
担当　　金　岡

1 主催

2 主管
　各競技団体

3 参加資格

4 大会内容

開催日 会場 選手人数 役員人数

卓球 ５月 ７日（土） 青谷町農林漁業者トレーニングセンター ５４名 １３名 福田　昭子 ７９歳

テニス ５月 ７日（土）
コカ・コーラウエストスポーツパーク
テニス場

３８名
(１９組）

５名 田中　穣 ８４歳

５月 ７日（土）
コカ・コーラウエストスポーツパーク
テニス場

２２名
（１１組）

３０名 上原　康嗣 ８１歳

５月２１日（土） 若葉台野球場
７２名
(４組)

１１名 河本　陸人 ８２歳

ゲートボール ５月 ７日（土）
コカ・コーラウエストスポーツパーク
多目的広場

１０９名
（２０組）

２９名 野田　みよ子 ９３歳

５月１４日（土） 美保公園多目的広場
８４名

（２８組）
１４名 渡辺　順一 ８６歳

ゴルフ ５月２４日（火） 鳥取カントリー倶楽部　吉岡温泉コース １１４名 ４名 妹尾　久 ８９歳

弓道 ５月１４日（土） 鳥取市弓道場 １８名 １０名 山田　和夫 ８８歳

５月１６日（月）
コカ・コーラウエストスポーツパーク
陸上競技場

７１４名
(１１９組)

３０名 松本　光枝 ９３歳

囲碁 ５月 ８日（日）
コカ・コーラウエストスポーツパーク
鳥取県民体育館 ３８名 ７人 井上　益美 ８９歳

将棋 ５月１５日（日） 鳥取市総合福祉センター　さざんか会館 ３４名 ５名 伊藤　永五良 ８５歳

５月８日（日） 県立福祉人材研修センター ２８名 ７名 山田　平 ８５歳

※年齢は平成２９年４月１日時点（上記参加資格に順ずる）

5 大会の特徴
○

○
○

第２６回因伯シルバー大会の開催結果について

最高齢者賞(ことぶき賞）

　高齢者がスポーツや文化活動を通して、健康的な仲間づくり、健康と生きがいづくりを促進し、活力に
満ちた明るい長寿社会づくりに資するとともに、県民の長寿社会に対する意識啓発を図るため、第２６回
因伯シルバー大会を下記のとおり開催しました。「第２９回全国健康福祉祭 ながさき大会（ねんりんピック
長崎２０１６）｣の派遣選手選考会を兼ねて開催しました。

鳥取県社会福祉協議会　地域福祉部

電話　0857－59－6332

　鳥取県　　社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会

　鳥取県内に在住する60歳以上の人（平成２８年度に満60歳になる方）
＊全国健康福祉祭参加資格年齢を参考（60歳：昭和３２年4月1日以前に生まれた方）

種目

資料提供
平成28年5月31日

ソフトテニス

ソフトボール

全種目の総参加選手数は１，３２５人

グラウンド・ゴルフ

各種目における最高齢者を表彰する(ことぶき賞)。

ペタンク

健康マージャン

平成２８年１０月１５日（土）～１８日（火）に開催される｢第２９回全国健康福祉祭ながさき会｣の鳥取県代
表選手の選手選考の参考とする。※ながさき大会の健康マージャンの派遣はありません。

