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Ｖｏｌ．１７ 

「表彰受賞者へお祝いのことば」  NPO 法人白河市体育協会 会長 班目秀雄 

 令和２年度の体育功労賞、優秀指導者賞、特別賞、優秀選手・団体賞、敢闘賞を受賞されました皆様、誠におめでとうございます。今年度は１月 

に初めて国内でも発症が確認された新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が発令され、公共機関や全ての学校等が閉鎖され、スポーツ関係では 

全国大会や国民体育大会などが中止になりました。指導者をはじめ選手の方々は先の見えない状況の中でも夢を諦めないで、目標、目的の達成に向 

かって頑張り続けられた事でしょう。受賞者の皆様の意識の高さと努力に対し心から敬意を表します。 

 体育功労賞、優秀指導者賞受賞の皆様方が各分野で優れた結果を残されたことは、並々ならぬ情熱をもって各種競技団体の発展及び選手の育成と 

強化に努められたからに他なりません。 

特別賞、優秀選手・団体賞、敢闘賞受賞の皆様は監督やご指導下さった方々の厳しい指導の下に精進を重ねる事で 

素晴らしい結果が生まれました。ご指導いただいた方々に感謝の気持ちを忘れないで下さい。 

 受賞者の皆様は受賞を機に、より一層、練磨精進されて白河市のスポーツ文化の発展、普及振興に尽力される事を 

期待いたします。特に選手の皆様は『白河から世界へ』オリンピックや世界選手権大会を目指して頑張って下さい。 

 結びに、受賞された皆様の今後益々のご活躍をご祈念申し上げます。 

      令和２年度白河市体育協会表彰       

 

令和 2年度白河市体育協会表彰 受賞者の紹介 
  

氏名 種目 所属団体

枝松　文助 グラウンドゴルフ 白河市グラウンドゴルフ協会

須釜　祥文 野球 白河野球連盟

小林　和夫 弓道 東弓道会

邊見　正則 陸上 西白河郡市陸上競技協会

🏆体育功労賞（４名）

 

氏名 種目 所属団体 氏名 種目 所属団体

菅原　修一 陸上 西白河郡市陸上競技協会 大竹　正樹 柔道 白河柔道会

西牧　和子 山岳 白河山岳会 渋谷　貴光 剣道 福島県剣道連盟白河支部

深谷　正 アーチェリー 白河市アーチェリー協会 荒井　智 陸上 西白河郡市陸上競技協会

鈴木　浩一 バドミントン 白河バドミントン協会

🏆優秀指導者賞（７名）

 

氏名 種目 所属団体

大槻　麗 ソフトテニス ダンロップ

髙橋　光貴 陸上 白河中央中学校

🏆特別賞（２名）

 

氏名 種目 所属団体 氏名 種目 所属団体

岡村　葵 ソフトテニス ダンロップ 関根　楓音 陸上 日大東北高校

清水　麻美 ソフトテニス ダンロップ 町田　怜央 陸上 日大東北高校

森合　弥代 ソフトテニス ダンロップ 星　友哉 陸上 日大東北高校

小山　舞 ソフトテニス ダンロップ 齋藤　慧舟 陸上 日大東北高校

室井　悠里 アーチェリー 学法石川高校 佐藤　唯 陸上 日大東北高校

佐久間　桜寿 バスケットボール 白河中央中学校 渡辺　啓太 軟式野球 石川義塾中学校

早坂　玲二 バスケットボール 白河中央中学校 佐川　颯偉 軟式野球 石川義塾中学校

小針　遥花 ゴルフ 白河第二中学校 角田　蓮音 軟式野球 石川義塾中学校

🏆優秀選手賞（１６名）

 

氏名 種目 所属団体

ダンロップ ソフトテニス ダンロップ

🏆優秀団体賞（１団体）

 

氏名 種目 所属団体 氏名 種目 所属団体 氏名 種目 所属団体

西田　郁子 弓道 白河弓道会 陣野　莉心 陸上 白河第二中学校 北畠　勇吹 野球 東北中(全南WEST)

永井　貴之 弓道 白河弓道会 大倉　心陽 ソフトテニス 石川義塾中学校 前田　千空 野球 白河南中(全南WEST)

濱谷　杏奈 ソフトテニス ダンロップ 室井　悠伍 ソフトテニス 白河第二小学校 坂本　奨悟 野球 白河南中(全南WEST)

