
参加種目（チーム名） 人数

（和歌山市）

（和歌山市）

（白浜町）

（紀の川市）

（和歌山市）

１位グループ決勝トーナメント第８位（優秀賞）

監督：竹崎悦夫、原田牧夫、田中峰子

6

予選C グループ　※第１位（得失点差による）

　岩手県　２：１　茨城県

　岩手県　２：１　奈良県

1次予選リーグ　Ｌブロック３位

　　　鷲森法子、浪岡テルエ、及川睦子

　岩手県　２：１　高知県

　岩手県　２：０　福井県

2次予選リーグ（第３位リーグ）Ｃブロック１位

　岩手県　５：０　千葉市

　岩手県　１：２　京都府

監督：髙橋等、千葉勝美、植村とし子

　岩手県　０：３　広島市 　岩手県　１：２　三重県

　　　沼倉広行、吉川健次、中居芳明、小原一利

　岩手県　４：０　高知県

6

6

13

決勝トーナメント進出ならず

トーナメント戦

主将：庄子久吉、荒屋昌之、荒屋仁

　　　久慈とめ、上澤麗子、荒屋一枝

※合計68チーム参加

４位グループ決勝トーナメント３位（優秀賞）

　岩手県　０：２　福島県

　　　村上吉信

予選　第１コート　Ａパート

6

　岩手県　２：３　宮崎県

　岩手県　１：４　茨城県

監督：菊地行男、吉田英晴、森川正和

３位グループ決勝トーナメント（ベスト８）

　岩手県　１：３　神戸市

　岩手県　３：２　和歌山県Ｃ

1回戦　岩手県　17：10　岐阜県

2回戦　岩手県　10：17　高知県

　　　佐藤きみ子、藤田篤、福岡千鶴子

トーナメント戦

　岩手県　７：３　北九州市

監督：黒沼隆雄、藤平吉雄、杉澤利夫、黒沼弘

　　　佐々木聰、小野久洲男、天木謙造、細田俊秋

　　　我妻和子、佐々木基行、福田利文

予選Ｋブロック　第４位

　岩手県　１：２　鹿児島県

　岩手県　１：２　静岡市

　岩手県　１：５　熊本県（ベスト１６）（優秀賞）

成　　　　　　　　績

第32回全国健康福祉祭和歌山大会岩手県選手団成績一覧表

卓球
（南部いわて）

テニス
（岩手県）

ソフトテニス
（チームIWATE）

ゲートボール
（盛岡北部）

3回戦　岩手県　14：16　山口県
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ソフトボール
（滝沢シニアクラブ）



参加種目（チーム名） 人数

（和歌山市）

（岩出市）

（橋本市）

（太地町）

（田辺市）

（白浜町）

剣道
（岩手県剣道連盟夢想寿会）

　　　　70歳以上の部　90位　菊池久男

主将：吉田吉雄、太田正三、佐藤光興 　岩手県　18：10　京都府

決勝トーナメント（準優勝）

3

予選Ｂブロック　※2位通過により決勝進出 決勝トーナメント

　　選手：菊池久男、八重樫理男、西堀修司 ※53チーム、合計165人参加

3km 70歳未満 男子 21位　高橋正美　　23：22

3km 70歳未満 女子 11位　亀井千枝子　17：06

団体戦　237.4　47位（53チーム中）

個人戦　65～69歳の部　44位　西堀修司

　　　　70歳以上の部　70位　八重樫理男

予選　第７コート　Ｂパート

6

　　　佐藤テル子、藤本有子、佐々木二郎 　岩手県　８：19　鹿児島県（鹿児島県優勝）

1回戦　岩手県　15：14　福岡県 　岩手県　15：７　京都市

3回戦　岩手県　０：０　 横浜市（横浜市棄権） 　岩手県　17：11　鳥取県

　岩手県11：４滋賀県 　岩手県　６：10　京都市

　岩手県５：10和歌山県Ｇ

　監督：千葉秀雄、小原三郎、長谷榮子

　　　髙橋宏充、中野義友、駒木信一

予選リーグ　６ブロック　４位　（敗退）

　岩手県　１：１　新潟市（勝）※総本数差による

予選　立順23　的中17 （敗退）　※65チーム参加

　　　野村豊、玉川功、土川敦

5km 70歳未満 男子 16位　金野剛一　　22：06

10km 70歳未満 女子 ３位  佐藤裕子　　51：30

5km 70歳未満 女子 13位　菊池久美子　27：00

10km 70歳未満 男子 25位 亀井涼一　　58：07

　岩手県　０：５　和歌山Ａ

成　　　　　　　　績

6

ゲートボール
（河北）

ペタンク
（いわて北上）

3

6

　岩手県11：７鹿児島県

監督：足利幸吉、佐藤法彦、熊田弓子

監督：生内正昭、柿本重幸、澤田徳伸

6

ゴルフ
(岩手県）

マラソン
（岩手県）

弓道
（岩手県）
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　岩手県　16：７　富山県2回戦　岩手県　16：11　兵庫県



