
自治功労者表彰　 江 正明さん 
　7月8日、笠松町自治功労者表彰が行われ、町長として多年にわたり町政発展に尽力された 

闊江 正明さん（天王町）に、表彰状と記念品が贈られました。 

スポーツ ＆  レクリエーション 

6月16日（日）　町民体育館1階 剣道場・卓球場　参加人数　68人　（敬称略） 
小学4年生以下の部 優勝　遠藤 壮琉 準優勝　松原 向日子 
小学5・6年生の部 優勝　辻 旺楽 準優勝　林 亮佑  3位　信國 主弥・鈴木 徹成 
中学1・2年生男子の部 優勝　葛谷 隼都 準優勝　麻生 一三海  3位　久木 慎太朗・菅原 彪我 
中学1・2年生女子の部 優勝　小島 遥香 準優勝　鈴木 杏奈  3位　北嶋 乃々葉・辻 心暖 
中学3年生男子の部 優勝　土屋 公駿 準優勝　村瀬 飛翼  3位　山川 将弘 
中学3年生女子の部 優勝　岩田 歩海 準優勝　則竹 虹架 
高校・一般の部 優勝　太田 将貴 準優勝　下村 翔  3位　岩田 結以 

第44回町民剣道大会 

7月7日（日）　総合会館　参加人数　92人　（敬称略） 
中学生男子の部 優勝　岩田 歩也 準優勝　道家 洛春  3位　大谷 蓮・山田 和弥 
中学生女子の部 優勝　中川 瑠華 準優勝　井筒 琴子  3位　可兒 真由子・横山 優衣 
一般男子の部 優勝　鈴木 健斗 準優勝　篠田 雄介  3位　浅野 智哉・松闢 諭希彦 
ラージボールダブルスの部 
　優勝 桜谷 道夫・森 光子 準優勝　古代 高・森闢 亜矢 
　 3位 北口 隼人・高橋 かず枝、河田 泰知・森闢 那 
ラージボール混合団体戦の部 
　優勝 伏屋 健二・高橋 かず枝・堀 千枝子 
 棚橋 日出夫・後藤 勉・古代 高 
　準優勝 広瀬 喜義・森闢 亜矢・川本 章代 
 中村 妙子・青木 好一 
　 3位 青山 真治・棚橋 久美子・石田 紘子 
 板橋 正子・岡田 久子 

第68回町民卓球大会 

6月16日（日）　米野ゲートボール場 
参加チーム　4チーム 
　優勝 米野B 
　準優勝 米野A 
　 3位 円城寺B

第17回町民ゲートボール大会 

　6月9日、ぎふ清流郡市対抗駅伝に出場する
小学生代表選手の選考会を笠松みなと公園
で行いました。郡内6小学校の代表による選考
レースの結果、笠松町からは、次の方が代表選
手に選ばれました。（敬称略） 
　中川 りさ子（笠松小学校6年） 

ぎふ清流郡市対抗駅伝競争大会　羽島郡代表選抜　選考会 

6月16日（日）　緑地公園内テニスコート　参加人数　88人　（敬称略） 
小学生男子の部 優勝　西川 舜也・小林 右京 準優勝　足立 哲生・山田 健 
  3位　宇野 俊汰・杉山 大晃 
小学生女子の部 優勝　吉村 心結・近藤 小百合 準優勝　四宮 美優・中村 彩沙 
  3位　森 琴音・森 日鞠 
中学生男子の部 優勝　山田 優・塩谷 怜太 準優勝　安藤 啓太・中村 望空 
一般男子の部 優勝　福田 譲・田村 浩太 準優勝　吉村 昌敏・小野木 翔悟 
  3位　江端 邦明・早川 智成 
 コンソレーション優勝　水谷 清孝・水野 寛之 
一般女子の部 優勝　稗田 智晶・稗田 優菜 準優勝　間宮 啓子・大野 由香里 
  3位　田原 恵美・宇野 美佐 
45歳以上壮年男子の部 優勝　松田 哲也・五十川 英紀 準優勝　奥村 明史・佐原 教仁 
  3位　樋口 諭実彦・松尾 洋一 
 コンソレーション優勝　今枝 幹博・尾関 俊治 
40歳以上壮年女子の部 優勝　奥村 由紀・中村 仁美 準優勝　宮部 朱美・坂本 由香 
  3位　山木田 美枝・市古 裕子 
60歳以上壮年男子の部 優勝　岩越 誠・後藤 正勝 準優勝　後藤 英健・近藤 正典 
  3位　増田 隆司・伊藤 晴夫 
 コンソレーション優勝　森 光正・宇野 勝博 
55歳以上壮年女子の部 優勝　池場 久佐子・村木 由美 

第33回町民テニス大会 
6月30日（日）　町民体育館2階 競技場　参加チーム　10チーム 
混成の部 優勝　北門間 準優勝　長池  3位　北及 
女子の部 優勝　北門間 準優勝　田代A  3位　北及・南栄 
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