
期　日 大　　　会　　　名

6月14日 第28回滝沢市民体育祭（前期）  （総合公園体育館・陸上競技場ほか）

　○ファミリーバレーボールの部

　　第1位　大釜南自治会Ｂ　　　第2位　川前自治会Ｂ　　第3位　室小路自治会Ａ

　　　　　参加者　　10自治会　16チーム　176名

　○グラウンド・ゴルフの部

　　第1位　長根自治会Ａ371打　第2位　国分自治会Ａ 379打　第3位　元村東自治会Ａ 392打

　　　　　参加者　　19自治会　31チーム　245名

　○駅伝の部

　　第1位　室小路自治会 41′31″第2位　小岩井自治会 42′46″第3位　長根自治会 44′44″

　　　　　参加者　　8自治会　8チーム　80名

9月27日 第28回滝沢市民体育祭（中期）　（大釜運動場・小岩井運動場）

　○スローピッチソフトボールの部

　　第1位　室小路自治会　　第2位　国分自治会　　第3位　長根自治会

　　　　　参加者　　14自治会　235名

10月11日 たきざわスポーツフェスティバル“2015”　（総合公園施設）

　□マラソン　　231名

　　○小学生1･2年生(男子)　　　1000m　　①山﨑　力(鵜飼小2)　　   4′07″

　　○小学生1･2年生(女子)　　　1000m　　①鈴木羽海(鵜飼小2)   　   4′29″

　　○小学生3･4年生(男子)　　　2000m　　①柴田隼佑(滝二小4)　　   8′19″

　　○小学生3･4年生(女子)　　　2000m　　①佐藤梨乃(鵜飼小3)      9′04″

　　○小学生5･6年生(男子)　　　2000m　　①柏木陽良(鵜飼小5)　　　7′32″

　　○小学生5･6年生(女子)　　　2000m　　①細田佳歩(滝二小6)　　　8′13″

　　○中学生(男子)　　　　　　   3000m　　①藤森健伸(滝二中1)   　   9′46″

　　○中学生(女子)　　　　　　   3000m　　①南幅　栞(滝南中2)       12′29″

　　○一般39歳以下(男子)　　　  3000m　　 ①矢内正一　　  　　　　  9′09″

　　○一般39歳以下(女子)　　　  3000m　　 ①作山美穂子  　  　　     11′36″

　　○一般40歳～49歳以下(男子)  3000m　　①神久保貴幸   　  　 　    10′08″

　　○一般40歳～49歳以下(女子)  3000m　   ①熊谷直子　　　   　　    14′51″

　　○一般50歳以上(男子)　　　  3000m　　 ①伊藤　智  　   　　　     11′33″

　　○一般50歳以上(女子)　　　  3000m　　①澤田芳子　　　   　　    12′41″

　□グラウンド･ゴルフ　　121名

　　○男子の部　　①斉藤　実 　32打　  ②土肥豊枝 　35打　　③太野兼見　35打

　　○女子の部　　①岩清水絹子　 41打　  ②触沢ヨシエ　 41打  　  ③田中栄子　43打

　□ウォークラリー　　46名　10チーム

　　①チームさとる　　②タイムソルジャー　　③スタープラチナ

　□学童野球　80名　4チーム

　　①竹の子スポーツ少年団　 ②川前スポーツ少年団 　③巣子野球スポーツ少年団

　□交流テニス　39名

　　小学生低学年の部（シングルス）

　　　①松岡杏奈　 　　②中村美胡

　　小学生高学年の部（シングルス）

　　　①吉田拓貴　　　　②高畑　匠　　　③早川　威

　　一般の部（ダブルス）

　　　①玉山・松本組　 　　　②浦島・川野組　　③髙桑・千葉組

　□レクリエーション　87名（4種目）

2月9日 　第28回滝沢市民体育祭表彰式　　（滝沢市役所　市長室）

　　総合成績

　　第1位　室小路自治会 38点　　第2位　長　根自治会 34点　第3位　国　分自治会 24点

　　第4位　大釜南自治会 23点　　第5位　小岩井自治会 22点　第6位　川　前自治会 20点

平成27年度事業報告書

　１　主　催

　（１）各種大会等

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）



期　日 事　　　業　　　名

4月11日 AED講習会　（総合公園体育館）

　 12日 　講　師　　滝沢消防署　署員

　　　　　　出席者　　　　合計41名

トレーニング初心者実技講習会　（総合公園体育館）

　毎週木曜日　1日3回実施

　　受講者　　　市内者　男性・19名　　女性・32名　　計      51名

　　　　　　　　市外者　男性・17名　　女性・18名　　計　115名

　　　　　　　　　受講者 合計　26回　51名

11月19日 平成27年度　滝沢市スポーツ愛好者のつどい　（ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング）

（平成27年度公益財団法人滝沢市体育協会表彰式）

（第70回国民体育大会秋季出場選手激励会）

（第67回岩手県民体育大会結果報告会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　出席者　399名　（うち受賞者92名、国体出場選手35名）

2月13日 第21回種目別協会指導者等合同研修会　（総合公園体育館会議室）

　講　演　「やる気を引き出す指導者のコミュニケーションについて」

　講　師　西條ユキコ企画室　西條ユキコ　氏

　出席者　種目別協会指導者他　40名

期　日 教　　　室　　　名

　 4月6日 テニス教室　＜総合公園体育館主管事業＞　（総合公園体育館・テニスコート）

 ～3月30日 　毎週水曜日　36回実施　　　参加者　149名

　5月25日 元気アップ教室《健康推進課との共催事業》　（総合公園体育施設/滝沢市公民館）

   ～3月 7日 　月曜日・木曜日　 計10回実施

　講師　体育協会職員ほか

　内容・参加者　○健康ミニ講座 6回 41名　○エアロビクス   2回 25名  ○ウォーキング 3回 13名

　　　　　　　　○ゆる体操　    2回 26名  〇バランスボール他 3回 28名        合計　  92名

12月～3月 トレーニング教室＜総合公園体育館主管事業＞　（総合公園体育館）

　毎週水曜日・日曜日　1日2回実施

　　受講者　　　市内者　男性・ 17名　 　女性・12名　　計  29名

　　　　　　　　市外者　男性・ 2名　　 女性・  0名　　計    2名

　　　　　　　　　受講者 合計　13回　29名

12月2日 室内グラウンド･ゴルフ教室＜勤労者体育センター主管事業＞　（勤労者体育センター）

 ～3月9日 　毎週水曜日　14回実施　　　参加者　298名

12月16日 室内グラウンド･ゴルフ教室＜東部体育館主管事業＞　（東部体育館）

 ～3月23日 　毎週水曜日　13回実施　　　参加者　390名

　（３）教室

　（２）講習会・表彰事業

4月～3月



期　日 事　　業　　名 場　　所 参加人数

4月5日(日) 平成27年度滝沢市スポーツ少年団結団式及び体力テスト 総合公園体育館･陸上競技場

4月5日(日) 平成27年度滝沢市スポーツ少年団表彰式 総合公園体育館

6月21日(日) 第31回滝沢市スポーツ少年団総合体育大会（陸上競技） 岩手県立大学陸上競技場 75

8月16日(日) 第31回滝沢市スポーツ少年団総合体育大会（ドッジボール） 総合公園体育館 28

9月12日(日) 親子交流運動会（チャグチャグスポーツクラブ合同） 総合公園陸上競技場･体育館 28

11月17日(土) 新体力テスト（チャグチャグスポーツクラブ合同） 総合公園陸上競技場･体育館 96

2月11日(日) 第31回滝沢市スポーツ少年団総合体育大会（ユニホック） 総合公園体育館 72

期　日 事　　業　　名 場　　所 参加人数

6月27(土).28日(日) スポーツリーダー養成講習会兼認定員養成講習会 岩手大学 8

6月21日(日) 平成27年度スポーツ少年団指導者全国研究大会 東京都 1

10月24日(土).25日(日) スポーツリーダー養成講習会兼認定員養成講習会 岩手大学 6

1月7日(金)～9日(日) 岩手県スポーツ少年大会兼ジュニアリーダースクール 県北青少年の家 3

期　日

6月13日.14日

6月20日

8月29日.30日

11月3日

12月5日.6日

2月15日

3月26日～28日

　※ ★印は県スポーツ少年団派遣事業になります。

　　　滝沢剣道スポーツ少年団　女子個人戦　予選リーグ敗退

事　　業　　名

（奥州市総合体育館  他）

　滝沢柔道スポーツ少年団　1回戦敗退

第44回岩手県スポーツ少年団ソフトボール大会（一関市東山多目的グランド）

　滝沢市剣道スポーツ少年団　団体優勝

第42回岩手県スポーツ少年団剣道大会（北上総合体育館）

第32回岩手県小学生バレーボール育成大会第13回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会岩手県予選

