
期　日 大　　　会　　　名

5月29日 滝沢市チャレンジデー  （滝沢総合公園施設　東部体育館　多目的研修センター　滝沢勤労者体育センター）

　エアロビック【県エアロビック連盟】　ソフトバレーボール【市バレーボール協会】

　ソフトテニス【市ソフトテニス協会】　フットサル【いわてグルージャ盛岡】　３Ｂ体操【３Ｂ体操協会】

　バスケットボール【岩手ビッグブルズ】　ヨガ教室【EARTHヨガ】　ラジオ体操【市運動普及推進員】

　太極拳【岡村勝子指導員】　なぎなた体験【佐藤静子指導員】　健康相談【市保健推進員】

　トレーニング教室【体育協会職員】　グラウンド・ゴルフ【あすなろ会】　テニス【市テニス協会】　

　ナイターソフトボール【市ソフトボール協会】　ウォーキング【市スポーツ推進委員協議会】

　卓球【睦大学】　新体操ミニ演技会【滝沢南中学校男子新体操部】　ゲートボール【市ゲートボール協会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　897名

6月9日 第32回滝沢市民体育祭（前期）  （滝沢総合公園体育館・陸上競技場ほか）

　○ファミリーバレーボールの部

　　第1位　大釜上Ａ自治会　　　第2位　小岩井Ｂ自治会　　第3位　大釜南Ｂ自治会

　　　　　参加者　　9自治会　12チーム　123名

　○グラウンド・ゴルフの部

　　第1位　元村中央Ａ自治会362打　第2位　あすみ野Ａ自治会 367打　第3位　元村南Ａ自治会 367打

　　　　　参加者　　19自治会　34チーム　254名

　○駅伝の部

　　第1位　室小路自治会 24′02″　第2位　大釜南自治会 24′40″　第3位　小岩井自治会 25′34″

　　　　　参加者　10自治会　10チーム　124名

8月24日 新体操フェスタinたきざわ“2019”　（滝沢総合公園体育館）

　○出場チーム　12チーム　6個人　演技実施　　　観客　600名

　・ホークジュニア　　・チャグチャグスポーツクラブ　　・滝沢市立滝沢第二中学校女子新体操部

　・滝沢市立滝沢南中学校男子新体操部　　・盛岡市立高等学校男子新体操部

　・岡山県立井原高等学校男子新体操部

　個人（クラブ）

　　細谷悠樹（盛岡市立高等学校）　安達大翔（ホークジュニア）

　個人（ロープ）

　　関　諒介（盛岡市立高等学校）

　個人（スティック）

　　細谷啓杜（滝沢市立滝沢南中学校）　本田歩夢（滝沢市立滝沢南中学校）

　　山口裕希（滝沢市立滝沢南中学校）

9月22日 第32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　元村中央自治会　　第2位　室小路自治会　　第3位　巣子自治会

　　　　　参加者　　16自治会　307名

12月8日 第32回滝沢市民体育祭（後期）　（滝沢総合公園体育館）

　　○卓球の部

　　　第1位　長根Ａ自治会　   第2位　滝沢ＮＴ自治会　　第3位　大釜南自治会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者　12自治会　17チーム　120名

　第32回滝沢市民体育祭総合成績

　　第1位　大 釜 南自治会 40点　　第2位　室小路自治会 39点　第3位　小岩井自治会 39点

　　第4位　元村中央自治会 36点　　第5位　巣　子自治会 31点　第6位　大釜上自治会 30点

期　日 事　　　業　　　名

4月15日 AED講習会　（滝沢総合公園体育館）

　  6日 　講　師　　滝沢消防署　署員

　　　　　　出席者　　　　合計42名

令和元年度事業報告書

　１　主　催

　（１）各種大会

　（２）講習会・表彰事業

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）



期　日 事　　　業　　　名

トレーニング初心者実技講習会　（滝沢総合公園体育館）

　毎週月・木曜日

　　受講者　　　市内者　男性・26名　　女性・33名　　計     59名

　　　　　　　　市外者　男性・ 2名　　女性・14名　　計　    6名

　　　　　　　　　受講者 合計　40回　65名

11月27日 令和元年度　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）

（令和元年度公益財団法人滝沢市体育協会表彰式）

（第74回国民体育大会秋季出場選手慰労）

（第71回岩手県民体育大会結果報告会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　出席者　357名　（うち受賞者7団体32名、国体出場選手8名）

