
 

 

 

 

受賞者代表あいさつ  この度はこのような賞をいただき誠にありがとうございます。 

コロナ禍で思うようには活動できませんでしたが、この賞をいただけたのも日頃から応援し 

てくださる皆さんのおかげと感謝しております。これからもチームダンロップのスローガン 

である「できないはずはない」をモットーに、さらに上を目指し地域の方々との交流を大切 

に日々精進して参ります。今後とも、ご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。 

（優秀選手賞 清水 麻美 様） 

 

       今年度は国体出場権獲得！全日本実業団 

選手権大会準優勝と素晴らしい成績を修めたダンロップチーム。 

今後の活躍も期待し、応援しています！ 

 

 

氏名 種目 所属団体・学校 氏名 種目 所属団体・学校

濱谷　杏奈 ソフトテニス ダンロップ 吉田　桃子 陸上 白河旭高２年

岡村　葵 ソフトテニス ダンロップ 坂本　奨悟 陸上 白河南中３年

清水　麻美 ソフトテニス ダンロップ 陣野　莉心 陸上 白二中３年

森合　弥代 ソフトテニス ダンロップ 上田　聖翔 陸上 白五小６年

小松﨑 茉代 ソフトテニス ダンロップ 角田　吏 自転車 学法石川高３年

武藤 和果奈 ソフトテニス ダンロップ 室井　悠伍 ソフトテニス 白二小６年

町田　怜央 陸上 日大東北高３年 佐藤　宗信 バドミントン みさか小２年

齋藤　慧舟 陸上 日大東北高２年 橋本　蒼叶 空手道 白一小１年

塩田　葉那 陸上 白河旭高２年

優秀選手賞（１７名）

 

氏名 種目 所属団体・学校 氏名 種目 所属団体・学校

中野　豪 陸上 西白河郡市陸上競技協会 大竹　朋夫 山岳 白河山岳会

矢吹　利夫 陸上 西白河郡市陸上競技協会 石井　正男 バドミントン 白河バドミントン協会

水野谷 敏彦 卓球 白河卓球協会

氏名 種目 所属団体・学校 有海　祥治 陸上 西白河郡市陸上競技協会

村上　光輝 ボッチャ 日本ボッチャ協会

氏名 種目 所属団体・学校

遠藤　純 サッカー エンジェル・シティＦＣ

体育功労賞（２名） 優秀指導者賞（５名）

特別栄誉賞（１名）

菊地　重勝 バドミントン

白河ひがし

バドミントンＪｒ

スポーツ少年団特別賞（１名）

NPO 法人白河市体育協会広報紙 
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～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～ 

 

ＮＰＯ法人白河市体育協会 

広報発行：Ｒ４年３月 

会長 班 目 秀 雄 

Ｖｏｌ．１９   

 

 

  令和３年度 白河市体育協会表彰特集 

お祝いの言葉  ＮＰＯ法人白河市体育協会  会長 班目 秀雄 

 この度は受賞者の皆様、誠におめでとうございます。体育功労賞、優秀指導者賞の皆様には、長年にわたり団体の発展と競技の振興、選手の育成指導にご尽力いただ 

き、御礼を申し上げます。また、優秀選手賞、優秀団体賞、優秀団体選手賞、敢闘賞の皆様には、監督・コーチの指導のもと、たゆまぬ鍛錬の成果が見事なパフォーマ 

ンスとして結実し、輝かしい成績を修められましたこと、心よりお祝い申し上げます。併せまして指導者、団体や学校関係者、ご家族、地域の方々など関係者の皆様に 

も感謝を申し上げます。 

 さて、昨年の夏に開催されました「東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会」では、日本選手団のめざましい活躍により史上最多のメダ 

ルを獲得し、コロナで閉塞した社会と国民の心に大きな感動と勇気を与えてくれました。今大会に出場された女子サッカー日本代表の遠藤純選手に 

は特別賞を、ボッチャ競技の代表監督村上光輝さんには特別栄誉賞を贈呈しています。受賞された皆様方には、ぜひ世界へ羽ばたく志をもたれ更な 

る飛躍をご祈念申し上げます。  

 
 

 

 

氏名 種目 所属団体・学校 氏名 種目 所属団体・学校

上石　一斗 バレーボール 郡山北工業高３年 根本 姫菜乃 バスケットボール 郡山商業高２年

荒井　移吹 バレーボール 郡山北工業高３年 森　美雲 バスケットボール 郡山商業高２年

勝又　元哉 バレーボール 郡山北工業高３年 本宮　洵愛 バスケットボール 郡山商業高１年

佐藤　唯 陸上 日大東北高２年 樋口　凜 ソフトボール 学法石川高３年

星　友哉 陸上 日大東北高２年 庄司　美紅 ソフトボール 帝京安積高２年

穂積　美晴 陸上 日大東北高２年 水野 日花里 ソフトボール 白河東中３年

矢田部 愛未 ソフトテニス 学法石川高３年 辺見　亜未 ソフトボール 白河中央中１年

清水　空 ソフトテニス 学法石川高２年 前田　百海 ソフトボール 白河南中１年

大倉　心陽 ソフトテニス 石川義塾中２年 根本　真愛 ソフトボール 白河東中１年

優秀団体選手賞（１８名）

 