　鵜飼サッカークラブスポーツ少年団　一次リーグ敗退

　滝沢JFCドリームスポーツ少年団　一次リーグ敗退

★　第38回全国スポーツ少年団剣道交流大会（鹿児島県　鹿児島市）

　たきざわスマイルソフトボールスポーツ少年団　予選リーグ敗退

第38回岩手県スポーツ少年団柔道大会（県営武道館）

　一本木バレーボールスポーツ少年団（男子　予選リーグ敗退　女子　予選リーグ敗退）

第37回全国スポーツ少年団軟式野球大会岩手県予選（楽天イーグルス岩泉球場）

　滝沢ドリームライオンズスポーツ少年団　1回戦敗退

　（４）滝沢市スポーツ少年団事業

第42回岩手県スポーツ少年団サッカー大会（安比高原スポーツパーク）

　研修事業

　派遣事業

　交歓交流事業

254



ク ラ ブ 活 動 日 場　　所 対　象
参加人数
(延べ人数)

バレーボール 第2･第4土曜日 東部体育館 小・中学生 287

第2･第4土曜日 総合公園体育館ほか 小学５年～中学生 253

毎週月曜日 総合公園テニスコートほか 一般 272

野　球 毎週土曜日 多目的研修センターほか 小学生 303

陸上競技 毎週土曜日 県営陸上競技場サブトラックほか 小学生 1,185

第2･第4土曜日 東部体育館剣道室

毎週日曜日 滝沢中学校武道場

卓　球 毎週土曜日 多目的研修センター 小学5年～一般 395

毎週火･木曜日 岩手県体育協会相撲場

毎週土曜日 滝沢中学校武道場ほか

毎週土曜日

毎週月曜日

体操 第2･第4土曜日 滝沢南中学校武道場 小・中学生 414

小学生

中学生

バスケットボール 毎週土曜日 総合公園体育館ほか 小学3年～小学6年 430

毎週木曜日 小・中学生(経験者) 910

毎週土曜日 小・中学生 897

毎週月･火･水･金曜日 中学生 2,552

毎週土曜日
総合公園テニスコート
（冬期間は総合公園体育館）

小学生～一般 414

毎週月･水曜日 小学2年～高校生 2,517

小学2年～小学6年 294

中学生～一般 340

サッカー 毎週土曜日 勤労者体育センターほか 小学４年～中学生 164

グラウンド・ゴルフ 毎週水曜日（2月～3月） 総合公園体育館 市民 143

13,693

期　　日 場　　所 参加人数

4月18日 総合公園施設／東部体育館 110

5月24日 総合公園体育館 82

6月28日 総合公園体育館 18

7月31日～2日 陸中海岸青少年の家 57

9月13日 東部体育館 118

11月7日 多目的研修センター 115

1月18日 雫石スキー場 中止

500

内　　　　容

448

テニス

東部テニスコート
（冬期間は東部体育館）

合　　　　計 ○実施回数 994回　○指導者延べ人数 2,335名

　【 シーズン毎の活動 】

ラグビーフットボール 毎週土曜日 大釜運動場ほか

小学生～高校生 358

相　撲 小学生～一般 587

空手道 総合公園体育館柔剣道室ほか 小学生 530

合　　　　　　　　計

ボランティア活動

レクリエーション交流大会

指導者研修会

スキー教室

新体力テスト

交流親子運動会

サマーキャンプ

　【 定期的な活動 】

バドミントン
第2･第4土曜日

ソフトテニス

剣　道

　（５）チャグチャグスポーツクラブ事業

　期　日　平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

　指導者　体育協会加盟団体　指導員他

　対　象　小学生・中学生・高校生・一般

総合公園体育館



期　日

　5月11日

～2月26日

5月11日 開設日

5月11日～15日

6月4日

6月18日

9月3日 流しそうめん会

11月5日

12月10日

1月28日

2月3日

2月25日

7月1日

9月11日

10月30日

2月10日

3月14日

　(3)自然観察会・体験学習等

　　　ボール遊び、ソフトバレー、竹馬、縄跳び、バスケットボール、野球、フラフープ

　（６）「たきざわっ子いきいきクラブ」放課後子ども教室開設事業

　期　日　　平成27年5月11日～平成28年2月26日（月･火･水･木･金曜日 週5回）

　指導者　　コーディネーター1名、安全管理員7名、指導者（体育協会職員）18名

　対象者　　小学生（応募者30名）

　(2)自由活動（多目的研修センター研修室）15時～18時

　　　宿題、読書、折り紙、輪投げ、お絵書き、トランプ、かるた、けん玉、工作　等

内　　　　　　　　容

　1　体験活動・交流事業

　(1)スポーツ活動（多目的研修センター運動室）16時～17時

　場　所　　滝沢市多目的研修センター

第1回放課後子どもプラン指導者合同研修会（県生涯学習推進センター）　指導者3名参加

第2回放課後子どもプラン指導者合同研修会（県生涯学習推進センター）　指導者2名参加

　　　ソフトテニス　（15種目実施）

　　　卓球、サッカー、バドミントン、テニス、ドッジボール、ドッチビー、一輪車

　③コーディネーター、安全管理員、指導者　　延べ人数 452名

指導者（1名）小学校まで1.2年生を迎えに行き、施設まで一緒に下校（全5回）

映画鑑賞

レクリエーション

デコパージュ

　〔 実施回数・人数 〕

チャレンジ・ザ・ゲーム（種目：スピードラダーゲッター）

手品鑑賞会

お楽しみ会

地域行事参加（節分行事）

広報誌第2号発刊

広報誌第3号発刊

　①5月11日～2月26日の週5日間(月曜日～金曜日)　　 142回 実施

　②児童参加人数　登録者30名　　延べ人数 1,965名

　2　研修事業

広報誌第1号発刊

　3　広報事業



(敬称略)

№ 氏　　　名 実　　　　績

1 加賀谷　昌　志 長年にわたり剣道競技の振興に寄与し、剣道協会の発展に寄与される。

2 片　山　城　司 長年にわたり地域のスポーツ振興に寄与し、滝沢市のスポーツ発展に尽力される。

3 幅　　　正　道 長年にわたり陸上競技の振興に寄与し、陸上競技協会の発展に寄与される。

4 高　橋　威　智 長年にわたり山岳競技の振興に寄与し、山岳協会の発展に寄与される。

5 高　橋　　　寛 長年にわたりソフトボール競技の振興に寄与し、ソフトボール協会の発展に寄与される。

№ 団体名・氏名 実　　　　　　績

Double Dutch Delight North2014 オープン部門･一般部門 優勝

Double Dutch Delight North2015 オープン部門 優勝

第70回国民体育大会スケート競技 少年女子2000ｍリレー 第7位

第64回全国高等学校スケート競技 女子2000ｍリレー 第7位

3
盛岡農業高等学校
自転車競技部

第47回東北高等学校対抗自転車競技選手権 学校対抗女子ロード 総合優勝

第44回東北中学校新体操選手権大会 団体優勝

第33回全日本ジュニア新体操選手権大会 男子団体 第6位

第9回世界ユース選手権 男子400ｍ 第8位  男子4×400ｍ 第6位

第68回全国高等学校陸上競技対校選手権 400ｍ 第4位  4×400ｍ 第2位

6 菊　池　ひかり 第69回国民体育大会弓道競技 成年女子遠的 優勝

7 濱　田　芽生子
第70回国民体育大会冬季大会スケート競技 スピード成年女子1000ｍ･2000ｍリレー

第6位
第66回全国高等学校総合体育大会 カヌー競技女子スプリント

200ｍ･500ｍカヤックペア  優勝
第66回全国高等学校総合体育大会 カヌー競技女子スプリント

200ｍ･500ｍカヤックフォア 優勝
第70回国民体育大会 カヌー競技少年女子スプリント 200ｍカヤックペア 優勝

第70回国民体育大会 カヌー競技少年女子スプリント 500ｍカヤックペア 第3位
平成27年度日本カヌースプリントジュニア選手権大会 200ｍ･500ｍカヤックペア 優勝