期　日 教　　　室　　　名

　 4月3日 テニス教室　＜滝沢総合公園体育館主管事業＞　（滝沢総合公園体育館・テニスコート）

 ～2月12日 　毎週水曜日　35回実施　　　参加者　115名

　5月29日 元気アップ教室《健康推進課との共催事業》　（滝沢総合公園体育施設）

   ～2月23日 　月曜日・火曜日　 計9回実施

　講師　体育協会職員ほか

　内容・参加者　○健康ミニ講座 5回 102名内数　○３Ｂ体操   1回 16名  ○ウォーキング 1回 12名

　　　　　　　　○ゆる体操　    2回 41名  〇バランスボール他 5回 11名        合計　  180名

　6月20日 運動機能向上教室《地域包括支援センターとの共催事業》　（滝沢総合公園体育館）

  ～12月12日 　滝沢総合公園体育館トレーニングルーム紹介　計5回実施　　　合計　75名

12月～2月 トレーニング教室＜滝沢総合公園体育館主管事業＞　（滝沢総合公園体育館）

　毎週水曜日・土曜日　1日2回実施

　　受講者　　　市内者　男性・18名　 　女性・11名　　計  19名

　　　　　　　　市外者　男性・00名　　 女性・00名　　計    0名

　　　　　　　　　受講者 合計　9回　19名

12月4日 室内グラウンド･ゴルフ教室＜滝沢勤労者体育センター主管事業＞　（滝沢勤労者体育センター）

 ～3月25日 　毎週水曜日　11回実施　　　参加者　184名

12月4日 室内グラウンド･ゴルフ教室＜東部体育館主管事業＞　（滝沢市東部体育館）

 ～3月25日 　毎週水曜日　14回実施　　　参加者　346名

　（３）教室

4月～2月



期　日 事　　業　　名 場　　所 参加人数

4月7日(日) 令和元年度滝沢市スポーツ少年団結団式及び体力テスト 滝沢総合公園体育館･陸上競技場

4月7日(日) 令和元年度滝沢市スポーツ少年団表彰式 滝沢総合公園体育館

9月18日(日) 第34回滝沢市スポーツ少年団総合体育大会（陸上競技） 滝沢総合公園陸上競技場 104

9月29日(日) 親子交流運動会（チャグチャグスポーツクラブ合同） 滝沢総合公園体育館 33

10月26日(土) 新体力テスト（チャグチャグスポーツクラブ合同） 滝沢総合公園陸上競技場･体育館 31

11月23日(日) Ｆ１グランプリ　清掃活動（チャグチャグスポーツクラブ合同） 滝沢総合公園内 17

1月18日(土)～19日(日) スキー教室（チャグチャグスポーツクラブ合同） 岩手山青少年交流の家ほか 1

期　日 事　　業　　名 場　　所 参加人数

6月16日(日) 第2回ジュニアフォーラム 東京都 1

6月29(土).30日(日) 令和元年度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 2

11月2日(土).3日(日) 令和元年度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 10

1月11日(土)～13日(月) 岩手県スポーツ少年大会兼ジュニアリーダースクール 岩手山青少年交流の家 3

期　日

11月4日

11月9日.10日

1月11日～12日

第46回岩手県スポーツ少年団剣道大会（県営武道館）

　空手道尚武会滝沢スポーツ少年団　出場　

　　　中学生女子　吉田　鈴　第２位

　鵜飼サッカークラブスポーツ少年団　ベスト１６

　一本木バレーボールスポーツ少年団　男子１部　ベスト８　女子３部　交流リーグ出場

10月27日

　　　中学生個人　石田心海　櫻田彩華　ベスト１６

6月1日.2日.8日

　滝沢剣道スポーツ少年団　滝沢剣道クラブスポーツ少年団　出場　

第46回岩手県スポーツ少年団剣道大会（県営武道館）

245

事　　業　　名

　滝沢中央ミニバススポーツ少年団　

岩手純情りんご杯第36回岩手県小学生バレーボール育成大会（奥州市総合体育館）

　（４）滝沢市スポーツ少年団

第46回岩手県スポーツ少年団サッカー大会（八幡平市　大船渡市）

　研修事業

　派遣事業

　交歓交流事業

　滝沢ＪＦＣドリームスポーツ少年団　予選敗退

第43回岩手県ミニバスケットボール交歓大会（県営体育館）



種　目 活 動 日 活　動　施　設 対　象
参加人数
(延べ人数)

