
参加種目（チーム名） 人数

（横須賀市）

（横浜市）

　岩手県　２：１　神奈川県Ｄ

（小田原市）

高齢者賞：小原一利

交歓試合

（小田原市） 黒沼弘、日向由和、村上吉信、佐藤武、菅野 安成

佐藤和栄、細田俊秋、熊谷久司、佐藤昭男、熊谷國夫、

ソフトボール
（滝沢シニアクラブ） 15

トーナメント戦 決勝トーナメント進出ならず

　岩手県　８：10　相模原市Ｂ

　岩手県　２：10　兵庫県

監督：黒沼隆雄、藤平吉雄、小原一利、天木謙造、吉川健次、

　岩手県　１：２　香川県 　岩手県　０：３　神戸市　

　岩手県　１：２　岐阜県

監督：小山薫、栗澤正仁、山田準三

　　　千葉季美枝、伊藤ノリ子

監督：太田博、森山靜昭、小原利美子

　　　名達磯子、藤澤光義、赤井泰眞

ソフトテニス
（絆　IWATE） 5

予選Ｊブロック　第３位 3位グループ決勝トーナメント1回戦敗退

テニス
（チームロックハンド） 6

予選Ｐ グループ　※第2位（得失点差による） 2位グループ決勝トーナメント1回戦敗退

　岩手県　３：０　岡山県 　岩手県　０：３    長崎県

　岩手県　０：３　和歌山県

　岩手県　３：０　東京都２

　岩手県　４：１　栃木県

監督：髙橋次夫、及川節雄、菊地弘行

　　　髙橋静江、千田美津子、髙橋文子

　岩手県　１：４　静岡県 　岩手県　２：３　山梨県

2次予選リーグ（第２位グループ）　Fブロック　１位

　岩手県　５：０　岐阜県

第34回 全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会 岩手県選手団成績一覧表

成　　　　　　　　績
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卓球
（鬼っこ岩手） 6

1次予選リーグ　Ｅブロック　２位 2位グループ決勝トーナメント第３位（優秀賞）

　岩手県　３：２　岡山県 　岩手県　３：１　相模原市Ａ
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参加種目（チーム名） 人数 成　　　　　　　　績

藤沢市特別表彰：西岡真紀子

（藤沢市）

高齢者賞：久慈とめ

（藤沢市）

（大井町）

（箱根町）

（山北町）

5km 70歳未満 女子 ６位　志田光恵　　24：38

10km 70歳未満 男子 １位 千田布美夫　 37：42

10km 70歳未満 女子 ９位  伊藤成子　　57：01

　　選手：小岩正一、佐藤悠一、髙橋忠春

マラソン
（岩手県） 6

3km 70歳未満 男子   － 　吉川勝哉　　途中棄権

3km 70歳未満 女子 ２位　高橋紀子　　14：42

5km 70歳未満 男子 １位　佐々木建　　19：10

ゴルフ
(岩手県） 3

団体戦　231.0　38位（54チーム中）

個人戦　65～69歳の部　25位　佐藤悠一

　　　　70歳以上の部　52位　髙橋忠春

　　　　70歳以上の部　62位　小岩 正一

　岩手県11：８京都府 　岩手県　２：11　鳥取県

　岩手県９：７神奈川県Ｄ

　岩手県９：６石川県

　監督：阿部道知、阿部 和司、阿部 妙子

主将：庄子久吉、本宮秀彦、南野市蔵、佐藤圭介

　　　木村洋子、北口富美子、久慈とめ

ペタンク
（岩手スリーＡ） 3

予選Ｆブロック　※１位通過により決勝進出 決勝トーナメント１回戦敗退

ゲートボール
（けやき） 7

予選　第７コート　Ｂパート　１位 決勝トーナメント（ベスト16、優秀賞）

1回戦　岩手県　16：７　東京都（世田谷） 　岩手県　15：８　島根県

2回戦　岩手県　８：７　宮崎県 　岩手県　13：13　東京都（東久留米）内容負け

3回戦　岩手県　19：８　岐阜県

1回戦　岩手県　14：９　愛知県

2回戦　岩手県　８：13　愛媛県

3回戦　岩手県　14：12　京都府

主将：桑原正治、小原基治、小菅光成

　　　小原靜子、西岡真紀子
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ゲートボール
（さくら） 5

予選　第16コート　Ａパート　２位 決勝トーナメント進出ならず
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参加種目（チーム名） 人数 成　　　　　　　　績