平成27年度日本カヌースプリント選手権大会 500ｍカヤックペア 第2位

平成27年度日本カヌースプリント選手権大会 1000ｍカヤックペア 第3位

第30回全国高等学校新体操選抜大会 男子団体 第5位

第66回全国高等学校総合体育大会 新体操競技男子団体 第5位

第30回全国高等学校新体操選抜大会 男子団体 第5位

第66回全国高等学校総合体育大会 新体操競技男子団体 第5位

第30回全国高等学校新体操選抜大会 男子団体 第5位

第66回全国高等学校総合体育大会 新体操競技男子団体 第5位

第30回全国高等学校新体操選抜大会 男子団体 第5位

第66回全国高等学校総合体育大会 新体操競技男子団体 第5位

第30回全国高等学校新体操選抜大会 男子団体 第5位

第66回全国高等学校総合体育大会 新体操競技男子団体 第5位

第30回全国高等学校新体操選抜大会 男子団体 第5位

第66回全国高等学校総合体育大会 新体操競技男子団体 第5位

第30回全国高等学校新体操選抜大会 男子団体 第5位

第66回全国高等学校総合体育大会 新体操競技男子団体 第5位

16 田　中　　　翼 ジャパンマスターズ2015 200ｍバタフライ30～34歳区分 優勝

17 藤　原　哲　弘 ジャパンマスターズ2015 200ｍバタフライ40～44歳区分 優勝

平成27年度公益財団法人滝沢市体育協会表彰

【功労賞】

【栄光賞】

1
岩手県立大学ﾀﾞﾌﾞﾙﾀﾞｯﾁ
ｻｰｸﾙ　ROPE A DOPE

4
滝沢南中学校
新体操部

2
盛岡農業高等学校
スケート部女子

5 佐々木　愛　斗

8 後　藤　可奈子

9 福　田　　　純

10 関　沢　亮　汰

11 森　　　光太郎

13 石　田　智　哉

12 高　橋　雄　人

14 仲　　　多久也

15 村　木　虹　太

　（７）表彰事業



№ 団体名・氏名 実　　　　　　績

18 菅　原　　　淳 ジャパンマスターズ2015 200ｍ背泳ぎ30～34歳区分 優勝

19 藤　本　次　郎 第22回東北ミッドシニアゴルフ選手権競技 優勝

20 千　葉　有　夏 第42回東北総合体育大会ボウリング競技 少年女子 優勝

21 村　上　勇　輝 第8回北部学生選手権水泳競技大会 男子100ｍ平泳ぎ 優勝

22 須　郷　真　衣 第30回北部地区国公立水泳競技大会 女子100ｍ平泳ぎ･女子200ｍ平泳ぎ 優勝

23 小河原　優　将 第68回東北高等学校選手権大会 ハンドボール競技 優勝

24 吉　田　英　晴 第22回東北ラージボール卓球大会 男子ダブルス130歳以上 優勝

25 菊　池　駿　馬 第44回東北高等学校選手権大会 体操競技種目別床･跳馬 優勝

26 三　上　康　太 第69回国民体育大会 レスリング競技少年男子グレコローマンスタイル66㎏級 第5位

27 吉　田　晃太郎 第70回国民体育大会 スケート競技男子500ｍ 第7位

第70回国民体育大会 スケート競技女子500ｍ 第5位･1000ｍ 第4位

第26回東北高等学校選手権大会 スケート競技女子500ｍ･1000ｍ 優勝

29 吉　田　晴　哉 第23回東北高等学校相撲選抜大会 個人体重別80㎏未満級 優勝

平成27年度東北中学校体育大会第47回東北中学校水泳競技 女子100ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝

平成27年度東北中学校体育大会第47回東北中学校水泳競技 女子200ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 優勝