活動回数

バレーボール 第2･第4土曜日 滝沢総合公園体育館 小・中学生 298 18

第2･第4土曜日 滝沢総合公園体育館 小学4年～中学生 268 19

第2･第4火曜日 滝沢総合公園体育館 一般 143 22

毎週月曜日 滝沢総合公園テニスコートほか 一般 295 40

野　球 毎週土曜日 多目的研修センターほか 小学2年～小学6年生 200 31

陸上競技 毎週土曜日 滝沢総合公園陸上競技場ほか 小学生 2,239 36

剣　道 毎週日曜日 滝沢総合公園体育館柔剣道室 小・中学生 285 39

卓　球 毎週土曜日 多目的研修センター 小学5年～一般 607 38

相　撲 毎週火･木･土曜日 滝沢総合公園体育館柔剣道室ほか 小・中学生 394 96

空手道 毎週月・土曜日 滝沢総合公園体育館柔剣道室 小学生 213 72

体操 不定期（日曜日） 滝沢勤労者体育センター他 小学生 290 19

小学生 384 35

中学生 656 25

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 毎週土曜日 滝沢総合公園体育館ほか 小学3年～小学6年生 340 33

毎週木曜日 小学5年～中学生(経験者) 432 39

毎週土曜日 小学2年～6年生 529 28

毎週月･火･水･金曜日 1,098 141

毎週土曜日 206 28

毎週土曜日
滝沢総合公園テニスコート
（冬期間は滝沢総合公園体育館）

小・中学生、一般 505 28

小学2年～小学6年生 735 34

中学生（女子） 422 31

小学2年～小学6年生
（要指導者推薦）

339 43

中学生（女子） 403 31

小学2年～小学6年生 226 19

中学生 219 19

一般 133 19

なぎなた 毎週水曜日 滝沢総合公園体育館柔剣道室 小学生～一般 94 41

太極拳 第1・2・3月曜日 滝沢総合公園体育館柔剣道室 一般 259 37

12,212 1,061

種　目 活 動 日 活　動　施　設 対　象
参加人数
（延べ人数)