参加種目（チーム名） 人数

（和歌山市）

（日高川町）

（かつらぎ町）

男子

75～79歳 50m 背泳 簗部忠克　５位　52.32

※男子の部参加者277人
　女子の部参加者123人

Ｌコース　菅原健一　　91位　※未完走

全体総合15位　pt17　（20チーム参加）

Ｍコース　三澤儀男　　４位

Ｓコース　高橋千代司　91位　※未完走

　倉内　秀徳　第52位  　　57打

　岩手県　０：３　大阪府

　佐々木正司　第82位  　　58打

　内田　 剛  　第243位　　67打

　岩渕　武彦　第７位  　　49打（優秀賞）

　穂高　 均  　第26位  　　54打

　神田　梅代　第97位  　　66打

　選手：簗部忠克、佐々木芳夫、及川秀夫、工藤栄三

　　　　内藤文子、工藤郁子、伊藤朱実、西國禮子

監督：江釣子卓也、尾美裕功、鈴木正幸、小野稔

　　　竹田秀明、対馬正孝、谷地幸一、岩渕四郎

　選手：高橋千代司、菅原健一、三澤儀男

Ｏブロック（４チーム）

（2日目）※会場は串本町

　岩手県　３：１　熊本市 　岩手県　０：３　岐阜県

備考：競技全体で未完走者合計16名

　　　小野寺純志、川下昭夫、齋藤則雄、千葉恵二

　　　村上金吾、千葉博之、畠山政文 ※参加チーム数６０チーム

6

成　　　　　　　　績

3

（1日目）※会場は新宮市

15

混合100mメドレーリレー280歳以下30位　1:32.07

混合100mリレー281歳以上26位　1:24.77

（佐々木芳夫、簗部忠克、工藤郁子、西國禮子）

混合100mリレー280歳以下29位　1:20.31

男子

65～69歳 25m 平泳 工藤栄三　１位　16.96

グラウンド・ゴルフ

オリエンテーリング
（岩手県ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会）

サッカー
（岩手60）

（新宮市、串本町、
上富田町、田辺市）

8

水泳
（岩手県）
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65～69歳 50m 平泳 工藤栄三　４位　39.53