31 山　口　知　己
平成26年度東北中学校体育大会第36回東北中学校スケート競技

男子1000ｍ･1500ｍ 優勝

32 横　沢　直太郎 平成26年度東北中学校体育大会第36回東北中学校スケート競技 男子5000ｍ 優勝

平成26年度東北中学校体育大会第36回東北中学校スケート競技

女子500ｍ･1000ｍ 優勝
平成26年度全国中学校体育大会第35回全国中学校スケート競技 女子500ｍ 第3位

34 西　村　彩　良 平成27年度全日本少年少女武道(なぎなた)錬成大会 試合競技小学校3年生の部 第2位

№ 団体名・氏名 実　　　　　　績

1 滝沢市ゴルフ協会 第67回岩手県民体育大会ゴルフ競技 団体戦 優勝

第67回岩手県民体育大会水泳競技兼岩手県マスターズ水泳競技大会

男子200ｍメドレーリレー120～159歳区分 優勝
第67回岩手県民体育大会水泳競技兼岩手県マスターズ水泳競技大会

男子200ｍメドレーリレー160～199歳区分 優勝
第67回岩手県民体育大会水泳競技兼岩手県マスターズ水泳競技大会

男子200ｍリレー160～199歳区分 優勝

3 銃剣道クラブ 第67回岩手県民体育大会銃剣道競技 団体戦 優勝

4 滝沢実年クラブ 第24回全日本実年ソフトボール大会岩手県予選会 優勝

5 滝沢クラブＯＢ 日本マスターズ2015男子ソフトボール競技岩手県予選会 優勝

6 滝沢南クラブ 第5回全国ママさんバレーボール冬季大会岩手県予選会 優勝

7
盛岡農業高等学校
スケート部男子

第64回岩手県高等学校総合体育大会 スケート競技男子学校対抗 優勝

8
滝沢南中学校
ラグビー部

第62回岩手県中学校総合体育大会 ラグビーフットボール競技 優勝

9
滝沢南中学校
相撲部

第29回岩手県中学校新人相撲競技大会 団体 優勝

10
滝沢中学校女子
ソフトテニス部

第62回岩手県中学校総合体育大会ソフトテニス競技 女子団体 優勝

30 中　島　千咲代

28 三　嶋　　  萌

33 熊　谷　　　萌

【優秀賞】

2 滝沢市水泳協会



№ 団体名・氏名 実　　　　　　績

第61回全日本中学校通信陸上競技大会 共通女子４×100ｍﾘﾚｰ 優勝

第62回岩手県中学校総合体育大会陸上競技 共通女子4×100ｍﾘﾚｰ 優勝

第34回岩手県中学生テニス選手権大会 女子団体 優勝

第17回岩手県中学生新人テニス選手権大会 女子団体 優勝

13 米　澤　浩　一 第67回岩手県民体育大会スキー競技 クロスカントリー成年男子F 5㎞クラシカル 優勝

14 神　　　裕　也 第67回岩手県民体育大会スキー競技 ノルディックコンバインド成年男子Ａ 優勝

15 小野寺　右　佳 第67回岩手県民体育大会スキー競技 クロスカントリー成年女子Ｂ5㎞クラシカル 優勝

16 横　井　日出昭
第67回岩手県民体育大会アーチェリー競技 フィールド競技の部

個人戦ベアボウ部門男子 優勝

17 和　田　八千男
第67回岩手県民体育大会アーチェリー競技 フィールド競技の部

成年男子Ｂ 優勝

18 芳　賀　淳　一 第67回岩手県民体育大会銃剣道競技 個人戦 優勝

19 朝　岡　将　人
第67回岩手県民体育大会水泳競技兼岩手県マスターズ水泳競技大会

45～49歳50ｍ平泳ぎ 優勝

20 晴　澤　圭　司
第67回岩手県民体育大会水泳競技兼岩手県マスターズ水泳競技大会

40～44歳区分100ｍ背泳ぎ･50ｍ背泳ぎ 優勝

21 庭　　　真　一
第67回岩手県民体育大会水泳競技兼岩手県マスターズ水泳競技大会

35～39歳区分200ｍ自由形 優勝

22 吉　田　拓　也
第67回岩手県民体育大会水泳競技兼岩手県マスターズ水泳競技大会

35～39歳区分50ｍバタフライ･100ｍ自由形 優勝

23 河　辺　大　輝
第67回岩手県民体育大会水泳競技兼岩手県マスターズ水泳競技大会

30～34歳区分100ｍ自由形･200ｍ自由形 優勝

24 高　橋　健　太
第67回岩手県民体育大会水泳競技兼岩手県マスターズ水泳競技大会

18～24歳区分200ｍ個人メドレー･50ｍ背泳ぎ 優勝

25 菊  地      崇 第67回岩手県民体育大会剣道競技 男子個人25歳1日～35歳 優勝

26 菊　地　明　美 第31回岩手県知事杯争奪ボウリング選手権大会 女子 優勝

第60回岩手県種目別バドミントン選手権大会 60歳以上女子ダブルス 優勝

第55回岩手県社会人バドミントン選手権大会 60歳以上女子ダブルス 優勝

28 太　田　寛　子 第55回岩手県社会人バドミントン選手権大会 50歳以上女子ダブルス 優勝

29 渡　辺　紫　乃 第60回岩手県種目別バドミントン選手権大会 30歳以上女子ダブルス 優勝

30 佐々木　　　瞭 第67回岩手県高等学校総合体育大会自転車競技 トラック1㎞タイムトライアル 優勝

31 岩　部　智　洋 第67回岩手県高等学校総合体育大会自転車競技 トラック24㎞ポイントレース 優勝

32 今　松　僚　也 第67回岩手県高等学校総合体育大会自転車競技 ロード 優勝

33 高　金　里　沙 第67回岩手県高等学校総合体育大会自転車競技 ロード 優勝

34 河　野　泉　水 第67回岩手県高等学校総合体育大会自転車競技 トラック500ｍタイムトライアル 優勝

35 齋　藤　莉　星 第67回岩手県高等学校総合体育大会自転車競技 トラック2㎞個人追い抜き 優勝

36 三　浦　千夕生 第67回岩手県高等学校総合体育大会自転車競技 トラックスプリント 優勝

37 舘　澤　　　翔 第67回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技 優勝

38 三　上　慧　也 第67回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技 優勝

39 原　田　拓　実 第67回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技 優勝

40 吉　岡　幹　夫 第67回岩手県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 優勝

第67回岩手県高等学校総合体育大会体操競技 男子団体 総合優勝

第67回岩手県高等学校総合体育大会体操競技 男子種目別平行棒 優勝

42 高　木　香　帆 第62回岩手県中学校総合体育大会陸上競技 女子砲丸投げ 優勝

12
滝沢第二中学校校外
活動部（硬式テニス）

27 菊　池　栄　子

11
滝沢中学校
陸上競技部

41 佐々木　祐　直



№ 団体名・氏名 実　　　　　　績

43 西　川　恵　輔 第29回岩手県中学校新人相撲競技大会 男子個人戦無差別級 優勝

44 上　川　　　力 第29回岩手県中学校新人相撲競技大会 男子個人戦学年別2年生の部 優勝

45 晴　山　輝　星 第62回岩手県中学校総合体育大会ソフトテニス競技 個人戦 優勝

46 冨　岡　愛　樺 第62回岩手県中学校総合体育大会ソフトテニス競技 個人戦 優勝

第34回岩手県中学生テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

第17回岩手県中学生新人テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

第34回岩手県中学生テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

第17回岩手県中学生新人テニス選手権大会 女子ダブルス 優勝

東北春季ジュニアテニス岩手県予選会U-12シングルス　優勝

第34回岩手県中学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝

第34回岩手県中学生テニス選手権大会 男子シングルス･ダブルス 優勝

U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会岩手県予選会 優勝

51 鈴　木　蒼　花
第26回岩手県小学生バドミントン大会兼東北大会岩手県予選会

5年生女子シングルス 優勝

52 主　浜　　　命 第32回県下少年なぎなた大会 試合競技男子の部 優勝

53 主　浜　夏　花
第32回県下少年なぎなた大会 演技競技小学校3･4年生の部

試合競技小学校4年生以下の部 優勝

47 山　根　里々花

48 板　垣　沙　映

50 佐々木　偉　琉

49 安久津　晋　太



期　日 大　　　会　　　名

4月5.12日 第2回滝沢市テニス選手権大会　（滝沢総合公園テニスコート）

　男子シングルス

　　①谷口宏隆（フリー）　②佐々木偉琉（ﾌｼﾞｻﾜTC）　③萩谷健人（ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ）　③松本　理（ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞTC）

　女子シングルス

　　①大畑京子（ﾗﾌﾞｲﾝﾄﾞｱ）②堀内梨香（ﾗﾌﾞｲﾝﾄﾞｱ）　　③畠山ひろみ（たちまんたいTC）

　男子ダブルス

　　①畠山・松本組（ｲﾄｹﾝ堂・ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞTC）　②佐々木・間宮組（ｲﾄｹﾝ堂・JR盛岡TC）　③谷口・奥村組（ﾌﾘｰ・PhilipTC）

　女子ダブルス

　　①鳥居・照井組（ﾗｲﾌﾞｲﾝﾄﾞｱTC・県庁TC）　②畠山・小野寺組（はちまんたいTC）

　　③堀切・工藤組（ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ・MARS-T）　 ③木澤・林崎組（ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ・ﾗｲﾌﾞｲﾝﾄﾞｱTC）

　男子ベテランダブルス

　　①高橋・伊東組（OTS・いとう小児科C）　②熊谷・関村組（ﾃｨｰﾑｱｲﾘｽ）　③林・川野組（ｻｰｸﾙT)

4月19日 第21回滝沢市長旗争奪軟式野球大会　（総合公園野球場）

　①滝沢野球小僧　　②岩手フルスイング　　③ＳＫＴ52　　③初駒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200名参加