活動回数

火曜日コース（前期） 375 21

木曜日コース（前期） 235 21

金曜日コース（前期） 389 22

火曜日コース（後期） 385 22

木曜日コース（後期） 247 23

金曜日コース（後期） 382 21

室内グラウンド・
　　　ゴルフ教室

毎週火・木曜日

（12～3月）
滝沢総合公園体育館 一般 1,117 28

ｷｯｽﾞ運動教室
土曜日

（8月～2月全12回）
滝沢総合公園体育館柔剣道室ほか 幼児（年長） 124 12

ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ教室
（社交ダンス）

全15回（不定期） 多目的研修センター 小学生～一般 101 15

3,355 185

エアロビ教室 滝沢総合公園体育館柔剣道室ほか 一般

合　　　　計 　○講師延べ人数228名

中学生

第2･第4土曜日

合　　　　計 　○指導者延べ人数2,063名

【教室活動】

バドミントン

毎週月曜日

滝沢総合公園体育館

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 毎週土曜日 滝沢総合公園陸上競技場ほか

毎週木曜日

テニス

東部テニスコート
（冬期間は東部体育館）

（５）チャグチャグスポーツクラブ事業

　期　日　平成31年4月1日から令和2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

【クラブ活動】

ソフトテニス



期　　日 場　　所 参加人数

5月12日（日） 鞍掛山 25

6月21日（土） 滝沢総合公園体育館 73

6月30日（日） 滝沢総合公園体育館会議室 22

8月2日（金）

～ 4日（日）
国立岩手山青少年交流の家 24

9月29日（日） 滝沢総合公園体育館 74

10月26日（土） 滝沢総合公園体育館 41

11月23日（日） 滝沢総合公園施設 30

令和2年1月18日

（土）～19日（日）
国立岩手山青少年交流の家ほか 22

○スタッフ延べ人数65名 311

【トップアスリートによるクリニック】

期　　日 場　　所 参加人数

6月29日～30日 滝沢総合公園体育館 254

11月9日 滝沢総合公園陸上競技場 43

5月19日～2月11日 滝沢総合公園体育館 119

5月18日～2月15日 滝沢総合公園体育館 279

695

バスケットボールクリニック（4回）

テニスクリニック（14回）

合　　　　　　　　計

新体力テスト

ウインターキャンプ

合　　　　　　　　計

内　　　　容

バドミントンクリニック

ラグビーフットボールクリニック

Ｆ1グランプリ（清掃活動）

内　　　　容

鞍掛山登山

レクリエーション交流大会

指導者研修会

サマーキャンプ

交流親子運動会

【シーズンイベント】



（敬称略）

№ 氏　　　名 実　　　　績

1 高　橋　隆　一 長年にわたり剣道競技の振興に寄与し、剣道協会の普及・発展に寄与される。

2 佐久山　　　誠 長年にわたり陸上競技の振興に寄与し、陸上競技協会の普及・発展に寄与される。

3 阿　部　一　彦 長年にわたりテニス競技の振興に寄与し、テニス協会の普及・発展に寄与される。

4 梅　村　道　久 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普及・発展に寄与される。

№ 氏　　　名 実　　　　績

1
盛岡市立高等学校

男子新体操部
第72回全日本新体操選手権大会　団体総合　第7位

令和元年度全国高等学校総合体育大会　団体6位

2
Volpe滝沢

ハンドボールクラブ
　第13回東北ブロック小学生ハンドボール大会　女子の部　　優勝

3
盛岡農業高等学校
女子自転車競技部

令和元年度東北高校自転車選手権　ロード競技女子　総合優勝

4
滝沢南中学校
男子新体操部

第48回東北中学校新体操選手権　男子団体　優勝

5 佐　藤　一　将 第46回東北総合体育大会クレー射撃競技スキート団体  優勝

6 藤　沢　沙也加
第74回国民体育大会陸上競技　女子400ｍ　第7位

第67回全日本実業団陸上選手権大会　女子200ｍ　優勝

令和元年度岩手陸上選手権大会　女子100ｍ　優勝

7 三　浦　生　誠 第74回国民体育大会自転車競技　少年男子ケイリン　第8位

8 若子内　　　凜 令和元年度全国高等学校自転車選手権　ロードレース女子　第7位

9 伊　藤　夢　希 令和元年度全国高等学校自転車選手権　トラック女子ポイントレース　第6位

10 沢　野　心　想
第74回国民体育大会冬季大会スケート競技会　少年女子2,000ｍリレー　第4位

第74回国民体育大会冬季大会スケート競技会　少年女子3,000ｍ　第8位

11 竹　田　ひろの 第74回国民体育大会冬季大会スケート競技会　少年女子2,000ｍリレー　第4位

12 高　橋　佑太朗 第74回国民体育大会冬季大会スケート競技会　少年男子2,000ｍリレー　第6位

13 小野寺　葉　月 第63回全日本銃剣道優勝大会　団体戦　女性の部　第3位

14 菊　地　香　苗 第63回全日本銃剣道優勝大会　団体戦　女性の部　第3位

15 八　幡　　　愛 第63回全日本銃剣道優勝大会　団体戦　女性の部　第3位

16 吉　田　琴　乃

平成30年度第34回全国高等学校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会

女子+76㎏級　ｽﾅｯﾁ競技　第3位　Ｃ＆ｼﾞｬｰｸ競技　第4位　ﾄｰﾀﾙ第4位

令和元年度第21回全国高等学校女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会

+76㎏級　ｽﾅｯﾁ競技　第4位　Ｃ＆ｼﾞｬｰｸ競技　第4位　ﾄｰﾀﾙ第4位