80歳以上 50m 自由 佐々木芳夫 ６位  41.45

女子

70～74歳 50m 背泳 内藤文子　　 ８位　1:07.54

70～74歳 50m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 西國禮子　５位　1:05.57

65～69歳 50m 自由 工藤郁子　　16位　50.15

60～64歳 50m 自由 伊藤朱実　　９位　42.71

（内藤文子、工藤栄三、及川秀夫、伊藤朱実）

75～79歳 25m 背泳 簗部忠克　５位　23.69

女子

70～74歳 25m 背泳 内藤文子　　 ８位　31.59

80歳以上 25m 自由 佐々木芳夫 ６位  18.20

70～74歳 25m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 西國禮子　８位　27.16

65～69歳 25m 自由 工藤郁子　　14位　22.72

60～64歳 25m 自由 伊藤朱実　　11位　19.44

（及川秀夫、工藤栄三、伊藤朱実、内藤文子）

75～79歳 50m 自由 及川秀夫　８位　40.97 75～79歳 25m 自由 及川秀夫　９位　17.75

混合100mメドレーリレー281歳以上26位　1:42.77

（簗部忠克、工藤郁子、西國禮子、佐々木芳夫）



参加種目（チーム名） 人数

（橋本市）

（九度山町）

（由良町）

（海南市）

（那智勝浦町）

（紀美野町）

（田辺市）

ワルツ　1次予選、ﾘﾀﾞﾝｽ敗退 田村博、江釣子長子

　　　佐藤睦子、受川小百合、八戸由美子

第10位（優秀賞）　８．８５点　（50チーム参加）

監督：千葉真喜子、山口衣枝、中道京子、佐藤裕子

　　　二又祐子、森ツワ

くろしおコース　５位（優秀賞）

　　　菊池絢子、大橋信夫

　岩手県　１：２　島根県 　岩手県　２：０　秋田県

成　　　　　　　　績

予選リーグ戦　Ｖブロック 順位別リーグ戦　第３位グループ第６ブロック第１位

　岩手県　２：１　京都市 　岩手県　２：０　川崎市

4

総合　24位（32チーム参加）

　伊藤　裕　　115打　31位（79人中）

　安倍けんこ　131打　42位（49人中）

監督：伊藤裕、髙橋ヒサ子、安倍けんこ、松田累子

5

7

ﾁｬﾁｬﾁｬ　2次予選敗退　藤村誠紘、齊藤喜美江

団体戦　２次予選敗退

8

6

2

監督：千葉秀一、紺野立美、藤村誠紘、齊藤喜美江

　　　高橋民郎、安部セツ子、田村博、江釣子長子

ﾁｬﾁｬﾁｬ　2次予選敗退　高橋民郎、安部セツ子 ワルツ　3次予選敗退　千葉秀一、紺野立美

ルンバ　　3次予選敗退　藤村誠紘、齊藤喜美江 タンゴ　1次予選、ﾘﾀﾞﾝｽ敗退 田村博、江釣子長子

ルンバ　　2次予選敗退　高橋民郎、安部セツ子 タンゴ　2次予選敗退　千葉秀一、紺野立美

日高浩（旗手）、梅田佳一

個人戦

監督：福士徹、中村智、二又一男、久慈順子

合気道
（岩手県合気道連盟）

ソフトバレーボール
（北リアスクラブ）

太極拳
（チーム青蘭）

ダンススポーツ
（岩手県ダンススポーツ連盟）

パークゴルフ
（北上市）
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なぎなた
（岩手県なぎなた連盟） 3

　岩手県　０：１　福岡県 　(中居マス子)岩手：横浜市 １回戦延長　負け

監督：石田規子、泉澤シゲ子、中居ヤス子

　岩手県　０：５　大阪市 　(泉澤シゲ子)岩手：千葉県 １回戦延長　判定負け

　高橋ヒサ子　122打　27位（49人中）

　松田累子　　128打　37位（49人中）

※男子の部参加者79人
　女子の部参加者49人

団体戦　予選敗退 個人戦

選手：横澤繁、八重樫敏雄、古澤武三

ウォークラリー
（イーハトーブもりおか）

※順位はありません



参加種目（チーム名） 人数

（海南市）

（高野町）

（有田市）

（御坊市）

145

成　　　　　　　　績

「臨書」王鐸

小倉百人一首より

あかり

衝立（裂き織）

青のワシ

羽撃く令和の使者

ほほえみ

虎に説教

チャグチャグ馬っ子Ⅱ

くつろぎタイム

猫とアジサイ

バインブルグ草原

　髙橋　義忠　　３８位　小菊ブロック（68人中）

　岩手県　０：３　滋賀県

　武藤　由作　　１１位　舞妃蓮ブロック（68人中）

団体戦　予選リーグＮ組 １位 決勝進出（ベスト16） 団体戦（決勝トーナメント）　第８位（優秀賞）

　岩手県　２：１　広島市

　佐藤昌作　3勝1敗　うばめがしブロック10位（優秀賞）

　松井健一　2勝2敗　くじらブロック　　39位

　石川ヒロ　0勝4敗　みかんブロック　　58位 ※61チーム、178人参加

　岩手県　３：０　和歌山県Ｃ

　岩手県　２：１　長野県

　岩手県　３：０　高知県

　選手：金野征治、相原敏明、昆正

　中塚　一孝　　２５位　はまぼうブロック（68人中）

氏　　　　　名

高橋　文子

箱石　惠美子

　岡本　節子　　５７位　スターチスブロック（68人中）

作　品　名 備　　　　　考

大須賀　美智子

長谷川　節子

中村　和夫

鈴木　紳二

田表　祐子

菅原　克朗

藤原　節子

狐崎　千翠

銅賞受賞

古谷　広太郎

及川　茂樹

3

3

4

部　門　名

日本画

洋画

彫刻

工芸

書

写真

美
術
展

囲碁
（いわて南部片富士）

将棋
（岩手）

健康マージャン
（岩手）

文
化
交
流
大
会 民謡

1

　優秀賞

　選手：鳴海みよ（選手団紹介者）

団体戦　47位（61チーム中）


