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平成30年度全日本卓球選手権大会
ホープス・カブ・バンビの部
石井 愛莉
（南トロミ）
第17回全国ジュニアソフトテニス大会
（新座）、大石 蓮
（南トロミ）、
渡邉 智隼
（鈴石東町）、佐藤 ひより
（南トロミ）、
橋本 知歩
渡邉 結奈
（安達ヶ原）、大友 香穂
（郭内）
第25回全日本シングルスソフトテニス選手権大会
佐藤 夏妃
（郭内）
第63回全日本実業団ソフトテニス選手権大会
二本松市役所ソフトテニスクラブ
第22回全日本シニアソフトテニス選手権大会
佐藤 光一
（細野）
第７回U15ジャパンクラブバスケットボールゲーム
（茂原）、菅野 紗奈
（茂原）
菅野 結奈
第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会
喜古 紘斗
（郭内）
第18回全日本少年少女空手道選手権大会
（郭内）、門馬 永遠
（向作田）
植田 空夢
第32回全日本小学生男子ソフトボール大会
二本松スポーツ少年団
第53回全日本大学男子ソフトボール選手権大会
（油井）、佐藤 滋太
（郭内）
大内 博人
第27回全日本実年ソフトボール大会
鈴木 浩司
（小沢）
第15回全日本一般男子ソフトボール大会
菅野 崇
（若宮）、安達 勉
（二伊滝）、高島 広行（中里）、
矢澤 晴輝
（市海道）
第33回全日本壮年ソフトボール大会
（郭内）、原田 新哉
（社前）、
佐藤 信治
矢澤 敏徳
（市海道）
第23回全日本レディースソフトボール大会
（渋川）、渡邉 優香
（智恵子の森）、
服部 美桜

2019年３月 競輪開催日程
21〜 24

お得情報

（大垣）
ウィナーズカップ ＧⅡ

① 月曜・水曜・金曜

ナイター未確定車券3,000円分で

景品プレゼント

2/28〜３ 玉野記念［GⅢ］ 7〜10 松山記念［GⅢ］ ② 水曜・日曜 ウェルカムドリンク
15〜17 国際トラック支援（別府） 29〜4/1 小倉記念［GⅢ］ ③ ５と０の付く日は

※ＦⅠ、ＦⅡ開催情報はあだたらホームページでご確認ください

2019年３月オートレース開催日程

2〜5 伊勢崎オート 14〜17 飯塚オート
18〜20 伊勢崎オート
2〜5 飯塚オート
6〜11 グランプリレース 20〜24 共同通信社杯
（山陽）
ＧⅠ
26〜28 川口オート
（川口）
ＧⅠ
29〜31 伊勢崎オート
11〜13 浜松オート

入場ポイント２倍！

オートレース初心者講習会
随時開催
詳しくはサテライトあだたらホームページ♪
●競輪場外車券売場

サテライト あだたら
☎ 0243-53-2267

イベント

&

ニュース

尾形 美紀
（吉倉）、服部 幸子
（渋川）、
尾形 美空
（渋川）、吉田 香奈
（渋川）、
菅野 ちはる
（智恵子の森）、佐藤 菜摘（上川崎）
第19回全国小学生ABCバドミントン大会
（太田）
菅野 愛莉
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第37回全日本ジュニアバドミントン選手権大会
（太田）
安増 智喜
第35回全日本シニアバドミントン選手権大会
高橋 清
（郭内）、菅野 正幸
（太田）
第72回全日本総合バドミントン選手権大会
（針道）
佐藤 慎也
第35回全日本世代交流ゲートボール大会
（岳東町）、菅野 保広
（長下）
菅野 克裕
2018全日本ジュニア・ユース綱引選手権大会
木幡べんてんKIDS、木幡べんてんジュニア
第87回全日本自転車競技選手権大会ロード・レース
菅野 蒼羅
（田町）

東北大会
第32回全国ホープス北日本ブロック卓球大会
大内 春香（赤井沢）
第31回東北ミニバスケットボール大会
二本松ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団
◎問い合わせ…生涯学習課スポーツ推進係
☎（62）7067 Fax（22）7171
相 続 サ ポ ー ト あ だ ち