大羅　夢真 ソフトテニス ダンロップ 岸波　璃空 野球 中央中(全南WEST) 村上　登真 野球 大信中(全南WEST)

森松　百花 ソフトテニス ダンロップ 平山　永遠 野球 中央中(全南WEST) 鶴槇　覚 野球 白河東中(全南WEST)

池田　剛希 テニス 白河テニス協会 瀧浪　楓太 野球 中央中(全南WEST) 酒井　辰美 野球 白河東中(全南WEST)

寺門　嵐士 陸上 日大東北高校 遠藤　岳 野球 中央中(全南WEST)

穂積　美晴 陸上 日大東北高校 高村　啓杜 野球 中央中(全南WEST)

吉田　桃子 陸上 白河旭高校 関　万叶 野球 白二中(全南WEST)

内藤　脩奈 陸上 白河第二中学校 太田　爽樹 野球 東北中(全南WEST)

白河旭高等学校女子ソフトボール部

白河高等学校女子剣道部

🏆敢闘賞（２６名・３団体）

表郷スポーツ少年団（野球）

 

順位 町内会 総合ポイント

第１位 第一区自治会 133.0P

第２位 みさか町内会  98.7P

第３位 中田町内会  56.0P

第４位 新白河高山町内会  54.2P

第５位 昭和町町内会  43.7P

第６位 九番町町内会  43.0P

🏆第６１回市民総体総合結果

 

これまでの各種目、競技に対する取り組

みを評価していただきありがとうござい

ました。この受賞を励みに今後も研鑽・

精進していきたいです。 

（受賞者代表あいさつ 枝松文助 様） 

 

山が好きで登っておりましたが、このような賞をいた 

だいて、より一層自然を大切にしたい気持ちが強くな 

りました。    （優秀指導者賞 西牧和子様） 

様） 

 
コロナ禍の中、どのように練習すれば記録を伸ばすこ

とができるか、自分は今、何をすれば良いか一つ一つ

考えて活動してきました。今後はたくさんの大会の中

で自分のパフォーマンスができるよう頑張って練習を

していきたいと思います。（特別賞 髙橋光貴 様） 

   
 

特別賞・優秀選手賞・ダンロップチーム 

体育功労賞・優秀指導者賞 

敢闘賞 敢闘賞（全南WEST） 町内会 

※撮影時のみマスクをはずしております 

今後ますますのご活躍を 

お祈り申し上げます！！ 



 

 

ＮＰＯ法人白河市体育協会事務局 〒961-0054 白河市北中川原 30 ＴＥＬ：29-8655 / ＦＡＸ：22-8973  

ＨＰ： http://www.shirakawataikyo.co-suite.jp/  Facebook は『白河市体育協会』で検索！！ 

基盤の確立と強化の一助とするために募集させていただいた賛助会員にご賛同をいただき誠にありがとうございます。心より御礼申し上げます。ご協力いただきまし

た賛助会費は、本協会の事業推進の経費の一部として有効に活用させて頂いております。各種の事業を継続し、さらに充実させるためには、安定的な財源の確保が必要

になりますので、今後ともよろしくご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和２年度賛助会員 

ホットニュース 

NPO 法人白河市体育協会自主事業 令和３年度スポーツスマイリィクラブ受講者募集！！ 

   テーマ：スポーツに親しみ、楽しさを味わい、継続することで心身ともに健康で笑顔あふれる毎日を送る 

  ☆新規申込開始日時：令和３年３月２９日（月）から随時受付（窓口受付時間 ９：００～１７：００） 

  ☆申込み/問合せ場所：白河市中央体育館（☎２９－８６５５） 

  ☆申込み方法：受講料を添えて直接お申し込みください（電話不可） 

  ☆その他：各教室、先着順の受付ですので、定員になり次第終了となります 

※定員満杯の教室はキャンセル待ちとなります 

       ※令和２年度の受講者で希望される方は継続できます 

～教室に関する詳しい要項は、回覧ほか市役所、市内体育館、アナビースポーツプラザ他で配布！白河市体育協会ＨＰでもご覧になれます～ 

 

編集後記 
        新型コロナウイルス感染症により、誰もが期待を寄せていた東京 2020 オリンピックの延期、第７５回鹿児島国体の延期と続き、軒並み多くの大