4月25日 第29回滝沢市ボウリング大会　（ビッグハウススーパーレーン）

　会員の部

　①西川恵輔　1,299　　②武田和宏　1,264　　③田中正二　　1,262

　一般の部

　①川上秀夫　1,214　　②兼平　登　1,180　　③吉田　兼　　1,166

4月29日 滝沢市民登山　　（鞍掛山）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者400名

4月29日 平成27年度　第2回滝沢市春のアーチェリー大会　（元村北遊園地）

　　○リカーブ男子部門　距離30m　　　①藤原康之　　282点　　②横手　登　　68点

　　　○ベアボー男子部門　　　　　 　　①横井日出昭　166点　　

　　○リカーブ男子部門　距離20m  　　①菅原道夫　　　84点

　　○ベアボー男子部門　         　　①宮野　弘　　260点　　

　　○ベアボーシニア部門　距離10ｍ　 ①小山田健一　62点

　　○リカーブ初心者部門　　　　　　 ①藤沢ミネ　　246点　　②菅原秀子　　202点　　③上野克子　　98点

5月3日 第30回滝沢市総合卓球大会　（多目的研修センター）

　□第30回ふれあいピンポン大会

　　中学校男子　 

　　　①竹田　威(滝沢)　②七戸左京(姥屋敷)　③鈴木雄大（姥屋敷）　③伊藤悠真（滝沢二）　参加者44名

　　中学校女子

　  　  ①名須川愛海(姥屋敷)　②小澤成奈(滝沢二)　③岩角萌々花（滝沢二）　③田鎖菜央（滝沢二）参加者40名

5月3・4日 第5回がんばろう岩手・ちゃぐちゃぐCUPハンドボール大会　（総合公園体育館・県営武道館・滝沢南中学校）

　○3日　

　　男子　①松園中学校　　②黒石野中学校　　②上田中学校　　②見前中学校

　　女子　①松園中学校　　②滝沢南中学校　　③黒石野中学校

　○4日　

　　男子　①滝沢南中学校　　①見前中学校　　①松園中学校　　①黒石野中学校

　　女子　①下小路中学校　　②滝沢南中学校　　③松園中学校

5月6日 第36回滝沢市ソフトテニス大会　　（滝沢総合公園テニスコート）

　一般男子の部　

　　①菊地・西堀組　　　　　　　　②判田・大西組　　　　③小山・一方井組

　女子の部　

　　①伊藤・横野組　　　　　　　②古舘・細田組　　　　　　　③多田・藤村組

　壮年男子の部

　　①佐々木（万）・細田組　　②清水・加藤組　　　　③横野・佐藤（誠）組

　２　共　催

　（１）各種大会

平成27年度事業報告書
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）



期　日 大　　　会　　　名

5月10日 第27回滝沢市協会長杯バドミントン大会　　（東部体育館）

　男子の部　Ａ級

　○シングルス　　①池内康祐（ドルフィン）　　②千葉浩幸（ドルフィン）　　③阿部真彦（大慈寺）　　③奥野毅明（ドルフィン）

　○ダブルス　①池内・千葉組（ドルフィン）　②村岡・佐藤組（高松ク）　③千田・阿部組（大慈寺）　③細川・岩根組（盛大）

　男子の部　Ｂ級

　○シングルス　　①遠藤洋平（AYC）　　②工藤　聖（Joker）　　③菊地亜門（KODO）　　③北嶋　元（GKO）

　○ダブルス　　①遠藤・工藤組（AYC・Joker）　②杉山・大槌組（TEAM・TAKE）　③藤平・藤沢組（ﾄﾗﾝｽﾌｫﾙﾏｰﾚ）　③太田・谷藤（滝沢ク）

　男子の部　Ｃ級

　○ダブルス　　①和田(五)・和田(法)組（元村ｼｬﾄﾙｽﾞ・大慈寺ク）　②杉澤・奈良組（鹿角）　③鎌田・斉藤（滝沢ク）

　女子の部　Ａ級

　○ダブルス　　①村田・岩渕組（県立大学）　②渡辺・熊谷組（高松ク）　③藤井・長根組（盛岡大学）　③内藤・小原組（盛岡大学）

　女子の部　Ｂ級

　○ダブルス　　①濱川・宮崎組（高松ク）　②吉田・猪口組（高松ク）　③田村・高屋敷組（高松ク）

　女子の部　Ｃ級

　○ダブルス　　①新井山・村上組（ウイングホープ）　②菊池・佐々木組（滝沢ク・ウイングホープ）　③菊地・野田（KODO）

5月17日 第2回滝沢市長杯ゲートボール大会　（ふるさと交流館コート）

　①あやめチーム　②白ゆりチーム　③かえでチーム　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6チーム出場

5月17日 第21回会長杯グラウンド･ゴルフ大会　（総合公園芝生広場）

　○男子　　①佐々木唯志(元村東)74打　②赤坂忠夫(川前)76打　③佐藤義栄(長根)77打

　○女子　　①藤原シガ(大釜上)75打　②坂下ヒロ子(川前)81打　③岩清水絹子(鵜飼西)81打

　　　※同打数の順位は、ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ、2打の回数による　　　　　参加者　153名

6月6日 滝沢市協会長杯第3回ミニバスケットボール交流大会　（東部体育館）

　○男子の部　　①二戸中央ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

　○女子の部　　①桜台ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

　　　・男子4チーム　　・女子 4チーム　出場

6月7日 第34回県中央地区中学招待バレーボール大会　（東部体育館ほか）

　○男子の部　　①矢巾北中学校　　②大迫中学校　　　③見前南中学校

　○女子の部　　①乙部中学校　　　②九戸中学校　　　③南城中学校　　③見前南中学校

　　　・男子9チーム　　・女子 12チーム　出場

6月14日 チャグチャグ馬コゴルフ大会　（盛岡ハイランドカントリークラブ）

　①小田中正美 G 85  HDCP 15.6  N 69.40    ②田中勝利 G 72  HDCP 2.40  N 69.60

　③吉田　泉 G 88  HDCP 18.00  N 70.00

6月14日 平成27年度第67回岩手県民体育大会・ゴルフ競技　滝沢市予選会　　（盛岡ハイランドカントリークラブ）

　①藤本次郎　スコア　73　②小谷地健一　スコア　75　③吉崎弘美　スコア　77

6月21日 第40回滝沢市陸上競技選手権大会　（県立大学陸上競技場）

　□第67回岩手県民体育大会滝沢市予選会

　中学生　男子の部　　　　　　　　　　　　　　 　   　　　中学生　女子の部

　○100m　①金野稔樹　(滝沢中学校) 　12″0　　        　 　○100m　①高橋郁成　　(滝沢中学校) 　13″1

　○200m　①舘澤祐輝　(滝沢中学校) 　 24″8　　            　○200m　①渡部沙和子　(滝沢南中学校)　 28″1

　○1500m  ①井上朱羅　(滝沢中学校) 　4′26″4　  　　　  ○800m　①遠藤寧々　　(滝沢南中学校) 　2′29″54

　○走幅跳  ①銅銭真輝　(滝沢南中学校) 　5m19cm　  　　  ○走幅跳　①玉井初実　(滝沢南中学校) 4m16cm

   一般　男子

    ○100m　①中嶋達也　（盛岡大学）　11″1　　　　　　  ○5000ｍ　①阿部清孝　（岩手自衛隊）　16′15″7

　　○400m　①佐々木道之　(盛岡大学) 　 51″3　　　　　　○800m　　①廣澤侑太郎　(県立大学) 　 2′10″67

    ○110mハードル　①佐々木良太　(盛岡大学)  14″8　　  ○走高跳　①加藤晃一　（県立大学）　1m70cm

　○走幅跳  ①松浦　駿　(岩手大学) 　6m46cm

7月1日 平成27年度岩手山山開き　　（岩手山）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者750名

7月19日 平成27年度第2回市長杯グラウンド・ゴルフ大会　（総合公園陸上競技場）

　①木元和吉（大釜南）77打　②赤坂忠夫（川前）79打　③佐々木時男（あすみ野）80打

　　　※同打数の順位は、ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ、2打の回数による　　　　　参加者　172名

7月19日 第2回滝沢市ミックスダブルステニス大会　（総合公園テニスコート）

　○Ａ級　　①畠山　良(イトケン堂)･小野寺優希(はちまんたいTC)　②鎌田吉久(山清TC)･小笠原紅(大館ﾛｰﾝ)

　○Ｂ級　　①川野千代人･川野智子(サークルTC)　②穐元大治･穐元悦子（JR盛岡TC）



期　日 大　　　会　　　名

7月19日 第34回協会長杯バレーボール大会　（東部体育館）

　○男子の部　　①元村中央・一本木合同チーム　②川前自治会　　③岩手看護短大チーム　

　○女子の部　　①温泉自治会　②一本木自治会　③室小路自治会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子 3チーム、女子 4チーム出場

8月2日 第11回滝沢市中学校バスケットボール交流大会　（東部体育館）

　○男子の部　　最優秀:滝沢市立滝沢第二中学校　　優秀:滝沢市立滝沢南中学校　　参加チーム　4チーム

　○女子の部　　最優秀:盛岡市立上田中学校　　優秀:滝沢市立滝沢第二中学校　　参加チーム　4チーム

8月2日 第34回滝沢市中学校卓球大会　（多目的研修センター）

　□団体戦　○男子　　①滝沢第二中学校　②滝沢南中学校　　③滝沢中学校　　　　5校出場

　　　　　　○女子　　①滝沢第二中学校　②滝沢南中学校　　③柳沢中学校　　　　5校出場

　□個人戦　○男子　　①鈴木雄大(姥屋敷中学校)　②岩渕　諒(滝沢第二中学校)

　　　　　　　　　　　③郡司尚剛(滝沢第二中学校)　③高橋賢亮(滝沢第二中学校)　　男子31名出場

　　　　　　○女子　　①岩角萌々花(滝沢第二中学校)　②山下あかり(柳沢中学校)

