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写真で振り返る栃の葉国体（昭和55年）⑫

　栃の葉国体では、各県選手団の宿泊は当時の日産第１アパートのうち６５戸を借用
し、1 人当たり２畳で割り当てました。全期間で２７０名、延べ１，５３１名の宿泊者が選
手宿舎を利用しました。食事は外部業者に委託し調理したものを運搬し、係員が盛り付
け、食堂で食べてもらいました。食器の洗浄は、当時できたばかりの北小学校の調理室で
行ないました。
　また、宿舎となった日産第１アパート自治会のみなさんと選手団との交流会も開催さ
れました。国体終了後には各県選手団から沢山のお礼状が届けられました。

▶問い合わせ先＝生涯学習課　国体推進係　　　９１７４56☎

①食事の盛り付けをする協力員 ②食堂で食事をする選手団

③部屋でくつろぐ選手団 ④選手団と地元自治会との交流会

⑤後日送付された選手団からのお礼状

令和４年度　栃木県柔道少年団
強化選手選考会

６月５日　真岡市武道体育館

○軽量の部　小学６年　男子

　優　勝＝野澤　和生（明治小）

●５０００m(一般)の部

優　勝＝野上　善弘

準優勝＝稲見　隆典

●３０００m(一般)の部

優　勝＝野上　善弘

準優勝＝稲見　隆典

第３位＝浜野　有都

●１５００m(中学男子)の部

優　勝＝塚田　隼斗

準優勝＝　杉　隼斗

第３位＝斉藤　圭汰

●１５００m(一般)の部

優　勝＝野上　善弘

準優勝＝稲見　隆典

第３位＝浜野　有都

●走幅跳(中学男子）の部

優　勝＝海老原　滉斗

準優勝＝斉藤　圭汰

第３位＝齋藤　楓悟

●走幅跳(中学女子）の部

優　勝＝中川　佳音

●走幅跳(一般）の部

優　勝＝及川　博幸

●１００m(中学男子）の部

優　勝＝内藤　一

準優勝＝塚田　隼斗

第３位＝斉藤　圭汰

●１００m(中学女子）の部

優　勝＝中川　佳音

準優勝＝及川　美音

●１００m(一般）の部

優　勝＝若林　達也

準優勝＝及川　博幸

第３位＝塚田　洋之

●砲丸投げ(中学男子）の部

優　勝＝斉藤　圭汰

●砲丸投げ(中学女子）の部

優　勝＝海老原　凛佳　

●砲丸投げ(一般）の部

優　勝＝川俣　陽介

準優勝＝蓬田　知美

第３位＝及川　博幸

上三川町パークゴルフ協会長杯

上三川町陸上競技記録会

６月１４日　かみのかわパークゴルフ場
男　子

優　勝＝大沼　武

準優勝＝小口　明生

第３位＝三浦　喜美治

女　子

優　勝＝金久保　とし子

準優勝＝村越　昌子

第３位＝荒　　せつ

上三川町体育センター
からのお知らせ

　各教室の詳細については、体育
センターホームページ、インスタ
グラムをご確認ください。
〈７月より新規レッスン開催中〉

－お詫びして訂正します－

開館時間：午前９時～午後９時
休館日：８月１日、８日、１５日、
　　　　２２日、２９日
　　　　９月５日、１２日、２６日

入賞者の皆さん左から野澤さん、稲田　明先生

６月１９日　上三川中学校

広報かみのかわ７月号２２ページの
大会名に誤りがありました。
お詫びして訂正します。

〈正〉
第１６回上三川町長杯
〈誤〉
上三川町パークゴルフ協会長杯
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館または、イベントの中止や内容を変更することがありますのでご理解願います。



スポーツスポーツ スポーツスポーツ

各
種
大
会
結
果

写真で振り返る栃の葉国体（昭和55年）⑫

　栃の葉国体では、各県選手団の宿泊は当時の日産第１アパートのうち６５戸を借用
し、1 人当たり２畳で割り当てました。全期間で２７０名、延べ１，５３１名の宿泊者が選
手宿舎を利用しました。食事は外部業者に委託し調理したものを運搬し、係員が盛り付
け、食堂で食べてもらいました。食器の洗浄は、当時できたばかりの北小学校の調理室で
行ないました。
　また、宿舎となった日産第１アパート自治会のみなさんと選手団との交流会も開催さ
れました。国体終了後には各県選手団から沢山のお礼状が届けられました。