会や講習会が中止となりました。当協会もすべてが初めての経験で、感染症の対策を考慮しながらの事業運営でした。まだまだコロナ禍が続く生活環境の中で、マスク

の着用、３密の回避、手洗い消毒などの感染症対策をしっかり行って、当協会の「スポーツを通じて心身の健全な育成と明るいまちづくりを推進しよう」を目標に、体

育協会全員で頑張っていきたいと思います。 

白河市スポーツ少年団本部卒団式・表彰式（２月１４日） 

 ２部制をとり、感染症対策を万全に準備をしてい 

たところ、前日の大きな地震により新白信イベント 

ホールが使用できなくなり、急きょ会議室への会場 

変更となりました。保護者の方が参加できなくなる 

など更なる規模縮小となりましたが、皆様のご協力 

があり無事に卒団式を開催できたことに感謝申し上 

げます。 

卒団者 １１１名 / 優秀指導者賞 菊地 重勝 様（白河ひがしバドミントン Jr）             

桃田賢斗選手の直筆サイン色紙をいただきました！ 

 白河市体育協会加盟の白河バドミントン協会に白河市体育協会を通じて NTT

東日本福島支店より桃田賢斗選手（NTT 東日本所属）の直筆サイン色紙をいた    

だきました。 

           テレウェル福島支店の関連チームである実業団「東北

マークス」が、白河市民総合体育大会のバドミントンフ

ェスティバルにて指導していただいたご縁から実現した

ものです。子ども達の励みになればと、中体連県南支部

７つの中学校にも贈呈されました。 

 

ベビーマッサージ教室から、 

親子体操教室、人気のヨガや体幹教室、 

シニアの体操教室まで様々な教室を開催！ 

適度な運動で 

免疫力 UP !! 

 

                白河市スポーツウエルネス吹矢協会 会長 鈴木 元子 

コロナ禍において令和２年度白河市民総合体育大会開催の可否を白河市体育協会と協議し、

スポーツウエルネス吹矢競技は予定通り１０月１７日（土）に開催することを決定しました。

その際「3 部方式」という新しい大会運営案を提案させて頂きました。具体的には COVID-

19 の感染予防のため 

・3 密を避け、ソーシャルディスタンス確保を目的にメイン会場での大会を前後 2 部に分ける 

・第３部として別会場でも記録会を行い、全ての結果を合わせて市民総体の成績とする 

・各大会は当協会の公認審判員の立ち合いのもと運営する 

新しい運営方式ではありますが大会を開催することが第一と考え提案させて頂きました。幸い

白河市ではその時点での感染の発生が無く、市体育協会の皆様のご理解を頂くことができまし

た。しかし大会前日の１６日（金）に白河市で感染者が出たため、１７日（土）の大会は延期

とし、第 1 部は１０月３１日（土）、第２部は１０月２０日（火）にそれぞれ別会場に変更し

実施致しました。振り返りますと「主催者の開催へ向けた熱意が感じられた」「公認審判員の

立会いの元での大会運営のため緊張感をもって競技できた」「1 年ぶりの公式戦で達成感を感

じる事ができとても楽しかった」「別々の会場でも市民総体に参加 

したという一体感を味わうことができ思い出深い大会になった」 

等々の言葉を頂きました。これもひとえに、市体育協会の皆様は 

じめ関係者の皆様のご理解ご協力の賜物と感謝お礼申し上げます。 

誠に有難うございました。 

 

 

今年度は新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、開催可能な１０種目を開催し、３４４

名の参加がありました。 

参加者の体調チェックや消毒などの感染症予防対策を徹底

するほか、各競技ともに参加人数の定員を設けて３密を避け

るなど、安心・安全な運営を心掛けました。種目によっては

会場や日程を分散して開催するなど 

の工夫も見られ、新しい生活様式に 

合わせた新しい形での市民総合体育 

大会となりました。参加人数は例年 

より少ない結果となりましたが、日 

頃の練習成果を発揮できた参加者の 

皆さんの笑顔がとても印象的でした。 

 

 

 

 

新しい生活様式に 

合わせた新しい競技開催方法のご紹介 

サッカー競技 

 

  

 

 

男子バドミントン 

日本代表 

 

山貫支店長と五十嵐協会長 

 

 

 

第２部受賞者代表あいさつ 

小松 楓さん（表郷 Stella） 

 

 