氏名 種目 所属団体・学校

小針　遥花 ゴルフ 白河高校１年

石川　暖菜 陸上 白河中央中２年

氏名 種目 所属団体・学校 大谷　佳純 陸上 白河中央中２年

ダンロップ ソフトテニス ダンロップ 小松原るあな 空手道 白一小４年

白河高等学校弓道部 弓道 白河高校 小松原 頼安 空手道 白一小２年

白河高等学校剣道部 剣道 白河高校

白河旭高等学校ソフトボール部 ソフトボール 白河旭高校

ＦＣ Ｒｅｇａｔｅ ジュニアユース サッカー 白河市スポーツ少年団本部

白河第二 陸上 白二小

ウインズジャパン（野球）

白河中央中野球部（野球）

表郷スポーツ少年団Ａ（野球）

敢闘賞（５名・４団体）

白河ベースボールクラブ（野球）

優秀団体賞（６団体）

 

順位 町内会 総合ポイント

第１位 第一区自治会 114.6P

第２位 みさか町内会 103.0P

第３位 中田町内会 96.0P

第４位 昭和町町内会 61.0P

第５位 新白河高山町内会 60.0P

第６位 旭町町内会 58.0P

第６２回市民総体総合結果

 

感染症対策を徹底し、コロナ禍

でも、子ども達が伸び伸びと活

動できるよう保護者の協力を得

ながら指導を続けてきました。 

（優秀指導者賞 菊地 重勝 様） 

 

 

上位３町内会が表彰されました 

参加人数に制限を設けるなどコロナ対策に万全を期しながら 

１５競技を開催、延べ５７５名の市民が参加し、スポーツを 

楽しみました。第６３回大会もたくさんの方の参加をお待ち 

しています！ 

 

 

優秀団体選手賞の皆様 優秀団体賞の皆様 

敢闘賞の皆様 

優秀選手賞の皆様 

体育功労賞・優秀指導者賞の皆様 

陸上競技の審判員に長く携わる中、礼儀、スポーツマンとし

ての自覚、選手との関係を大切にしてきました。        

（体育功労賞 矢吹 利夫 様） 

どんな大会でも「勝ち」と「成績」にこだわること。自信をもって試合

で走るために、普段の練習を納得いくまでやり、満足するまで追い込

む。座右の銘は「とにかく日本一！」 （優秀選手賞 町田 怜央 様） 

 



 

 

白河中央中野球部主将 岸波 璃空 

県制覇に向けて僕たちが意識してきたこと 

は、全力疾走、全力発声です。練習では常に 

全力を出し、手抜きをしない事を心がけてき 

ました。また、少ない時間で効率の良い練習 

をするために、様々な工夫をしてきました。 

練習時間を確保するために特設駅伝部とし 

て朝練に参加して長距離を走ったり、放課後 

の部活動では、身につくまで同じ練習を繰り 

返したりしました。辛い練習でもお互いにアドバイスやフォローする言葉をか

けあい、全員が力をつけられるようにしてきました。 

 たくさん練習をしてきましたが、野球の技術だけで勝てたわけではありませ

ん。朝練を休まず続け、継続する心の強さを身につけたり、部のミーティング

でポジティブ思考や戦力を学んだりしたことも、簡単に負けないチームを作る

うえで大切なことでした。 

 一年間の活動を通して一番大切だと思ったことは、コロナ禍で満足のいく練

習ができない状況でも本気で全国大会を目指したり、目標を見失わずに最後ま

で自分たちのやるべき事をやり通したりする気持ちです。その気持ちを忘れな

かったからこそ県大会で優勝することができたのだと思います。これからも、

粘り強く何事にも努力していきたいです。 

 