　　　　　　　　　　　③田鎖菜央(滝沢第二中学校)　　③三田村朱栞(滝沢第二中学校)　女子30名出場

8月9日 第23回滝沢市小学校水泳記録会　（滝沢中学校プール）

　□バタフライ男子　3年　25Ｍ　①佐々木壮(滝沢)21秒70　②山内健生(鵜飼)23秒12　③柾本旭日(鵜飼)24秒54

　　　　　　　　　　4年　25Ｍ　①斉藤佳月(鵜飼)18秒20　②土屋　丈(鵜飼)26秒70

　　　　　　　　　　5年　50Ｍ　①細田蒼史(滝二)39秒94

　　　　　　　　　　6年　50Ｍ　①山田泰世(鵜飼)33秒24　②金澤優汰(鵜飼)51秒40　③高橋遼成(滝二)51秒86

　　　　　　　女子　3年　25Ｍ　①中野暁音(鵜飼)19秒65　②駿河　藍(鵜飼)20秒86　③佐野峯花(滝沢)23秒60

　　　　　　　　　　4年　25Ｍ　①高橋日香(篠木)23秒93　②高橋羽音(滝沢)32秒18

　　　　　　　　　　5年　50Ｍ　①岡崎桃佳(鵜飼)43秒92　②柾本南美(鵜飼)56秒48　③中山空央(滝沢)1分00秒84

　　　　　　　　　　6年　50Ｍ　①中野円佳(鵜飼)38秒82　②細田佳歩(滝二)41秒09　③齊藤　舞(篠木)52秒72

　□平泳ぎ　　男子　3年　25Ｍ　①佐々木壮(滝沢)25秒44　②柾本旭日(鵜飼)26秒80　③佐々木海(滝沢)33秒03

　　　　　　　　　　4年　25Ｍ　①長瀬和真(鵜飼)25秒63　②土屋　丈(鵜飼)26秒63　③和田怜弥(鵜飼)28秒39

　　　　　　　　　　5年　50Ｍ　①菅原柊天(滝沢)58秒34

　　　　　　　　　　6年　50Ｍ　①山田泰世(鵜飼)39秒56　②五十嵐大(鵜飼)49秒23　③岩舘周音(滝沢)52秒71

　　　　　　  女子　3年　25Ｍ　①中野暁音(鵜飼)21秒52　②駿河　藍(鵜飼)24秒48　③佐野峯花(滝沢)27秒55

　　　　　　　　　　4年　25Ｍ　①高橋日香(篠木)27秒72　②木下愛優(滝二)27秒96　③高橋羽音(滝沢)29秒09

　　　　　　　　　　5年　50Ｍ　①小林梨瑚(鵜飼)55秒08　②柾本南美(鵜飼)55秒62　③中山空央(滝沢)59秒43

　　　　　　　　　　6年　50Ｍ　①中野円佳(鵜飼)42秒46　②草彅桃佳(滝沢)52秒41

　□背泳ぎ　　男子　3年　25Ｍ　①山内健生(鵜飼)25秒40　②柾本旭日(鵜飼)26秒21　③田中悠月(滝東)32秒79

　　　　　　　　　　4年　25Ｍ　①斉藤佳月(鵜飼)18秒71　②和田怜弥(鵜飼)27秒89　③長瀬和真(鵜飼)27秒91

　　　　　　　　　　5年　50Ｍ　①細田蒼史(滝二)37秒38

　　　　　　　　　　6年　50Ｍ　①四戸創己(滝二)46秒67　②高橋遼成(滝二)51秒02　③五十嵐大(鵜飼)52秒57

　　　　　　　女子　3年　25Ｍ　①中野暁音(鵜飼)19秒57　②駿河　藍(鵜飼)23秒12

　　　　　　　　　　4年　25Ｍ　①木下愛優夏(滝二)26秒37

　　　　　　　　　　5年　50Ｍ　①岡崎桃佳(鵜飼)41秒39

　　　　　　　　　　6年　50Ｍ　①細田佳歩(滝二)38秒56　②中村　萌(篠木)1分08秒06

　□自由形　　男子　3年　25Ｍ　①佐々木壮(滝沢)18秒92　②山内健生(鵜飼)20秒05　③加賀谷昊(鵜飼)20秒81

　　　　　　　　　　4年　25Ｍ　①斉藤佳月(鵜飼)16秒62　②和田怜弥(鵜飼)23秒41　③蒔苗嵩大(滝二)24秒65

　　　　　　　　　　5年　50Ｍ　①細田蒼史(滝二)36秒18　②菅原柊天(滝沢)49秒83　③細野高志(鵜飼)1分07秒43

　　　　　　　　　　6年　50Ｍ　①山田泰世(鵜飼)30秒36　②四戸創己(滝二)38秒63　③金澤優汰(鵜飼)43秒34

　　　　　　　女子　3年　25Ｍ　①佐野峯花(滝沢)19秒17　②中山帆乃(滝沢)28秒50　

　　　　　　　　　　4年　25Ｍ　①高橋日香(篠木)22秒39　②木下愛優(滝二)23秒00　③高橋羽音(滝沢)23秒73

　　　　　　　　　　5年　50Ｍ　①岡崎桃佳(鵜飼)38秒00　②柾本南美(鵜飼)45秒52

　　　　　　　　　　6年　50Ｍ　①細田佳歩(滝二)34秒44　②中野円佳(鵜飼)34秒45　③齊藤　舞(篠木)47秒01

8月30日 第12回滝沢市剣道協会長杯争奪剣道練成大会　（東部体育館）

　○小学校低学年　①青木幸太郎(不動会)　②田村京己(盛岡中央)　③阿部慎之介(不動会)　③遠野晄介(盛岡中央)

　○小学校高学年　①田村魁士(盛岡中央)　　②澤尻月譲(八幡平)　③北湯口和希(不動会)　③坂本遊野(盛岡中央)

　○中学校男子　　①菅原佑太(滝沢二)　②村上　映(矢巾北)　③工藤快斗(滝沢二)　③下田大輝(滝沢二)

　○中学校女子　　①日野杉鈴(滝沢二)　②日野杉瑠海(滝沢二)　③阿部千乃(滝沢二)　③佐々木こころ(不動会)

9月13日 第39回滝沢市会長旗争奪軟式野球大会　（総合公園野球場）

　①JA共済連クラブ　　②マッハ隊　　③SKT52　　③大日本野球倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9チーム出場

9月13日 第19回滝沢市スローピッチソフトボール大会　（大釜運動場）

　①室小路自治会　　②巣子クラブ　　③小岩井自治会・国分ノスタズ　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7チーム出場

9月13日 第21回滝沢市柔道協会長杯少年柔道大会　（東部体育館）

　○小学生団体　　①もりにし柔道教室Ａ　②盛岡柔道スポ少Ａ　③大宮柔道スポ少　③紫波柔道スポ少

　○中学生男子団体　　①雫石中学校　　②滝沢合同チーム　　③紫波第一中学校　　③仙北中学校Ａ

　○中学校女子団体　　①盛岡柔道スポ少　　②雫石中学校　　③大宮中学校Ａ　　③紫波第一中学校



期　日 大　　　会　　　名

　○小学生1.2年生　　①大平峻右（県営武道館）　②山田康平（盛岡）　③川崎舜大（盛岡柔道）　③山本颯宙（大宮）

　○小学生3.4年生　　①吉田大空（大宮）　②橋場萌未（紫波）　③矢澤泰千（盛岡柔道）　③鴫原　翼（滝沢）

　○小学生5.6年生　　①七木田三大（紫波）　②鈴木彩矢（盛岡）　③大高健史（もりにし）　③関口凪沙（沼宮内）

　○中学生男子50kg級　①佐藤天斗(県営武道館)　②福士雄太(厨川）　③谷崎光晟(紫波一)　③佐藤真弥(大宮)

　○中学生男子55kg級　①滝村　亮(大宮)　②三浦旭陽(県営武道館)　③佐藤龍星(紫波一)　③杉澤和波(巻堀)

　○中学生男子60kg級　①佐藤広大(紫波一)　②佐々木暖(河南)　③山田脩一朗(紫波)　③竹内光一(仙北）

　○中学生男子66kg級　①村田　梅(北陵)　②渡邉颯太(雫石)　③小島佑介(沼宮内)　③藤平涼麻(雫石)

　○中学生男子73kg級　①吉田音生(飯岡柔道)　②小川口裕輝(滝沢)　③加藤翔利(仙北)　③岩崎優樹(巻堀)

　○中学生男子81kg級　①小船秀斗(仙北）　②滝田航也（滝二）　③小塚健介（大宮）　③最上渉二郎（大宮）

　○中学生男子81kg超級　①須藤　駿(雫石)　②小笠原優(巻堀)　③福浦大翔(巻堀)　③佐々木秀(河南)

　○中学生女子48kg級　①福田莉子(盛岡)　②川村琴乃(紫波一)　③髙田ほくと(大宮)　③大平愛依(大宮)

　○中学生女子57kg級　①岡堀朱杏(盛岡柔道)　②荒屋　蒼(巻堀)　③西村美樹(紫波一)　③舘柳　光(寺田)