17 川　村　遼　平
第33回東北高等学校アーチェリー選抜大会　男子団体　優勝

第71回岩手県高等学校総合体育大会　アーチェリー競技　男子団体　優勝

18 菊　池　　　誠 令和元年度全国高等学校総合体育大会　登山競技　男子団体　第4位

19 柴　田　隼　佑 第31回東北中学生新人テニス選手権大会　男子団体　優勝

20 國府田　　　駿
令和元年度全日本少年少女武道（なぎなた）錬成大会
試合競技　小学校男子5.6年生の部　優秀賞

21 齊　藤　夏　未
令和元年度全日本少年少女武道（なぎなた）錬成大会
演技競技　小学校女子5.6年生の部　優秀賞

22 熊　谷　　　遙
令和元年度全日本少年少女武道（なぎなた）錬成大会
演技競技　小学校女子5.6年生の部　優秀賞

23 大久保　来　翼
第22回全国高等学校少林寺拳法選抜大会　優勝

第46回全国高等学校少林寺拳法大会　男子自由単独演武の部　第3位

24 八重樫　優　太 令和元年度全日本少年少女・少林寺拳法錬成大会　単独演武小学生3～1級の部　優秀賞

25 佐々木　茉実紗 令和元年度全日本少年少女・少林寺拳法錬成大会　組演武　小学生3級の部　優秀賞

26 佐々木　結衣菜 令和元年度全日本少年少女・少林寺拳法錬成大会　組演武　小学生3級の部　優秀賞

　（６）表彰事業

公益財団法人滝沢市体育協会表彰

【功労賞】

【栄光賞】



№ 氏　　　名 実　　　　績

27 田　鎖　あかり 令和元年度全日本少年少女・少林寺拳法錬成大会　組演武　小学生6級の部　優秀賞

28 佐々木　蓮　次 令和元年度全日本少年少女・少林寺拳法錬成大会　組演武　小学生6級の部　優秀賞

29 釜　石　凌　雅 第72回東北高等学校ハンドボール大会　優勝

30 中　島　千咲代 第74回東北水泳大会兼東北高校選手権水泳競技大会　女子400m自由形 　優勝

31 和　田　五　郎
第35回全日本シニアバドミントン選手権大会　75歳以上男子ダブルス　準優勝

第20回東北シニアバドミントン選手権大会　男子75歳の部ダブルス　優勝

32 本　田　歩　夢 第48回東北中学校新体操選手権　男子個人　優勝

33 佐　藤　信　也 第46回東北総合体育大会ボウリング競技　成年男子団体戦　２人チーム戦　優勝

34 菊　地　明　美
日本スポーツマスターズ2019ぎふ清流大会ボウリング競技　女子２人チーム戦　第５位

第39回東北シニアボウリング選手権大会　女子2チーム戦　優勝

№ 氏　　　名 実　　　　績

1 滝沢シニアクラブ 第33回全日本シニアソフトボール大会岩手県予選会　優勝

2 滝沢クラブOB 日本マスターズ2019男子ソフトボール競技岩手県予選会　優勝

3
滝沢市ソフトボール

協会
第71回岩手県民体育大会ソフトボール競技（前期）　優勝

4 滝沢市役所 第36回県実業団対抗テニス大会　優勝

5
滝沢南中学校
ラグビー部

第65回岩手県中学校総合体育大会　ラグビー競技　優勝

6
滝沢南中学校
男子体操部

第66回岩手県中学校総合体育大会　体操競技　男子団体　優勝

7 滝沢市水泳協会
男子チーム

第71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

160歳区分　200mメドレーリレー　優勝

第71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

160歳区分　200mリレー　優勝

8 滝沢市水泳協会
混合チーム

第71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

120歳区分　200mメドレーリレー　優勝

9
盛岡北高等学校

女子体操部
第71回岩手県高等学校総合体育大会体操競技　女子団体総合　　優勝

第48回東北高等学校体操競技選手権大会　　　女子団体総合　　6位

10
滝沢市銃剣道

クラブ
第71回岩手県民体育大会銃剣道競技　団体戦　市の部　優勝

11
盛岡農業高等学校

相撲部
令和元年度岩手県高等学校新人大会　相撲競技　団体　優勝

12
盛岡農業高等学校
男子自転車競技部

第71回岩手県高等学校総合体育大会　自転車競技　トラック　総合優勝

第71回岩手県高等学校総合体育大会　自転車競技　チームスプリント　優勝

第71回岩手県高等学校総合体育大会　自転車競技　トラック4kmチームパシュート　優勝

第71回岩手県高等学校総合体育大会　自転車競技　ロード男子　総合優勝

13 晴　山　碧　星
第50回県下高等学校選抜室内ソフトテニス大会 　　ペア　優勝

第71回岩手県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技　団体　優勝　ペア 準優勝

第64回岩手県高等学校新人大会ソフトテニス競技　ペア 優勝

14 角　掛　一　樹 第71回岩手県高等学校総合体育大会　アーチェリー競技　男子団体　優勝

15 細　谷　悠　樹 第71回岩手県高等学校総合体育大会　新体操競技　個人総合　優勝

16 齊　藤　桃　子 第21回岩手県ジュニアゴルフ大会　少年少女の部　優勝

17 佐　藤　信　也 第71回岩手県民体育大会ボウリング競技　30才代の部　優勝

18 佐　藤　彩　夏 第21回岩手県年齢別ボウリング選手権大会　20才代の部　優勝

19 菊　地　明　美 第39回東北シニアボウリング選手権大会　女子2チーム戦　優勝

20 横　井　日出昭 第71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ベアボー　優勝

21 和　田　八千男
第71回岩手県民体育大会アーチェリー競技　ﾀｰｹﾞｯﾄ競技の部　ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ男子　優勝