野球部の顧問として多くの生徒と関わってきた中で、生徒の「勝ちたい、上手く

なりたい、野球は楽しい」という気持ちが何よりも大切だと感じています。そのた

めに、「どうして毎日野球をやっているのか？」常にこの問いかけを行い、チーム

全体で野球を頑張る意義を考えてきました。 

現代は、ゲームやスマートフォンなど、子供の興味を引く物がたくさんあり、ス

ポーツをしない子供も増えています。だからこそ、中学校の部活動では「スポーツ

は楽しい」ということを伝えつつ、努力の大切さ、辛いことに立ち向かう力、仲間

と協力する大切さ等を教えていければと思います。    【 顧問 安部 賢 】 

白河第二中学校３年 陣野 莉心 

 私は小学生の頃から「全国大会出場」という大きな 

夢をもっていました。この夢を叶えるために県大会で 

優勝しても、自己新記録を更新しても、その時の自分 

に満足せず常に向上心を持つことを一番大事にしてき 

ました。 

 中学２年生の時コロナウイルスの影響で中体連が中止になり部活動も停止

という状況が続きました。先輩方との「白二中県大会男女総合優勝」も叶わ

なくなり、モチベーションを保つことが難しく、他の大会が開催されても思

ったようなタイムが出ず泣いて帰ったこともありました。先行きの不安な状

況と自分の不甲斐なさで落ち込みましたが、この事がきっかけで自分としっ

かり向き合うようになりました。今までの日常生活を見直し、自分の走り方

の研究と全国大会出場に向けて練習に励み、無事個人では全国標準記録を突    

破し団体では昨年先輩方と叶えられなかった「白二 

中県大会男女総合優勝」という大きな結果を残すこ 

とが出来ました。憧れの全国大会の舞台に立つこと 

が実現し、改めて努力した分、結果が付いてくるの 

だと実感しました。 

   ４月から高校に進学しますが、どんな状況でも常 

に向上心を忘れず、新しい環境でたくさんの刺激を 

受け、次は全国大会入賞に向けて日々練習に取り組 

みたいと思います。 

 

 

ビギナー☆&レベルアップ⤴ジュニアスポーツ教室 

４月からレベルアップ⤴中学生教室がリニューアルスタート！！ 

主に小学４年生から受講できる初心者を中心とした種目の基礎を学べる 

「ビギナー☆コース」 と、 

主に中学生が受講し、技術の向上を目指す 

「レベルアップ⤴コース」 が選べます。 

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！！ 

 

 

編集後記 

 

㈱あおき ㈲大髙重機 ＮＰＯ法人カルチャーネットワーク ㈱共和建商 こちや自動車工業㈱ ㈲白河衛生社

白河地方リサイクルセンター 白河商事㈱ ㈱昇栄 ㈱鈴木建設 ㈲大洋社 大東土建㈱

㈱髙橋工材 高橋自動車工業㈱ ㈲田ノ上製作所・白河工場 ㈱ナカジマエレテック ㈱中商 福島小松フォークリフト㈱

㈲水啓木材 ㈱緑川産業 夢みなみ農業協同組合 渡辺工務店㈲ 白河愛宕山パークゴルフ場　有賀 初子 鈴木 元子

≪団体会員および個人会員≫

令和３年４月１日から令和４年１月３１日までにご賛同いただいた方を掲載しております（五十音順・敬称略　※他に匿名希望3団体2名）

この人あり！in Shirakawa 
令和３年度 

表彰者特集！ 

令和３年度 賛助会員の皆様 

ＬＩＮＥ＠で情報発信中！ 

 

 

白河市体育協会 

公式ＬＩＮＥでは 

 〇各種スポーツ教室 

 （白河市受託教室関連） 

 〇市民総合体育大会 

 〇各種イベント 

 〇体育館など施設の利用 

 に関するタイムリーな 

情報をお届けします！  

 
白河市体育協会 

 

友
だ
ち
募
集
中 

           令和３年度は様々な新型コロナウイル 

ス感染防止対策を行いながら体育施設を開放し、多くの使用者 

のニーズに対応してまいりました。今後も利用者の安心、安全 

を優先して施設管理に努めてまいりますので、次年度も皆様の 

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

施設管理係より 

       令和３年度表彰特集の広報紙「笑顔」第１９号。受賞者の方に記入していただいたアンケートからは、コロナの先を見据え揺るぎない信念をもって練習や活動を

続けてこられた皆さんの熱い思いが伝わってきました。コロナに負けず頑張る熱いパワーを市民の皆さんにお届けできればうれしい限りです。そして、優秀選手賞の町田選手が

座右の銘の「とにかく日本一」を超え、オリンピックで活躍した村上監督、遠藤選手に続き、世界の舞台に羽ばたくことをスタッフ一同願う次第です。もうすぐ春！！令和４年

度も様々なスポーツの情報を皆様にお伝えできるよう努力してまいります。体育施設やスポーツ教室で皆様の「笑顔」にお会いできることを楽しみにしております。 

 

 

  

 

当協会の理念や事業活動に賛同いただいた団体や個人の方々をご紹介いたします。皆様からいただきました賛助会費

は、スポーツスマイリィクラブの教室など当協会の自主事業の経費の一部として有効に活用させていただいております。

今後とも各種事業を継続し、さらに充実させるためにもご理解とご支援をお願い申し上げます。 

 

☆新規申込期間：令和４年３月２８日（月）から         

 ※窓口受付時間 ９時～１７時（祝日を除く） 

☆申込場所：白河市中央体育館窓口 

☆問い合わせ：☎２９－８６５５ 

 ※各教室、先着順になります。 

詳しくは募集要項をご覧ください！中央体育館・アナビースポーツプラザ・ 

市役所・各市民体育館で配布中！！ 

 

部活動やスポーツを頑張りたい小・中学生必見！！ 

島県スポーツ振興基金助成事業 

 

     

令和４年度 

スポーツスマイリィクラブ 

受講者募集 

サッカー  バドミントン    卓球    陸上 

【開催種目】 
〇新年度４月上旬に

学校を通して案内 

 予定です。 
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