
 
 
 
 

矢祭町役場 第 1 会議室  
令和４年１２月９日（金） 

午後 6 時 30 分より 
 

開 会 の こ と ば  

町 ⻑ あ い さ つ ⽮祭町⻑ 佐川正一郎 

ねぎらいのことば ⽮祭町議会議⻑ 藤田玄夫 様 

団 旗 返 還 団⻑から町⻑へ 

団 ⻑ あ い さ つ ⽮祭町教育委員会 教育⻑ 菊池篤志 

大 会 結 果 報 告 市町村対抗福島県軟式野球大会  
⽮祭町チーム 監督 藤田博文 

市町村対抗小学生ソフトテニス大会  
⽮祭町チーム 監督 金澤由勝 

市町村対抗福島県ソフトボール大会  
⽮祭町チーム 監督 石井憲治 

市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会  
⽮祭町チーム 監督 鈴木 薫 

 

閉 会 の こ と ば  

  



市町村対抗福島県大会 各チームの結果 
 

第１６回市町村対抗福島県軟式野球大会 
９月１０日  対⻄会津町 ２−９ １回戦敗退 

 
 

第２１回福島県市町村対抗小学生ソフトテニス大会 
９月２８日   

・矢祭町 A 予選 H ブロック １位  
決勝Ⅰ部トーナメント １回戦 対戦相手 白河市 A ０−２ 敗退 

・矢祭町 B  
予選 F ブロック ４位 
１回戦シード ２回戦 対戦相手 二本松市 C ２−１ 敗退 
決勝Ⅳ部トーナメント ３位入賞 

 

 

第９回市町村対抗福島県ソフトボール大会 
１０月８日  対天栄村 ７−０ （不戦勝） 
１０月１５日 対小野町 ０−１５ ２回戦敗退 

 
 
 

 

第３４回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会 
総合３１位 町の部１３位 ５時間４５分２秒 

  



○第１６回市町村対抗福島県軟式野球大会 
１回戦 ９月１０日（日） 
会場 伊達ほばら大泉球場 

  結果 矢祭町２−９⻄会津町 
監督 藤田博文 コーチ 石井憲治 

１塁ベースコーチ 高畠秀樹 ３塁ベースコーチ 本多泰幸 
 

スタメン  交代 
打順 ポジション 選手名 ⇔   
１番 遊撃手 藤井丈一郎 ⇔ 投手 藤井丈一郎 
２番 ２塁手 鈴木洋平 ⇔ １塁手 鈴木洋平 
３番 右翼手 小室大地    
４番 左翼手 菊池雄馬    
５番 ３塁手 鈴木 蓮    
６番 中堅手 今井健人 ⇔ 代打 古市郁也 
７番 捕手 佐川裕一    
８番 １塁手 菊池紀文 ⇔ ２塁手 鈴木 龍 
９番 投手 石井清洋 ⇔ 遊撃手 石井清洋 
補欠 捕手 本田栄敏    
〃 投手 古市龍也    
〃 外野 小林 亮    

 

 

 

 

 

❖大会結果❖ 



○第２１回福島県市町村対抗小学生ソフトテニス大会 
開催日 ９月２８日 
・矢祭町 A チーム  

予選 H ブロック １位通過 
決勝Ⅰ部トーナメント（予選１位通過チームのトーナメント） 
１回戦 対戦相手 白河市 A ０−２ 敗退 

・矢祭町 B チーム 
予選 F ブロック ４位 
決勝Ⅳ部トーナメント（予選４位通過チームのトーナメント） 
１回戦シード ２回戦 対戦相手 二本松市 C ２−１ 敗退 
Ⅳ部トーナメント ３位入賞 

総監督 金澤由勝 コーチ 菊池光則 
Ａチーム監督 金澤由勝 Ｂチーム監督 塙 寛次 

 

Ａチーム選手 Ｂチーム選手 

小林 愛 佐川遼太 須藤優莉菜 菊池桃香 

菊池杏奈 佐藤心結 鈴木彩環 本田夕莉 

古市來菜 生田目麻里映 佐川航太 鈴木絢奈 

石井沙南  鈴木結奈  

 

 

  

❖大会結果❖ 



 

○第９回市町村対抗ソフトボール大会 
会場 相馬市相馬光陽ソフトボール場 

 １回戦 １０月８日（日）対天栄村 不戦勝 
   ２回戦 １０月１５日（日）対小野町 ０−１５ 

監督 石井憲治 
コーチ 木下一成 
コーチ 藤田博文 

 
打順 ポジション 選手名 
１番 遊撃手 藤井丈一郎 
２番 ２塁手 鈴木 龍 
３番 ３塁手 石井清洋 
４番 １塁手 小室大地 
５番 捕手 本田栄敏 
６番 中堅手 古市郁也 
７番 左翼手 緑川和敬 
８番 右翼手 小林 亮 
９番 投手 澤田和貴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖大会結果❖ 



○第３４回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会 
開催日１１月２０日(日) 

白河市カタールスポーツバーク陸上競技場〜福島県庁 
１６区間（９５．０Ｋｍ） 

結果 総合 ３１位 町の部 １３位 

監督 鈴木 薫 コーチ 金澤源一郎 コーチ 菊池孝裕 

 

 

 

１区 近内彩花 ２区 菊池⻯馬 ３区 本多涼介 ４区 緑川侑真 

５区 山下知也 ６区 鈴木修宏 ７区 鈴木佑歩 ８区 本田大翔 

９区 浅見 凛 １０区 鈴木貴史 １１区 本田朱莉 １２区 髙橋⻯一 

１３区 藤田剛志 １４区 石井洸次郎 １５区 近内玲奈 １６区 鈴木 薫 

補欠 金子一則 補欠 藤井丈一郎 補欠 菊池拓哉 補欠 篠田日向 

補欠 本田真仁 補欠 藤沢輝星 補欠 鈴木彩華   

❖大会結果❖ 


