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倉橋ふれあい水泳記録会

呉・賀茂新人大会

11月10日㈰にくらはし温水プール・ウイング
くらはしで、
第29回倉橋ふれあい水泳記録会が
行われました。
坂町から横浜童泳会の20名が参
加しました。
100ｍバタフライ高校生以下女子 1位 伊藤 光希 （坂中学校3年）
1 0 0 ｍ 背 泳 ぎ 高 校 生 以 下 女 子 1位 伊藤 澄奈 （坂小学校6年）
3位 慶德 紗奈 （坂小学校4年）
1 0 0 ｍ 平 泳 ぎ 高 校 生 以 下 男 子 3位 縫部 楓翔 （坂小学校6年）
100ｍ個人メドレー小学５-6年生女子 1位 縫部 颯希 （坂小学校6年）
2位 中村 咲来沙（坂小学校6年）
3位 松岡 聖奈 （横浜小学校5年）
5 0 ｍ 背 泳 ぎ 高 校 生 以 下 女 子 1位 伊藤 光希 （坂中学校3年）
50ｍ背泳ぎ小学5-6年生女子 1位 伊藤 澄奈 （坂小学校6年）
50ｍ背泳ぎ小学4年生以下女子 3位 慶德 紗奈 （坂小学校4年）
50ｍ平泳ぎ小学5-6年生男子 3位 縫部 楓翔 （坂小学校6年）
50ｍ平泳ぎ小学5-6年生女子 3位 松岡 聖奈 （横浜小学校5年）
50ｍバタフライ高校生以下女子 2位 伊藤 光希 （坂中学校3年）
50ｍバタフライ小学5-6年生女子 1位 伊藤 澄奈 （坂小学校6年）
2位 中村 咲来沙（坂小学校6年）
3位 縫部 颯希 （坂小学校6年）
50ｍバタフライ小学4年生以下女子 3位 三浦 想葉 （坂小学校4年）
25ｍ板キック小学1-2年生男女混合 1位 杉山 凛太郎（横浜小学校1年）
25ｍ背泳ぎ小学4年生以下女子 1位 慶德 実優 （坂小学校4年）
2位 木村 紗良 （横浜小学校3年）
25ｍ平泳ぎ小学4年生以下女子 1位 藤田 帆乃栞（坂小学校3年）
2位 川口 紗季 （坂小学校3年）
3位 井上 璃海 （坂小学校3年）
25ｍバタフライ小学4年生以下女子 1位 川口 紗季 （坂小学校3年）
25ｍ自由形小学4年生以下女子 1位 藤田 帆乃栞（坂小学校3年）
2位 木村 結菜 （横浜小学校3年）
100ｍフリーリレー小学生以下女子 1位 横浜童泳会Ａ

（松岡 聖奈・慶德 実優・慶德 紗奈・三浦 想葉）
2位 横浜童泳会Ｂ

（藤田 帆乃栞・木村 結菜・木村 紗良・川口紗季）
100ｍフリーリレー小学生以下男子 ２位 横浜童泳会Ｃ

（井上 璃海・縫部 楓翔・中村 碧月・槌廣 健翔）
200ｍフリーリレー無制限 3位 横浜童泳会

（伊藤 澄奈・縫部 颯希・中村 咲来沙・伊藤 光希）

11月16日㈯・17日㈰に呉・賀茂新人大会が
開催され、坂中学校の生徒が活躍しました。
団体の部
１位 野球部
２位 サッカー部
個人の部
卓球女子の部
３位 藤原 未咲
柔道男子50㎏級 ３位 清家 慶人
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第39回全国中学生人権作文コンテスト広島
県大会で、坂中学校の生徒が入賞しました。
広島県教育委員会賞
「そばに居てくれて」佐藤 嘉音（坂中学校１年）

安芸地区ジュニアバレーボール大会
11月23日(土・勤労感謝の日）に向洋新町小学校体育館
で第15回安芸地区ジュニアバレーボール大会
が開催されました。6チームが参加し、安芸バ
レーボールスポーツ少年団は2位になりました。

▲左から
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牧野さん、難波さん、新本さん

広島県マスターズ秋季水泳大会
兼日本スポーツマスターズ 2020 予選会

▲安芸バレーボールスポーツ少年団

広島県民体育大会 空手道競技
スポーツ少年団の部

11月４日（月・振替休日）に広島市安佐北区スポーツ
センターで、第44回広島県民体育大会空手道
競技スポーツ少年団の部が開催され、空手道ス
ポーツ少年団に登録した選手の中から、各道場
から選抜された502名の選手が参加しました。
坂町からは、坂町空手道スポーツ少年団に所
属する20名の選手が出場しました。