（秦野市） 山下 宏暢、青山 純子、舘向 努

（伊勢原市）

（相模原市）

（真鶴町）

Ｍコース　三澤儀男　　12位

Ｌコース　菅原健一　　10位

全体総合８位

　選手：三澤儀男、高橋千代司、菅原健一

　　　　佐藤喜代子、内藤文子、小笠原淑子、市川牧子

オリエンテーリング
（岩手県ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会） 3

Ｓコース　高橋千代司　10位

混合100mメドレーリレー280歳以下 18位　1:21.87 混合100mリレー280歳以下 25位　1:16.03

（内藤文子、工藤栄三、西川勝夫、佐藤喜代子） （西川勝夫、佐藤喜代子、工藤栄三、内藤文子）

　選手：西川勝夫、工藤栄三、大坪範雄、松田啓悟

75～79歳 25m 平泳 小笠原淑子　 ４位　28.58

混合100mメドレーリレー281歳以上 24位　1:43.74 混合100mリレー281歳以上 23位　1:35.17

（市川牧子、小笠原淑子、大坪範雄、松田啓悟） （市川牧子、小笠原淑子、大坪範雄、松田啓悟）

65～69歳 50m 自由 佐藤喜代子　 ９位　38.70 65～69歳 25m 自由 佐藤喜代子　 ５位　17.38

70～74歳 50m 自由 市川牧子　    10位　58.32 70～74歳 25m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 内藤文子　７位　37.22

75～79歳 50m 平泳 小笠原淑子　 ５位　1:02.34 70～74歳 25m 背泳 市川牧子　    11位　28.69

70～74歳 25m 自由 西川勝夫　１位　14.39

70～74歳 50m 自由 松田啓悟　５位　37.57 70～74歳 25m 自由 松田啓悟　６位　16.58

80～84歳 50m 背泳 大坪範雄　６位　56.08 80～84歳 25m 背泳 大坪範雄　９位　26.31

女子 女子

　　　髙師一郎、藤田恒夫
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水泳
（岩手県） 8

男子 男子

65～69歳 50m 平泳 工藤栄三　４位　39.54 65～69歳 25m 平泳 工藤栄三　４位　17.23

70～74歳 50m 自由 西川勝夫　２位　31.95

5

予選リーグ　16ブロック　（予選敗退）

　岩手県　１：３　東京Ａ

　岩手県　１：４　佐賀県

監督：駒木信一、髙橋康祐、田口享

ス
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流
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弓道
（岩手） 7

予選　立順36　的中15（敗退）

監督：柏木 公博、畠山 秋雄、阿部 敏孝、松本 勢津子

剣道
（岩手県）
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参加種目（チーム名） 人数 成　　　　　　　　績

高齢者賞：舘洞 實

（海老名市）

（横浜市）

藤沢市特別賞：大坊 周子

（藤沢市）

高齢者賞：高橋 紀代美

交流試合（演技競技） 高橋紀代美 優秀賞 一回戦　岩手：大阪市 一本勝

二回戦　岩手：千葉県 敗退

交流試合（試合競技・団体戦） 泉澤シゲ子 一回戦　岩手：大阪市 敗退

（川崎市）

　岩手県　２：３　茨城県

　岩手県　０：２　香川県（１引分２敗）

監督：中居ヤス子、高橋紀代美、泉澤シゲ子

　岩手県　２：０　愛知県

監督：大坊周子、高橋洋子、江苅内道子

　　　浦田和幸、上田洋一、千葉光一

なぎなた
（岩手県） 3

団体戦　予選敗退 交歓試合（個人戦）

　　　村上文丈、関友視、高橋晃、伊藤良広

ソフトバレーボール
（サンライフ） 6

予選リーグ戦　５ブロック　３位  順位別リーグ戦 第３位グループ16組１位　優秀賞

　岩手県　１：２　茨城県 　岩手県　２：０　京都府

　岩手県　０：２　熊本市

（1日目）※会場は東戸塚フットボールパーク （2日目）

　岩手県　０：４　浜松市 　岩手県　０：０　広島市

　岩手県　１：０　石川県

監督：柴田充、松浦徹、田高辰己、三好健志

　　　加藤武夫、澤村一行、千葉光直、佐野正史

　　　桜井悟、坂下正典、菅野成厚、児玉功

　　　八重樫新一、平野博美、鈴木淳、大森正章

　　　千田美智仁、大谷冬太、高橋信之、吉田博任

サッカー
（岩手選抜６０）

16

Ｉブロック（４チーム）３位

　　　坂本玄、沖舘和男、照井均、菊池純一
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ラグビーフットボール
24

　岩手県　33：０　愛知県 　岩手県　24：０　静岡県

監督：八重樫悟、舘洞實、浦邊榮一、高橋規

　　　米田敏次、滝浦輝雄、小山進、佐藤雅夫

　　　高橋和彦、及川浩、軽井沢保雄、伊藤明広
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参加種目（チーム名） 人数 成　　　　　　　　績