　○中学生女子57kg超級　①谷地　望(雫石)　②関口　澪(盛岡)　③筒治帆乃花(紫波一)　③小山田空(北陵)

9月19日 第11回滝沢市活き活き長寿ゲートボール大会　　（柳沢多目的運動施設コート）

　①しらゆり　　　②つくし　　　③かえで　　　④あやめ　　⑤さくら　　⑥つばき

10月4日 第38回滝沢市ソフトボール選手権大会　（大釜運動場）

第29回滝沢市ソフトボール協会長杯大会　（大釜運動場）

　選手権大会　①滝沢クラブ　　②巣子クラブ　③盛岡大学・ＤＳクラブ

　　　会長杯　①室小路自治会　②国分ノスタズ　③小岩井自治会　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8チーム出場

10月17日 第2回滝沢市秋のアーチェリー大会　（元村北遊園地）

　○リカーブ男子部門（距離30ｍ）　①藤岡　則和　 194点　　○ベアボー男子部門　①横井日出昭 　 224点

　○リカーブ男子部門（距離20ｍ）　①三浦　　康　 261点　　○ベアボーシニア　　①宮野　弘  　　261点

11月29日 第26回滝沢市クラブチーム対抗バドミントン大会　（東部体育館）

　男子の部　　

　　①雫石クラブＡ　　②雫石クラブＢ　③滝沢クラブ・もりおか

　女子の部

　　①盛岡大学　　②イーストＡ　③滝沢クラブ・県立大学

12月5日 第4回協会長杯ボウリング大会　　　（マッハランド）　　参加者18名

　会員の部

　①田中　正二　　1,210　　　②西川　恵輔　　1,157　　　③兼平　彩夏　　1,141

　一般の部

　①川上　秀夫　　1,128　　　②吉田　兼　　　1,120　　　③兼平カズ子　　1,073

12月6日 第26回滝沢市長杯ラグビーフェスティバル　　（滝沢南中学校校庭）

　○交流試合　　　　　　　　　中学生ＶＳ指導者　　　　　　　　優勝　中学生

　○世代間交流タグラグビー　　中学生ＶＳ社会人及び保護者　　　（雨天のため実技講習）

2月14日 第31回滝沢市室内ソフトテニス大会　　（総合公園体育館）

　一般男子の部　　　　

　　①吉田・千葉組　　　②坪池・西堀組

　壮年男子の部　　　　

　　○Ａブロック　　　①工藤（准）・細田組　　　　②横野・伊東組

　　○Ｂブロック　　　①加藤・清水組　　　　②晴山・桐生組

　女子の部

　　○Ａブロック　　　①伊東・細川（智）組　　　　②袰主・古舘組

　　○Ｂブロック　　　①斉藤・大友組　　　　②駒嶺・浅倉組

2月21日 第29回滝沢市ジュニアアルペンスキー大会　　（網張温泉スキー場）

第17回滝沢市市民スキー大会　　（網張温泉スキー場）

　　□ジュニアアルペン大会　○小学生男子１～２年生　　①上野　陽太（滝二）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○小学生女子1～２年生　　①村田歩乃夏（滝二）　　②竹田彩希（一本木）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○小学生男子３～４年生　　①登嶋凛太郎（滝沢）　　②八島依央（滝沢）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○小学生女子３～４年生　　①佐藤　碧海（滝二）　 ②吉田　彩生（滝東）　　③佐藤　　花（鵜飼）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○小学生男子５～６年生　　①吉田　凌生(滝東）　　②高橋　遼成（滝二）　　③井坂　一希(滝東)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○小学生女子５～６年生　　①下村　今宵（鵜飼）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○中学生男子　　　　　　　　 ①五木田英晶（滝二中）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○中学生女子　　　　　　　　 ①上野　成実（滝二中）　　②神久保　恋那（滝沢南）

　　□市民スキー大会　　　　 ○一般男子　　　　　　　　　　①吉田　政幸 　　②土村　啓明　　③登嶋　憲一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○一般女子　　　　　　　　　　①上野　真里子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○シニア男子　　　　　　　　　①吉田　栄　　②伊藤　智　　③遠畑　浩明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○親子賞　　　　　　　　　　　 ①登嶋憲一・凛太郎　　②下村春一・今宵　　③田子未知璃・紗璃亜



期　日 大　　　会　　　名

3月21日 第19回滝沢市剣道交流大会　　（岩手県営武道館）

　　○低学年男子　①田口泰輝（さくら館）　　②佐藤優成（日詰）　　③田村京己（盛岡中央）　　③青木幸太郎（不動会）

　　○低学年女子　①浅沼侑希（飯岡研心）　　②阿部倖万（もりにし）　　③中瀬　花（不動スポ少）　　③佐々木　想（不動スポ少）

　　○高学年男子　①高橋昴河（日詰）　　②小野秀彦（さくら館）　　③澤尻月護（八幡平）　　③田村魁士（盛岡中央）

　　○高学年女子　①ウィリアムズ愛深（さくら館）　　②中村登羽滝沢スポ少）　　③野中理名（不動スポ少）　　③村上菜緒（さくら館）

　　○中学校男子　①清水結太（一戸中）　　②槻舘　駿（紫波一中）　　③山中悠暉（沼宮内中）　　③中瀬敬太（矢巾中）　

　　○中学校女子　①小野寺花望（見前南中）　　②川村　聖（大宮中）　　③日野杉瑠海（滝二中）　　③日野杉鈴（滝二中）

3月26・27日 第2回滝沢市ハンドボール協会長杯中学生大会　　（県営体育館・滝沢南中学校）

　○男子　　①黒石野中学校　　②見前中学校　　　③矢巾北中学校

　○女子　　①矢巾北中学校　　　②黒石野中学校　　③滝沢南中学校　　　　　　　参加者300名



期　日 講　習　会　名 対　象 会　　場
参加人数
(延べ人数)

4月5日 ソフトボール審判員・記録講習会 一般 多目的研修センター 20

4月12日 野球審判技術講習会 審判登録者 総合公園野球場 55

4月19日 テニス指導者講習会 チャグスポ指導者 滝沢総合公園テニスコート 18

5月17日 バレーボール審判講習会 家庭婦人 東部体育館 12

5月23日

8月13・21日
柔道審判･形講習会 市内中学生以上 東部体育館 36

6月 相撲まわし締め方講習会 父兄・小学生 滝沢市老人福祉センター 30

6月6日 市民体育祭事前ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ講習会 各自治会代表者 総合公園陸上競技場 38

7月 ダンススポーツ講習会 市民 多目的研修センター 200

7月19日 卓球ルール・技術講習会 協会員 多目的研修センター 16

11月23日 日本剣道形講習会及び1級審査会 小中学生･高校生 東部体育館 37

12月2日 ゲートボール審判技術講習会 協会員 柳沢地区多目的運動施設 18

1月16日 滝沢市民冬山技術講習会 市民 鞍掛山周辺 12

1月24日 バスケットボール審判講習会 一般 八幡平市総合公園体育館 3

3月5・6日 バドミントン講習会 一般 総合公園体育館 13

3月12日 陸上競技審判講習会 一般 アイスアリーナ 26

534

期　日 教　　室　　名 対　象 会　　場
参加人数
(延べ人数)

