位 水島嘉栄
▼柔道 男子団体１位 朝日中学校
女子団体１位 朝日中学校
男子５０kg 級 １位 開澤俐生 ３位 松下風吹 ３位 野上健太
男子６０kg 級 ３位 渡邊礼都
男子７３kg 級 １位 久保風音
男子８１kg 級 １位 久保海音 ２位 山本威吹
男子９０kg 級 １位 浦田繋也 ２位 稲垣怜 ３位 若林蓮斗
男子９０kg 超級 １位 福島煌陽
女子５２kg 級 １位 弘田望未
女子６３kg 級 １位 河村大香
女子７０kg 級 １位 舘来華
▼パークゴルフ 第８回あさひオープン杯（６月２２日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 加藤雅瑛 女子の部 ３位 九里洋子
▼第６５回町民野球大会（６月２３日 サンリーナグラウンド）
１位 五箇庄 ２位 大家庄 ３位 山崎 宮崎

◇ ７月
▼パークゴルフ ７月・月例会兼新川大会予選（７月７日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 魚津武義 ２位 瀬沼忠男 ３位 山本光夫
女子の部 １位 下沢真知子 ３位 大浜佳代子
▼第５７回富山県中学校総合選手権大会（７月１３～１４日 朝日町文化体育センターほか）
女子バスケットボール部 団体２位
男子柔道部 団体１位
男子柔道部 個人
１位 ９０ｋｇ浦田繁也
２位 ９０ｋｇ稲垣怜 ７３ｋｇ久保風音
３位 ９０ｋｇ超 福島煌陽 ９０ｋｇ若林蓮斗 ５０ｋｇ開澤俐生
女子柔道部 個人
３位 ７０ｋｇ 舘来華
▼パークゴルフ 令和元年第８回町民パークゴルフ大会（７月１５日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
地区別対抗の部 １位 宮崎地区 A チーム ２位 泊１区 A チーム ３位 泊２区 A チーム
男子個人の部 １位 加藤雅瑛 ２位 魚住芳明 ３位 川上勝之
女子個人の部 １位 下沢真知子 ２位 丸岡一葉 ３位 竹中磨紀子
▼パークゴルフ 第５回モード・イダ杯（７月２０日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 加藤雅瑛 ２位 佐田正秋 ３位 小川勇
女子の部 １位 梅津和子 ２位 下沢真知子 ３位 堀田悦子
▼第３２回町民ゲートボール大会（７月２８日 サンリーナ屋内グラウンド）
１位 南保地区体育協会 ２位 笹川地区体育協会 ３位 宮崎地区体育協会

◇ ８月
▼パークゴルフ ８月月例会兼連合会会長杯予選（８月３日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 加藤雅瑛 ２位 加藤修二 ３位 大和信勝
女子の部 １位 梅津和子 ２位 大浜佳代子 ３位 九里洋子
▼第４０回北信越中学校総合競技大会（８月６日 新潟県新発田市カルチャーセンター）
男子柔道部 個人 １位 ９０ｋｇ浦田繁也
▼サッカー 第４０回北信越国民体育大会（８月９～１１日 石川県西部緑地公園陸上競技場）
富山県代表（少年男子）

２位 片山大治郎

▼パークゴルフ パークの日第１回ティーアイシステム杯（８月１０日あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 山本光夫 ２位 加藤雅瑛
女子の部 ２位 下沢真知子
▼ソフトボール 第６５回町民ソフトボール大会（８月１１日 朝日町文化体育センター）
優勝 泊二区体育協会 次勝 山崎地区体育協会
▼テニスシングルス 第２４回新川地区ジュニアテニス大会（８月１７日 宮野山運動公園テニスコート）
中学生女子 ３位 山崎茉莉奈
小学生上級男子 ２位 右井結進
中級男女 １位 田村優一郎
初級男女 ２位 九里美羽
▼テニス 朝日ローンテニス大会（８月１８日 朝日町文化体育センターテニスコート）
男子ダブルス 優勝 平野智幸 大原貴之 次勝 吉井直人 若林俊宏 ３位 寺崎善一 荒木達雄
▼バドミントン 第３２回朝日バドミントン祭り（８月１８日 朝日町文化体育センター）
個人戦
男子１部 １位 志摩丈汰 早崎敏幸 ２位 清河益雄 須澤博雅
男子２部 １位 廣川晃彦 折谷峻明 ２位 小倉創 板本連汰

女子１部 １位 青木千代美 島田真由美 ２位 坂口佳余子 蓬澤陽世
女子２部 １位 澤岡真美子 稲村千笛 ２位 荒木めぐみ 山岡愛
団体戦
１位 かよっぴぃ ２位 テンパーズ
▼パークゴルフ バーデン明日杯（８月２０日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 山本光夫 ２位 寺崎文朗 ３位 小川勇
▼バレーボール 第４０回北信越国民体育大会（８月２４～２５日 いしかわ総合スポーツセンター）
富山県代表（成年男子）

２位 瀧 直理

▼アーチェリー 第４０回北信越国民体育大会（８月２４～２５日 石川県湖南運動公園アーチェリー場）
富山県代表（成年女子）

２位 根建 蘭

◇ ９月
▼パークゴルフ ９月・月例会（９月７日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 ２位 岡本輝夫 ３位 寺崎文朗
女子の部 ２位 丸岡一葉 ３位 九里洋子
▼パークゴルフ 秋季ペア大会（９月１０日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男男の部 ３位 扇谷俊成 佐田正秋
男女の部 ２位 建部広男 九里洋子 ３位 草野伸昭 下沢真知子