▶問い合わせ先＝生涯学習課　国体推進係　　　９１７４56☎

①食事の盛り付けをする協力員 ②食堂で食事をする選手団

③部屋でくつろぐ選手団 ④選手団と地元自治会との交流会

⑤後日送付された選手団からのお礼状

令和４年度　栃木県柔道少年団
強化選手選考会

６月５日　真岡市武道体育館

○軽量の部　小学６年　男子

　優　勝＝野澤　和生（明治小）

●５０００m(一般)の部

優　勝＝野上　善弘

準優勝＝稲見　隆典

●３０００m(一般)の部

優　勝＝野上　善弘

準優勝＝稲見　隆典

第３位＝浜野　有都

●１５００m(中学男子)の部

優　勝＝塚田　隼斗

準優勝＝　杉　隼斗

第３位＝斉藤　圭汰

●１５００m(一般)の部

優　勝＝野上　善弘

準優勝＝稲見　隆典

第３位＝浜野　有都

●走幅跳(中学男子）の部

優　勝＝海老原　滉斗

準優勝＝斉藤　圭汰

第３位＝齋藤　楓悟

●走幅跳(中学女子）の部

優　勝＝中川　佳音

●走幅跳(一般）の部

優　勝＝及川　博幸

●１００m(中学男子）の部

優　勝＝内藤　一

準優勝＝塚田　隼斗

第３位＝斉藤　圭汰

●１００m(中学女子）の部

優　勝＝中川　佳音

準優勝＝及川　美音

●１００m(一般）の部

優　勝＝若林　達也

準優勝＝及川　博幸

第３位＝塚田　洋之

●砲丸投げ(中学男子）の部

優　勝＝斉藤　圭汰

●砲丸投げ(中学女子）の部

優　勝＝海老原　凛佳　

●砲丸投げ(一般）の部

優　勝＝川俣　陽介

準優勝＝蓬田　知美

第３位＝及川　博幸

上三川町パークゴルフ協会長杯

上三川町陸上競技記録会

６月１４日　かみのかわパークゴルフ場
男　子

優　勝＝大沼　武

準優勝＝小口　明生

第３位＝三浦　喜美治

女　子

優　勝＝金久保　とし子

準優勝＝村越　昌子

第３位＝荒　　せつ

上三川町体育センター
からのお知らせ

　各教室の詳細については、体育
センターホームページ、インスタ
グラムをご確認ください。
〈７月より新規レッスン開催中〉

－お詫びして訂正します－

開館時間：午前９時～午後９時
休館日：８月１日、８日、１５日、
　　　　２２日、２９日
　　　　９月５日、１２日、２６日

入賞者の皆さん左から野澤さん、稲田　明先生

６月１９日　上三川中学校

広報かみのかわ７月号２２ページの
大会名に誤りがありました。
お詫びして訂正します。

〈正〉
第１６回上三川町長杯
〈誤〉
上三川町パークゴルフ協会長杯

のざわ                   かずと

いなだ        あきら

おおぬま        たけし かなくぼ            としこ

むらこし            まさこ

あらみうら                     きみじ

のがみ                よしひろ おいかわ              ひろゆき

ないとう             かず

のがみ                よしひろ

のがみ                よしひろ

いなみ                 たかのり

いなみ                 たかのり

いなみ                 たかのり

つかだ                   はやと

つかだ                   はやと

たかすぎ                はやと

さいとう                 けいた

さいとう                 けいた

さいとう                 けいた

えびはら                     りんか

かわまた              ようすけ

よもぎた                 ともみ

おいかわ              ひろゆき

さいとう                 けいた

さいとう                ふうご

なかがわ               かのん

なかがわ               かのん

おいかわ               みおん

おいかわ              ひろゆき

つかだ                 ひろゆき

わかばやし             たつや

はまの                   ありと

はまの                   ありと

えびはら                      あきと

こぐち                あきお

町
か
ら

特
　
集

図
書
館

い
き
い
き
プ
ラ
ザ

中
央
公
民
館

ス
ポ
ー
ツ
情
報

町
の
話
題

東
館
南
集
会
所

お
知
ら
せ
版

ス
ポ
ー
ツ
情
報

広報かみのかわ　2022.8.123

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館または、イベントの中止や内容を変更することがありますのでご理解願います。