（座間市）

トーナメント戦 交歓試合

（秦野市）

（綾瀬市）

（川崎市）

（平塚市）

（平塚市）

スポーツウエルネス吹矢
3

団体戦総合　23位

個人戦　中村和司　　174点　80位

　　　　今野喜久雄　174点　79位

　　　　上野博幸　　190点　31位

選手：中村和司、今野喜久雄、上野博幸

スポーツウエルネス吹矢
（岩手Ａチーム） 3

団体戦総合　12位

個人戦　星　利一　　190点　39位

　　　　瀬川正範　　190点　38位

　　　　佐々木一幸　180点　70位

選手：星利一、瀬川正範、佐々木一幸

ルンバ　　2次予選敗退　大平 騰一、伊藤 郁子 タンゴ　2次予選敗退　木附沢 茂美、木附沢 とみ子

監督：山下和男、木附沢茂美、山下千佳子、木附沢 とみ子

　　　伊藤慎悟、大平騰一、高橋由美子、伊藤 郁子

ﾁｬﾁｬﾁｬ　2次予選敗退　伊藤 慎悟、高橋 由美子 ワルツ　第３位　 山下和男、山下千佳子

ﾁｬﾁｬﾁｬ　2次予選敗退　大平 騰一、伊藤 郁子 ワルツ　2次予選敗退　伊藤 慎悟、高橋 由美子

ルンバ　　1次予選敗退　伊藤 慎悟、高橋 由美子 タンゴ　第３位　 山下和男、山下千佳子

　野田坂博伸　男子シニア　　　　　第19位　89打

　関　祐子　　女子　第13位  　　90打

　太田美嘉子　女子　第21位  　　102打

ダンススポーツ
（イワテケンのタカラ） 8

団体戦　３次予選進出　15位

個人戦

　　　渡辺嘉明、細川修一、近藤春彦、北條直文、

　　　田口喜代志、高橋昌巳、佐藤正孝、佐々木昌久、

　　　後藤和彦、熊谷亨、佐々木茂三、藤尾芳彦、柴田洋一

ターゲット・バードゴルフ
（岩手） 4

　梅垣　昭三　男子グランドシニア　第15位　84打

選手：横澤繁、立花良子、高野橋キン

　　　佐藤ユキ子、冨手京子

軟式野球
（紫波かしわクラブ） 17

　岩手県　７：13　神奈川県Ｂ 　岩手県　１：４　福井県

監督：大川 孝夫、二階堂早人、工藤勇、高野幸造、
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ウォークラリー
（イーハトーブ花巻） 5

ひまわりコース　優勝
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参加種目（チーム名） 人数 成　　　　　　　　績

ラウンド１

リパチャージ（敗者復活戦）

ラウンド２

ショートボード（大磯町）

個人戦

（平塚市）

（愛川町）

個人戦

（厚木市）

180

　太田玲子　　２４位　鮎ブロック

　村山輝雄　　６１位　ホルモンブロック

　東　忠男　　　７位　花火ブロック（優秀賞）

　内館信子　　３１位　温泉ブロック

　選手：小林秀雄、新沼光幸、金野征治

健康マージャン
（岩手） 4

団体戦　52位

将棋
（岩手） 3

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

　岩手県　３：０　東京都Ｂ 　岩手県　２：１　山口県

　岩手県　３：０　熊本市 　岩手県　０：３　兵庫県

　岩手県　２：１　京都府

文
化
交
流
大
会

囲碁
（いわて南部片富士） 3

団体戦　10位以内に入らず

　矢野栄三郎　2勝2敗　えのしまブロック

　佐藤昌作　　4勝0敗　はっけいじまブロック（全勝賞）

　及川　聆　　3勝1敗　はこねブロック（優秀賞）

ふ
れ
あ
い
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流
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サーフィン
（岩手県） 2

　吉田憲正　３位、桜田宏徳　３位

　吉田憲正　３位、桜田宏徳　２位

　桜田宏徳　４位敗退

選手：吉田憲正、桜田宏徳
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参加種目（チーム名） 人数 成　　　　　　　　績

そ
の
他

俳句

ジュニア部門・高校生　優秀賞　鈴木綾乃（水沢高校） 蛙鳴く私の失言消すごとく

写真
竹花信一 雨の吉日

北井崎昇 ふるさとの秋

書
藤原節子 業平集より 銅賞受賞

工藤由美子 白楽天詩　二首

工芸
髙橋幸雄 新からくさ文文庫 (一財)長寿社会開発センター理事長賞

阿部きよ子 蓋付小物入れ

彫刻
中居啓治 枯ナナカマドすずめ

梅村仁志 錦秋湖に浮かんだ翻車魚

街道

洋画
菊池　洋 豪雪の里

井口敏良 不条理

美
術
展

部　門　名 氏　　　　　名 作　品　名 備　　　　　考

日本画
藤原妙子 花

佐野恭子

7