第71回岩手県民体育大会アーチェリー競技　ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技の部　ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ男子　優勝

22 植　田　将太朗 第59回岩手県銃剣道春季大会第27回全日本選手権大会予選　優勝

【優秀賞】



№ 氏　　　名 実　　　　績

23 岩　崎　康　成 第71回岩手県民体育大会銃剣道競技　個人戦　成年男子　優勝

24 多　田　　　優
第65回全日本中学校通信陸上競技大会岩手県大会　共通男子200ｍ　優勝

第66回岩手県中学校総合体育大会　陸上競技　共通男子200ｍ　優勝

25 前　川　岳　登 第66回岩手県中学校総合体育大会　陸上競技　共通男子400ｍ　優勝

26 藤　原　和　花 第66回岩手県中学校総合体育大会　陸上競技　共通女子4×100ｍR　優勝

27 吉　田　美　歩 第66回岩手県中学校総合体育大会　陸上競技　共通女子4×100ｍR　優勝

28 中　山　空　央 第66回岩手県中学校総合体育大会　陸上競技　共通女子4×100ｍR　優勝

29 小　倉　侑　奈 第66回岩手県中学校総合体育大会　陸上競技　共通女子4×100ｍR　優勝

30 遠　藤　心　優 第66回岩手県中学校総合体育大会　柔道競技　女子個人44㎏級　優勝

31 細　田　次　大 令和元年度ＪＯＣジュニアオリンピック相撲岩手県予選会　男子個人軽量級　優勝

32 中　川　朝　陽 第30回岩手県小学生バドミントン大会　5年生以下女子ダブルス　優勝

33 佐　藤　しずく
第30回岩手県小学生バドミントン大会　　　　　　5年生以下女子ダブルス　優勝

第13回岩手県小学生バドミントンダブルス大会　　5年生以下女子ダブルス　優勝

34 飯　塚　優　羽 第13回岩手県小学生バドミントンダブルス大会　　5年生以下女子ダブルス　優勝

35 齊　藤　遙　斗 第30回岩手県小学生バドミントン大会　　4年生以下男子シングルス　優勝

36 吉　田　直　斗

第71回岩手県民体育大会　陸上競技大会　男子200ｍ　優勝

第71回岩手県民体育大会　陸上競技大会　男子400ｍ　優勝

2019東北地区大学総合体育大会　陸上競技　男子200ｍ　第2位

2019東北地区大学総合体育大会　陸上競技　男子400ｍ　第3位

37 阿　部　清　孝
第71回岩手県民体育大会　陸上競技大会　男子6部　800ｍ　優勝

第71回岩手県民体育大会　陸上競技大会　男子6部　5000ｍ　優勝

38 藤　村　晃　誠 第77回一関～盛岡間駅伝競走大会　優勝

39 晴　澤　圭　司

第71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歳区分　200m背泳ぎ　優勝

第71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歳区分　50m背泳ぎ 　優勝

40 藤　原　哲　弘
第71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歳区分　200m平泳ぎ　優勝

41 庭　　　真　一
第71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歳区分　200m自由形　優勝

42 吉　田　卓　也
第71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歳区分　50mバタフライ　優勝

43 　川　邊　大　輝

第71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歳区分　200m自由形　優勝

第71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歳区分　50m自由形 　優勝

44 　高　橋　久　幸
第71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

25歳区分　200m背泳ぎ　優勝

45 　阿　部　幸　子
第71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歳区分　50mバタフライ　優勝

46 　矢　口　友佳子
第71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歳区分　50m背泳ぎ　優勝

47 瀬　川　祐　子

第71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歳区分　50m自由形　優勝

第71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歳区分　100m自由形　優勝

第71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歳区分　200m自由形　優勝

48 佐々木　陽　右
第71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歳区分　100m平泳ぎ　優勝