形競技（個人戦）
小学生９級以下の部
３位 川瀨 蒼太
中学生男子の部
優勝 谷 柊瑳

組手競技（個人戦）
小学生５・６年生女子の部
優勝 谷 友里愛

▲左から

▲横浜童泳会
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全国中学生人権作文コンテスト広島県大会

広島県水泳連盟表彰式

11月24日㈰にリーガロイヤルホテル広島で
令和元年度広島県水泳連盟表彰式が行われまし
た。坂町体育協会水泳部からは３名が特別賞を
受賞しました。
■水球
第42回全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技会Ｃ区分（中学生女子）水球 ４位
新本 帆乃香（広島水球クラブ・坂中学校３年）
牧野 晴渚 （広島水球クラブ・坂中学校３年）
■水泳
日本スポーツマスターズ2019ぎふ清流大会
９部（70～74歳）男子50ｍバタフライ ３位
280歳の部（280歳～）男子４×50ｍフリーリレー １位

（大会新記録）
280歳の部（280歳～）男子４×50ｍメドレーリレー １位
難波 惣淳（フィッタ坂）

谷
（友）
さん、
川瀨君、
谷
（柊）
君

1 1 月 ３ 日 （日・文化の日）に 広 島 県 立 総 合 体 育 館
プールで2019年度広島県マスターズ秋季水泳
大会が開催され、234名が参加しました。坂町
からは、体育協会水泳部から２名が出場しました。
男子25ｍ自由形（60～64歳） ３位 荒木 辰昭
男子25ｍ背泳ぎ（60～64歳） ３位 荒木 辰昭
男子100ｍ個人メドレー（70～74歳） ２位 難波 惣淳
男子100ｍリレー（240～279歳） ２位

荒木 辰昭・難波 惣淳（他市町から２名）

第67回坂町農産物品評会報告

広島県公衆衛生大会

11月21日㈭に第60回広島県公衆衛生大会が
開催されました。
永年にわたり、地域住民の公衆衛生の向上及
び増進に貢献された功
労に対し、坂町公衆衛
生推進員の山本 政信
さん（植田三丁目）が
地区衛生組織活動功労
者表彰を授与されまし
た。

▲山本さん

ねんりんピック紀の国わかやま
2019 サッカー交流大会

11月９日㈯～11月11日㈪
にかけて、和歌山県内の運動
公園及びサッカー場等で、ね
んりんピック紀の国わかやま
2019サッカー交流大会が60
チーム参加のもと盛大に開催
されました。
広島県選抜が出場し、15
ブロックに分かれてのリーグ
戦の末、２位になりました。

▲広島県選抜の選手
として出場された
高木 登さん

安芸郡小学校陸上記録会

11月９日㈯に呉市総合スポーツセンターで
安芸郡小学校陸上記録会が開催され、町内の小
学生が活躍しました。
６年女子走幅跳 １位 新見 菜々子（坂小学校）
２位 大平 睦実 （小屋浦小学校）
６年女子走高跳 ３位 中江 千紘 （横浜小学校）
５年男子走高跳 ３位 前田 恵吾 （横浜小学校）
５年男子100ｍ走 ３位 永松 蓮
（横浜小学校）

■坂町長賞
新木 郁美（白菜）
12月１日㈰に坂小学校体育館及び小屋
■安芸農業協同組合長賞
浦ふれあいセンターで、坂町農産物品評会
政本 和雄（白菜）
が盛大に開催されました。
■種類別一等賞
坂会場で124点、小屋浦会場で88点、
葉菜類
合計212点の農産物が出品されました。
正原 美惠子（白菜）
作品はいずれも優れたものばかりで、厳
畝 恵子（キャベツ）
正な審査の結果、次の方が入賞されました。
西谷 幸直（白菜）
また、町内保育園の園児が地元の協力者
根菜類
とともに、農作物の栽培・収穫を体験し、
畝 恵子（大根）
記録写真の展示により、表彰されました。
政本 和雄（大根）

芋 類
北山 和司（山芋）
政本 和雄（サツマイモ）
果実類
正原 美惠子（八朔）
高下 勇（レモン）
その他
政本 和雄（しいたけ）
坂町の野菜をたくさん食べま賞
坂みみょう保育園
小屋浦みみょう保育園
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