―弓道大会― ―ゲートボール大会― ―ソフトボール大会― ―健康マージャン大会―



競技種目 表彰区分

A男子　７０歳以上の部　 谷口　則夫 （鳥取市） 福田　智治 （鳥取市）
若林　誠
渡辺　和行

（鳥取市）
（倉吉市）

A男子 　６５歳以上の部 山田　善一 （鳥取市） 山根　正輝 （鳥取市） 足立　敏徳 （境港市）

A男子 　６０歳以上の部 松本　秀樹 （倉吉市）

А女子　６５歳以上の部 山口　佐代子 （鳥取市） 古澤　彰子 （倉吉市） 福田　昭子 （鳥取市）

А女子　６０歳以上の部 遠藤　聖子 （三朝町） 鳥飼　佳子 （倉吉市） 米原　匡子 （倉吉市）

Ｂ男子の部 柳原　哲雄 （倉吉市） 山田　安剛 （倉吉市）
土井　博文
福岡　憲一

（倉吉市）
（米子市）

Ｂ女子の部 安田　サチ子 （鳥取市） 井勢　契子 （倉吉市） 牧原　千恵子 （倉吉市）

寺澤　敏彦 （境港市） 山脇　猛男 （鳥取市） 田中　穣 （鳥取市）

湯原　章 （米子市） 河口　孝雄 （智頭町） 三木　善弘 （鳥取市）

山﨑　育雄 （岩美町） 田渕　一夫 （鳥取市） 加藤　三紀夫 （江府町）

船本　真 （鳥取市） 岡田　忠彦 （若桜町） 渡邉　俊宏 （境港市）

大岡　京子 （南部町） 岩佐　直代 （米子市） 恩田　美千子 （鳥取市）

田辺　美智子 （米子市） 佐竹　眞由美 （米子市） 藤本　朝美 （鳥取市）

鷲見　寿久 （倉吉市） 永原　正幸 （鳥取市） 多田　悟 (若桜町）

近藤　一樹 （倉吉市） 吉田　浩一郎 （鳥取市） 渕見　龍彦 (若桜町）

渡辺　美佐枝 （米子市） 福田　公子 （鳥取市）

梅林　祐子 （米子市） 田中　美行 （鳥取市）

大田　光之介 （倉吉市） 山根　仁志 （北栄町） 脇坂　斉泰 （北栄町）

木下　美江 （米子市） 中村　寿美江 （倉吉市） 栩木　安子 （倉吉市）

富益和 （米子市） 南部町Ｃ （南部町） 米子コスモス （米子市）

みずほレトロ （鳥取市） 倉吉打吹 （倉吉市） 末恒ペタンククラブ （鳥取市）

島津　捷一 （米子市） 渡辺　晃彦 （米子市） 杉森　邦男 （大山町）

弓　道 個　人 亀山　道子 （日吉津村） 山根　正充 （鳥取市） 塚田　哲朗 （米子市）

三朝Ａ
（209打）

（三朝町）
岩倉GG同好会Ｂ
（211打）

（鳥取市）
大栄Ａ
（235打）

（北栄町）

Ａクラス（無差別） 鳥飼　晃 （湯梨浜町） 山下　紀男 （鳥取市） 穐久　仙十郎 （倉吉市）

Ｂクラス（５段～２段） 出脇　眞樹 （鳥取市） 福岡　洋子 （鳥取市） 中野　篤 （鳥取市）

Ｃクラス（初段、級位者） 松島　喜代広 （鳥取市） 林　正昭 （鳥取市） 平石　康弘 （鳥取市）

Ａクラス（無差別） 中田　圭治 （米子市） 加登脇　秀樹 （琴浦町） 高橋　佳之 （米子市）

Ｂクラス（初段以下） 浅野　建彦 （鳥取市） 中島　忠勝 （鳥取市） 松田　孝行 （湯梨浜町）

健康マージャン 個　人 山本　和典 （鳥取市） 金田　洋二 （倉吉市） 奥田　義夫 （鳥取市）

テニス

団　体

男子ダブルス
（６０歳以上）

ゲートボール

（鳥取市）吉田　拓夫（21打） 太田　勘（25打） 横田　昭男（26打）（北栄町） （鳥取市）

ソフトテニス

ソフトボール

女子ダブルス
（６０歳以上）

第２６回因伯シルバー大会入賞結果一覧

団　体

男子Ａ組
（７０歳以上）

男子Ｂ組
（６０歳以上）

女子
（６０歳以上）

卓　球

長谷川　要、由木　安子】

将　棋

ペタンク

グラウンド･
ゴルフ

ゴルフ

囲　碁

個人
（ダブルペリア方式）

団　体

個　人

神矢芳子、黒田光子、松原逸子】

＊ベストグロス賞：月坂　好夫（米子市）74ストローク

淀江白鳳クラブ

（米子市）

岩崎　日出男、山野　孝子】

【渡辺　順一、池田　和子、山根　美代子】

沢田猛司、島田良典、佐藤辰男】

【古杉修、中田圭治、小笹慧

【中江　喜美江、谷口　肇、谷口　詠子】 【西村　勝美、木村　誠治、高橋　範子】

（米子市） （倉吉市）・（鳥取市）

団　体

【大塚　治男、前田　毅、渡部　厚志【吉鶴　禎昭、長谷川　謙治、田内　誠一

【田中亨、谷本博巳、谷本いく代 【前田順子、山本純子、松島妙子

シニア打吹クラブ・鳥取砂丘ソフトボールクラブ

岩田茂憲、小椋晃、駒川久美子】

３　位

混合ダブルス
（男子７０歳以上、
　女子６０歳以上）

【安田　静枝、松浦　萬正、秦　豊

矢倉　多賀子、長谷川　淳子、野坂　昶】

１　位 ２　位

シニア伯耆クラブ