49 西　舘　颯　太 第71回岩手県民体育大会　ビームライフル競技　BRJ60　優勝

50 関　根　めぐみ 第71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Ｂ　5㎞ｸﾗｼｶﾙ　優勝

51 安久津　晋　太 第71回岩手県高等学校総合体育大会　テニス競技　男子ダブルス　優勝



№ 氏　　　名 実　　　　績

52 山　内　大　地
第71回岩手県高等学校総合体育大会　水泳競技　　男子100ｍ平泳ぎ 　優勝

第71回岩手県高等学校総合体育大会　水泳競技　　男子200ｍ平泳ぎ 　優勝

53 庄　司　野乃佳 平成31年度岩手県卓球選手権大会　カブ女子シングルス　優勝

54 庄　司　桃　佳 第66回岩手県中学校総合体育大会　卓球競技女子個人　第2位

55 舘　石　龍　輝 第71回岩手県高等学校総合体育大会　相撲競技　個人80kg級　優勝

56 谷　地　歩　夢 第71回岩手県高等学校総合体育大会　相撲競技　個人100kg級　優勝

57 井　上　徳　紀 第71回岩手県高等学校総合体育大会　自転車競技　トラック3km個人追抜　優勝

58 寺　崎　寿　紀 第71回岩手県高等学校総合体育大会　自転車競技　ロード　優勝

59 畑　山　　　諒 第71回岩手県高等学校総合体育大会　自転車競技　トラック　スクラッチ　優勝



期　日 大　　　会　　　名

5月5日 第40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大西・千葉　　　　　②三上・小笠原　　　　　③臼ヶ敷・芳田　

　○壮年男子の部　　　　　　　　①畠山・加藤　　　　　②佐々木・石崎　　　　　③山田・清水

　○女子の部（組申込）　　　　　①本多・佐藤　　　　　②袰主・古舘　　　　　　③大友・髙橋

　○女子の部（個人申込）　　　　①駒嶺・浅倉　　　  　②多田・安田　　　　  　③西堀・清瀬

5月12日 第11回滝沢市ソフトボール選手権春季大会　（大釜運動場）

　①滝沢クラブ　　　　　②巣子クラブ

5月12日 第41回滝沢市壮年ソフトボール選手権春季大会　（大釜運動場）

　〇ファーストP　　　①滝沢クラブOB　　　　②滝沢シニアクラブ

　〇スローP　　　　　　　　①国分ノスタズ　　　　　②小岩井自治会

5月20日 第6回滝沢市長杯争奪ゲートボール大会　（柳沢地区多目的運動施設）

　①芳門チーム　　　　②高橋チーム　　　　③後友チーム　　　

6月2日 第38回県中央地区招待バレーボール大会　（滝沢市東部体育館他）

　○男子の部　　　　　　①矢沢中学校　　　　　②紫波第一中学校　　　　　③見前南中学校　

　○女子の部　　　　　　①乙部中学校　　　　　②厨川中学校　　　　　　　③南城中学校・軽米中学校

7月11～13日 県外登山「富士山及び見延山」　　参加者25名

7月20日 第23回滝沢市ゲートボール協会長杯ゲートボール大会　（柳沢地区多目的運動施設）

　①古川チーム　　　　②後友チーム　　　　③高橋チーム　　　

8月4日 第14回チャグチャグ馬コの里中学校ソフトボール交流大会　（滝沢中学校グランド）

　①松尾中学校　　　②滝沢中学校　　　

8月25日・9月1日 第6回滝沢市オープンテニス大会　（滝沢総合公園テニスコート）

　〇男子ダブルス　①照井直樹（ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ）・松本　理（ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞTC）　②木村和夫・高橋英幸（サークルT）

　　　　　　　　　③八宮雄一・蝦名紹功（サークルT）

　〇男子ﾍﾞﾃﾗﾝﾀﾞﾌﾞﾙｽ　　①佐藤和弘・西川　孝（ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙTC）　②浅利　貢・杉林正光（鹿角TC）

　　　　　　　　　　　  ③桜野貞夫・鎌田直人（フリー）

　〇女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　①佐々木由紀・安藤不二子（ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙTC）　②木村直子・林　晃子（サークルT）

　　　　　　　  ③菅沼和子（ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞTC）・三浦美登里（ﾓﾘｵｶﾛｲﾔﾙ）

　〇男子シングルスA級　①高橋浩平（フリー）　②柴田義明（TASC）　③鈴木繁宏（森山ウィング）

　〇女子シングルスB　  ①村松芽依（盛岡北高）　②菅原由美子（MapleTC）　③森鍵　瑶（サークルT)