▼下新川郡中学校 秋季競技大会（９月１４～１６日
野球 優勝
女子バスケットボール 次勝
卓球 男子 団体 優勝
個人 優勝 杉本朝陽 参勝 藤田寛士
剣道 女子 個人 優勝 本村彩乃 次勝 田島梛
バドミントン男子 ダブルス 次勝 大久保明維 水野魁人
バドミントン女子 シングルス 次勝 蓬澤陽世
柔道 男子 団体 優勝
個人 50kg 級 １位 野上健太
55kg 級 １位 松下風吹
66kg 級 １位 渡邊礼都 ２位 弘田滉貴
73kg 級 １位 荒川魁璃
90kg 級 １位 若林連斗 ２位 山本威吹
90kg 超級 １位 福島煌陽
柔道 女子 団体 優勝
個人 52kg 級 １位 弘田望美

サンリーナほか）

70kg 級 １位 舘来華

▼新川地区中学校新人大会（９月２１～２２日

サンリーナほか）

柔道 男子 団体 優勝
個人 50kg 級 １位 野上健太
55kg 級 １位 松下風吹
66kg 級 １位 渡邊礼都 ２位 弘田滉貴 ３位 澤井来維
73kg 級 ２位 荒川魁璃
90kg 級 １位 若林連斗 ２位 山本威吹
90kg 超級 １位 福島煌陽
柔道 女子 団体 優勝
個人 52kg 級 １位 弘田望美
70kg 級 １位 舘来華
卓球 団体 ３位
剣道 女子団体 ３位
陸上競技 共通男子走高跳 １位 平澤伸昌
２年男子１００ｍ ２位 田畑颯一郎
共通男子２００ｍ ２位 田畑颯一郎
共通男子４００ｍR ３位 平澤伸昌 安達世凰 水島祥晴 田畑颯一郎
水泳 女子総合 ３位
女子１００ｍ平泳ぎ １位 澤﨑夏帆
女子５０ｍバタフライ ２位 澤﨑夏帆
女子１００ｍ自由形 ３位 澤﨑夏帆
女子１００ｍバタフライ １位 水島嘉栄
女子２００ｍ個人メドレー ２位 水島嘉栄

▼パークゴルフ 第７回小川温泉杯（９月１８日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 寺崎文朗
▼パークゴルフ 第７回きんかい杯（９月２３日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 ２位 加藤雅瑛 ３位 丸岡茂
女子の部 ２位 下沢真知子

◇ １０月
▼パークゴルフ １０月・月例会（１０月５日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 口岩仁一 ２位 舟川一俊 ３位 吉井直人
女子の部 １位 竹中麿紀子 ２位 梅津和子 ３位 大浜佳代子
▼パークゴルフ 第８回翡翠カップ（１０月１４日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 ２位 山本光夫 ３位 寺崎文朗
▼テニス 朝日オープンテニス大会（１０月２０日 サンリーナテニスコート）
男子の部 １位 坂藤世一 北野英輔
２位 武石圭史 田島浩二
女子の部 １位 柴田涼子 朝倉恵子
２位 江淵清美 近江雅子
▼パークゴルフ 第１０回朝日町長杯（１０月２６日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 田中修 ２位 水島一義 ３位 辻榮哲男
女子の部 １位 梅津和子 ２位 竹中麿紀子 ３位 下沢真知子
▼ゲートボール 第３８回秋季ゲートボール大会（１０月２７日 屋内グラウンド）
１位 さみさと ２位 笹川

◇ １１月
▼テニス 第２２回コーセル・あすなろ倶楽部杯・オープンテニス大会
（１１月４日 岩瀬スポーツ公園テニスコート）
初心者小学生３年以下女子シングルス 優勝 九里美羽
▼バドミントン 第７回町民交流バドミントン大会（１１月１０日 サンリーナ）
一般男子ダブルス １位 扇原蒼 板本連汰 ２位 澤田壮志 田中琉聖
一般男子シングルス １位 扇原蒼 ２位 黒澤駿介
一般女子ダブルス １位 新谷真由 伊野綾華 ２位 金山真帆 尾山玲菜
一般女子シングルス １位 新谷真由 ２位 島田真由美
ミックス １位 赤川慎二 長谷川詩歩 ２位 桐田裕至 坂口佳余子
▼パークゴルフ グランドチャンピオン大会（１１月１６日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 １位 丸岡茂 ２位 扇谷俊成 ３位 加藤雅瑛
女子の部 ２位 竹中麿紀子 ３位 梅津和子
▼パークゴルフ 第５回紋左杯（１１月２３日 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場）
男子の部 ２位 大和信勝 ３位 辻榮哲男
女子の部 ２位 竹中麿紀子
▼テニス 朝日ローンオープンミックステニス大会（１１月２４日 サンリーナテニスコート）
優勝 朝倉恵子 北野英輔
次勝 吉井ひかり 弥生大三
３位 大井貴久美 田島浩二
▼柔道 第６０回町民柔道大会（１１月２４日 朝日町武道館）
有段者の部 優勝 米丘竜也

次勝 加納僚記

無段者の部 優勝 山本威吹

次勝 弘田滉貴

▼バレーボール 第６５回町民バレーボール（１１月２４日 サンリーナ第２体育館）
男子の部 優勝 大家庄 次勝 泊二区
女子の部 優勝 大家庄 次勝 泊二区