4月～3月 柔道教室 小学生～一般 東部体育館 80

4月～3月 空手道教室 小学生～一般 総合公園体育館柔剣道室・公民館 1,547

4月～3月 相撲教室 (毎週火･木・土曜日) 小学生以上
岩手県体協相撲場･総合公園
体育館・滝沢中学校柔道場

3,120

4月～3月 ハンドボール教室 小学生 滝沢南中学校　他 1,440

4月～6月 ゴルフ教室（10回） 市民
バーグル・ゴルフガーデン盛
岡西

190

4月25日 グラウンド・ゴルフ教室 市民 総合公園施設　芝生広場 24

5月10日 テニス教室 市民 東部テニスコート 11

8月9日 水泳教室
滝沢市内小学校
３～６年生

滝沢中学校プール 42

8月9日 アーチェリー教室 市民 元村北遊園地　特設射場 5

9月1日 ラグビースポーツ教室 鵜飼小学校児童 鵜飼小学校体育館 100

10月3日 登山教室 市民 青森県階上岳 13

10月10日 剣道教室 小中学生 多目的研修センター 50

11月～12月 バレーボール教室（6回） 一般女子 東部体育館 18

1月10・17・24日 スキー教室 小学生 網張温泉スキー場 40

2月～3月 ソフトボール教室(5回） 市民 総合公園体育館 415

7,347

　（２）各種講習会

　（３）各種スポーツ教室

合　　　　　　　計

合　　　　　　　計



種　　目 成　績　・　結　果

　スキー
成年男子5km×4名リレー優勝、成年男子BEGクラシカル優勝、
成年女子Cクラシカル優勝

　アイスホッケー 盛岡大学出場

　陸上競技
男女総合第2位、女子総合優勝、3部3000ｍ優勝、7部400ｍ優勝、
9部1500ｍ優勝

　水　泳 男子200ｍメドレーリレー優勝、個人7種目優勝

　サッカー 成年2部滝沢サッカークラブ2回戦敗退

　テニス 成年男子ダブルス第2位

　バレーボール 9人制女子Ｂ優勝、9人制女子Ａ第3位、9人制男子Ａ第3位

　バスケットボール 男子第2位、女子第2位

　ソフトテニス 男女B地区団体優勝

　相　撲 団体第5位

　柔　道 団体一回戦敗退

　ソフトボール 男子Ｂ優勝、男子Ｃ優勝、男子Ｅ3位、女子Ｂ3位

　バドミントン 男子2部Ｇブロック3位、女子2部Ａブロック2位

　弓　道 成年男子団体近的の部第7位　成年女子団体近的の部第4位

　ライフル射撃 男子10M射場3位

　クレー射撃 スキート個人6位

　剣　道 男子団体2位、男子個人25歳～35歳3位

　ラグビーフットボール Ｃブロック第4位

　銃剣道 町村団体の部優勝　個人戦2位

　アーチェリー 団体2位、個人リカーブ優勝、個人ベアボウ優勝

　ボウリング 団体6位入賞、個人40代の部2位

　ゲートボール 65歳以上の部第11位

　ゴルフ 滝沢ＡＢ13位

　なぎなた 個人出場

　自転車 男子スプリント優勝

３　派遣事業

（１）第67回岩手県民体育大会



大　　　会　　　名 出場者(団体) 成　績 会　場 備　考

第36回東北レディースソフトテニス大会
市ソフトテニス

協会
予選リーグ敗退

宮城県
仙台市

第27回東北クラブバスケットボール選手権大会 滝沢クラブ 予選リーグ敗退
秋田県
湯沢市

1勝1敗

大　　　会　　　名 出場者(団体) 成　績 会　場 備　考

第24回全日本実年ソフトボール大会 滝沢実年クラブ 2回戦敗退
高知県
高知市

1回戦シード

日本スポーツマスターズ2015ソフトボール大会 滝沢クラブＯＢ 3回戦敗退
石川県
金沢市

1回戦シード

第5回全国ママさんバレーボール大会 滝沢南クラブ 予選リーグ敗退
鹿児島県
鹿児島市

（２）東北大会

（３）全国大会



い

総合公園体育館 東部体育館 多目的研修センター 勤労者体育センター 総合公園テニスコート 総合公園陸上競技場 総合公園野球場 小岩井運動場 大釜運動場 東部テニスコート 滝南中夜間照明 滝二中夜間照明 合計

平成23年度 件数 3,096 2,848 1,818 973 1,107 138 209 234 264 600 69 35 11,391

平成24年度 件数 2,856 2,872 1,812 988 1,120 141 170 223 274 569 93 33 11,151

平成25年度 件数 2,769 2,665 1,842 927 1,056 137 160 190 247 552 67 20 10,632

平成26年度 件数 2,665 2,603 1,799 981 1,154 0 189 175 331 590 90 15 10,592

平成27年度 件数 1,115 2,726 1,928 997 1,299 0 183 127 228 721 54 28 9,406

受託施設利用状況　（平成23年度から平成27年度）
件数の推移
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い

総合公園体育館 東部体育館 多目的研修センター 勤労者体育センター 総合公園テニスコート 総合公園陸上競技場 総合公園野球場 小岩井運動場 大釜運動場 東部テニスコート 滝南中夜間照明 滝二中夜間照明 合計

平成23年度 人数 84,532 52,692 30,769 19,855 10,298 12,573 11,699 2,551 6,535 3,659 1,843 885 237,891

平成24年度 人数 105,792 58,315 30,877 18,066 10,449 21,571 22,452 2,540 6,989 4,766 2,238 1,023 285,078

平成25年度 人数 94,485 52,233 30,701 18,127 11,521 10,071 8,706 2,273 6,792 5,037 1,512 745 242,203

平成26年度 人数 87,026 51,256 30,891 15,693 10,707 0 10,525 3,476 8,043 5,531 1,922 677 225,747

平成27年度 人数 41,501 50,901 32,292 19,975 12,448 0 14,140 2,738 6,878 5,922 1,297 800 188,892

受託施設利用状況　（平成23年度から平成27年度）
人数の推移
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い

総合公園体育館 東部体育館 多目的研修センター 勤労者体育センター 総合公園テニスコート 総合公園陸上競技場 総合公園野球場 小岩井運動場 大釜運動場 東部テニスコート 滝南中夜間照明 滝二中夜間照明 合計

平成23年度 使用料 8,289,780 3,519,260 1,862,600 1,416,890 1,178,320 299,590 991,130 114,880 290,560 501,800 87,000 128,520 18,680,330

平成24年度 使用料 8,383,710 3,883,180 1,729,250 1,857,130 1,267,680 245,990 1,076,890 105,920 400,640 473,980 117,800 117,720 19,659,890

平成25年度 使用料 7,474,830 4,113,700 1,716,770 1,724,920 1,277,380 257,110 1,017,730 123,520 429,440 587,600 88,040 73,440 18,884,480

平成26年度 使用料 7,477,630 3,895,070 1,890,840 1,653,170 1,264,380 0 1,057,280 178,240 540,160 526,780 111,600 45,360 18,640,510

平成27年度 使用料 3,823,930 3,988,230 2,225,400 1,702,480 1,203,020 0 1,112,070 113,600 374,720 555,360 70,680 120,960 15,290,450

使用料の推移
受託施設利用状況　（平成23年度から平成27年度）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

平成26年度 人数 6,572 7,513 7,166 7,311 4,332 6,475 9,307 7,780 4,841 8,946 6,438 10,345 87,026

平成27年度 人数 5,919 5,782 8,263 0 0 0 0 0 925 1,724 10,294 8,594 41,501

人数の比較

総合公園体育館（平成26年度から平成27年度月別）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

平成26年度 件数 206 192 183 206 212 192 230 204 222 251 279 288 2,665

平成27年度 件数 229 180 187 0 0 0 0 0 29 40 213 237 1,115

件数の比較
総合公園体育館（平成26年度から平成27年度月別）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

平成26年度 使用料 595,910 419,250 492,690 420,420 452,610 405,850 633,720 583,140 698,090 912,970 900,730 962,250 7,477,630

平成27年度 使用料 574,000 473,850 445,970 0 0 0 0 0 161,350 337,370 920,160 911,230 3,823,930

使用料の比較

総合公園体育館（平成26年度から平成27年度月別）
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平成２５年度

回数 人数

睦大学（ニュースポーツ） 45 2,633

グラウンド・ゴルフ協会 46 2,053

グラウンド・ゴルフ同好会 20 385

111 5,071

平成２６年度

対前年度比
（回数）

睦大学（ニュースポーツ） 51 13% 3,375

グラウンド・ゴルフ協会 56 22% 2,904

グラウンド・ゴルフ同好会 23 15% 429

130 17% 6,708

平成２７年度

対前年度比
（回数）

睦大学（ニュースポーツ） 39 △24% 2,902

グラウンド・ゴルフ協会 6 △89% 835

グラウンド・ゴルフ同好会 17 △26% 311

あすなろ会 27 1,732

シニアパーク 5 125

94 △28% 5,905

△14%

△71%

△28%

合　　計 △12%

28%

41%

11%

合　　計 32%

団　体　名 回数 人数
対前年度比
(人数)

体育館脇芝生（グラウンド・ゴルフ）使用状況

団　体　名

合　　計

団　体　名 回数 人数
対前年度比
(人数)
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