　〇男子ﾍﾞﾃﾗﾝｼﾝｸﾞﾙｽ　①千田拓洋（フリー）②長岡光夫（大館ﾛｰﾝTC）③川村博幸（フリー）③杉林正光（鹿角TC）

　〇男子ｼﾝｸﾞﾙｽB級　①千葉健太郎（JR盛岡TC）　②大石直哉（まつｽﾎﾟ）　③小原辰典（森山ｳｨﾝｸﾞ）　③八宮雄一（ｻｰｸﾙT）

9月1日 第23回滝沢市スローピッチソフトボール大会　（大釜運動場）

　①国分ノスタズ　　　　②TEAM鵜飼　　　③元村西自治会クラブ

9月28日 第15回滝沢市活き活き長寿ゲートボール大会　（柳沢地区多目的運動施設）

　①後友チーム　　　　②木登チーム　　　　③芳門チーム　　　

11月23日 第35回滝沢市室内ソフトテニス大会　（滝沢総合公園体育館）

　○一般男子の部　　①林　　　　　　　②飯塚　　　　　　③三上

　○壮年男子の部　　①平田・清水　　　②横野・袰地　　　③髙橋・細田

　○女子・婦人の部　　　　

　　Ａブロック　　①細川（美）・細川（智）　　②安保・安田　　③工藤・鈴木

　　Ｂブロック　　①本多・佐藤　　　　②工藤・石井　　　③及川・梅村

　　Ｃブロック　　①古舘・袰主　　　　②大友・髙橋　　　③細田・西堀

1月19日 第23回チャグチャグ剣道大会　（滝沢総合公園体育館）

　○小学校1.2年生男女の部

　　　　　　①青柳瑠悟(もりにし)　②永洞遥之(不動会)　③古舘　慧(さくら館)　③兎沢真里亜(楓凛館鹿角)

　○小学校3.4年生男子の部

　　　　　　①遠野秋恒(盛岡中央)　②栩原諒大(さくら館)　③浅石和尊(楓凛館鹿角)　③兎沢佳斗(楓凛館鹿角)

　○小学校3.4年生女子の部

　　　　　　①阿部　桜(楓凛館鹿角)　②木村美友(楓凛館鹿角)　③木村美瑚(新明館)　③千葉　妃(新明館)

　○小学校5.6年生男子の部

　　　　　　①高藤　渉(山岸)　②髙橋千洋(仙北スポ少)　③小笠原　快(さくら館)　③佐々木良太(盛岡中央)

　○小学校5.6年生女子の部

　　　　　　①岩舘柚乃(新明館)　②深谷茄恵蘭(金ヶ崎)　③鳥居俐珠(一戸)　③澤尻眞由佳(八幡平)

　○中学校男子の部　　

　　　　　　①遠山拓斗(一戸中)　②千葉龍之介(大宮中)　③安藤宥進(大宮中)　③仁昌寺　恒(新明館)

　○中学校女子の部　　　　　

　　　　　　①大町比楽莉(飯豊中)　②阿部倖乃(厨川中)　③盛合　渚(上田中)　③長岩真子(上田中)

　２　共　催

　（１）各種大会



期　日 教　　室　　名 対　象 会　　場
参加人数
(延べ人数)

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
滝沢総合公園体育館柔剣道室

1,560

4月～7月 ゴルフ教室（12回） 市民
バーグル・ゴルフガーデン盛
岡西

240

4月28日 グラウンド・ゴルフ教室 市民 滝沢総合公園施設　芝生広場 19

6月 陸上競技教室
市内小学生・チャグ
スポ陸上会員

岩手県立大学陸上競技場 35

7月28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

7月～9月 バレーボール教室（10回）
一般男女
（小中学生含）

滝沢南中学校 193

1月5・12・19日 スキー教室 小学生 網張温泉スキー場 84

2月～3月 ソフトボール教室(3回） 市民 滝沢総合公園体育館 107

2,280

　（２）各種スポーツ教室

合　　　　　　　計



種　　目 成　績　・　結　果

相　撲 団体戦出場

男子Ｄ第2位、女子Ｂ 優勝

男子Ａ、Ｂ、Ｃ、女子Ａ 出場

スキー 男子総合第6位、女子総合第5位、男女総合第6位、1種目個人優勝

陸上競技 2種目個人優勝

柔　道 個人出場

バレーボール 男子総合第6位、女子総合第5位、男女総合第6位

ソフトテニス Ａ地区男子第5位、Ａ地区女子第3位

卓　球 男子出場、女子出場

ゲートボール 65歳以上の部第6位

剣　道 男子団体出場、女子団体出場

アーチェリー 個人3種目優勝

テニス 男子第2位、女子出場

バスケットボール 男子出場、女子第3位

水　泳 男子出場、女子出場、13種目個人優勝

ゴルフ 団体第2位

ボウリング 団体第4位

銃剣道 団体優勝、個人優勝

クレー射撃 スキート個人出場

自転車 女子個人優勝

なぎなた 個人出場

３　派遣事業

（１）第71回岩手県民体育大会

ソフトボール