相続/遺言無料相談会
◇４月１日
（月）午後６時〜８時
◇二本松市勤労者研修センター２階（郭内北小隣り）
行政書士 石川晃雄（☎23-4460
行政書士 佐藤直人（☎23-5980

原セ諏訪236）
油井字前作171）

◎電話で石川までご予約ください。 ◎相続遺言に係る文書作成に関す
る相談会です。 ◎守秘義務を守りますので安心してご相談下さい。

広報にほんまつ 2019.3

26

Nihonmatsu Event ＆ News

全国スポーツ大会等出場選手 を紹介します
市と二本松市体育協会では、全国スポーツ大会等に出場される選手・チームの方に激励金を贈呈してい
ます。今年度も世界・全国等の舞台で二本松市の選手・チームが大活躍をしました。市体育協会では、
市内の各企業・事業者の方々より激励金の協賛をいただいており、選手の皆さんを地域の力でバックアッ
プしています。平成30年４月から平成31年１月までの激励金交付者を紹介します。
≪敬称略。複数回出場の選手は主な大会のみ記載≫

世界大会
オリンピック
ホープスレガッタ（カヌー）
青木 瑞樹（細野）

全国大会
第73回 国民体育大会
水泳競技 安齋 叶空
（亀谷）、五十嵐 蓮
（西池）
（諸越谷）
秋山 栞名
ソフトボール競技 本田 拡史
（西新殿）
カヌー競技 鴫原 健司
（戸沢）
（下川崎）
ボウリング競技 朝倉 美季
ライフル射撃競技 齋藤 慶太
（榎戸）
（藤之前）
トライアスロン競技 菊池 日出子
第31回全国健康福祉祭とやま大会
サッカー競技 久納 幸一（竹田）
第18回全国障害者スポーツ大会
陸上競技 尾形 カツ子
（木幡）、高野 淳子
（郭内）
フライングディスク競技 笹嶋 浩信
（木ノ崎）、
渡邉 俊明
（宮本）、本多 美幸
（渋川）
平成30年度全国中学校体育大会
陸上競技 宍戸 結紀
（太田）、相馬 陽菜
（杉沢）
卓球競技 安齋 妃南子
（上川崎）
第41回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会
（郭内）、齋藤 真子
（郭内）
齋藤 理子

広告募集中
「広報にほんまつ」や「市ウェブサイト」に広告を掲載し
てみませんか？お申し込みをお待ちしています。
≪広報にほんまつ≫

広告料

掲載１回につき、下１段 ………20,000円
下１段の1/2……10,000円
≪市ウェブサイト≫
バナー広告で、１枠につき１カ月 …10,000円

◎問い合わせ・申し込み…秘書広報課秘書広報係
☎（55）5096 Fax（24）5040
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平成30年度全国高等学校総合体育大会
陸上競技 菊地 悠太
（東新殿）
バドミントン競技 村松 優之助
（太田）
バスケットボール競技 安齋 紘花
（亀谷）
テニス競技 佐藤 遼真
（中江）
ソフトテニス競技 守谷 善太
（金色）、
齋藤 円空
（表）、瀧戸 皓斗
（郭内）、
大内 悠生
（沖）、大内 樹
（平石町）、
根本 悠暉
（田町）、遠藤 紫音
（平石高田）
カヌー競技 武藤 吉紀
（木幡）、小久保 海杜（郭内）、
（木幡）、三木 翔永
（岡ノ内）
武藤 可純
第52回全日本高等学校馬術競技大会
鈴木 沙枝（表）
第35回記念全日本少年軟式野球大会
佐々木 太聖（竹田）、村田 陽希
（杉田町）
第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会
菊地 春樹（渋川）
第37回全日本クラブ卓球選手権大会
安齋 萌（岡ノ内）、今福 豊
（三保内）

二本松市立とうわこども園
◆ 第32回福島県建築文化賞

優秀賞受賞

◆ 第36回東北建築賞

作品賞受賞

ヤマニ建設株式会社
〒964-0994 福島県二本松市南町225 TEL 0243-23-1409㈹ FAX 0243-23-1410
ホームページ http://www.yamani-1971.com/ E-mailアドレス info@yamani-1971.com

