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　年中・年長児を対象に走る、とぶ、投げるといった運動の基本動作や、集団で遊ぶ楽しさを身につける
ことを目的に開催しています。
　体育館を駆け回ったり、ボールを蹴ったり、毎回元気いっぱい楽しく活動しています。

平成26年度 高岡スポーツ教室平成26年度 高岡スポーツ教室
　高岡市体育協会では、成人を対象としたテニスやヨーガ教室、
ジュニアを対象としたバドミントンやバレーボール教室など各種
スポーツ教室を開催しています。
　年間を通して運動を続けられる教室やはじめての方でも安心し
て参加できる期間設定の教室などを開催していますので、自分の
ライフスタイルに合わせて参加ください。
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元気いっぱい活動中！「うんどう大好きコース」
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　近年、サッカーの開始年齢が低年齢化し、小学１・２年生の子供
たちが増加しており、２年生以下を対象にしたキッズ年代の大会を
開催しています。１チーム６人制のミニサッカーです。大会は順位
を競うことを目的とせず、スポーツコアの良質の芝ピッチでサッ
カーを楽しむ場を提供することを主眼に置き、優勝チームも決めま
せん。またこの年代の育成プロコーチを招きサッカー教室を同時に
開催しています。これまで練習試合の場しか無かった子供たちに競
争心が芽生えることで意欲の向上が見られます。この大会を通じて
更なる底辺の拡大と普及に努めたいと考えています。

高岡市サッカー協会　理事長　炭 谷 久 夫

　６月３０日、富山サンダーバーズは、プロ野球・ルー
トインＢＣリーグ北陸地区前期優勝を決めた。２００８
年シーズンに前・後期を制して以来、６年ぶりのタイ
トル獲得。
　富山サンダーバーズは、平成２５年４月から高岡市
営城光寺野球場を練習拠点とし、前期３６試合を戦い
通算成績１６勝２０敗０分の勝率４４４。後期の戦いぶり
も注目され地区王座やリーグ王座に期待がかかる。

　「オリンピックが君をまっている」「めざせ未来のメダリスト」のキャッ
チコピーが子供たちの心に響いてくれたのか、平成24、25年で47名の
受講生が集まってくれました。
　10年前には150名以上が活躍していたスポーツ少年団柔道部会も、
児童の減少といつもマスメディアに登場する競技に押され、半数以下に
減少。これではいかんと、この事業を行うこととなりました。
　夏休みの期間を利用し毎週土曜日の夕方5時30分より7時まで6回実
施しました。
　柔道の最も優れている所は、心の鍛錬だと思います。我慢する、相手
を思いやる、素直な気持ち、わがままな現代っ子には最適です。
　柔道の練習は礼法から始まります。次に受身〔体を守〕、寝技〔闘争心〕
と続きます。ただし練習の大半は体幹を鍛える運動で小学校の間はこれ
が一番大事です。
　2年間で受講者より34名が各少年団で活躍しています。県の大会での
上位入賞、低学年では高岡市の大会の優勝者もいます。
　なお、2020年東京オリンピックの有望選手が柔道部会出身者にいま
す。キャッチコピーが現実に成るよう願っています。

スポーツ少年団柔道部会　理事長　内 河 健 二

はじめて習う柔道〔夏に鍛える〕はじめて習う柔道〔夏に鍛える〕
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　2014年5月25日、2年に一度開催される世界最高峰の大会「2014トマス杯」にて、日本
男子バドミントンチームが見事世界一に輝いた。代表選手10名のうち半数の5名もが、
トナミ運輸所属の選手であった。
　今回は、この5名に、世界一になった喜びを語ってもらった。

　平田　典靖 Noriyasu Hirata
　初戦で故障してしまい、後はずっとチームのサポート
をしていました。試合を応援するたびに強くなっていく
日本を見て出たい気持ちもありましたが、そんなことよ
り一緒にコートに立って戦っているイメージで応援して
いました。優勝の瞬間は未だにはっきりと覚えています。
　本当にバドミントン人生最高の経験をすることができ
ました。

　佐々木　翔 Syo Sasaki
　団体戦で、国を背負いみんなで頑張れたことをとても
うれしく思っています。
　メンバー全員が初めての世界一をとれたことに周りの
方へ感謝の気持ちでいっぱいです。
　今後も日本が良い成績を残せるようみんなで頑張って
いきたいですし、個人でも世界一を狙いたいです。

　橋本　博且 Hirokatsu Hashimoto
　世界国別対抗団体戦トマス杯において初優勝という歴
史的快挙の一員になれたことを大変うれしく思います。
この結果はいろいろな方々の支えがあったからです。こ

の結果に満足せずこれからも頑張っていきますので応援
よろしくお願いします。

　嘉村　健士 Takeshi Kamura
　この度、世界国別対抗団体戦、トマス杯で世界一に輝
くことが出来ました。個人的には、決勝戦で２－１でま
わってきた時に勝って富山に帰ってきたかったですが、
フルセットの末負けてしまいました。悔しい気持ちは無
いといえば嘘になりますが、このメンバーで歴史的快挙
を成し遂げたことを誇りに思います。今後もこの経験を
生かし８月、９月に行われる世界選手権、アジア大会に
向けて頑張りたいと思います。

　園田　啓悟 Keigo Sonoda
　先日行われたバドミントンの最高峰トマス杯で初優勝
することができました。優勝した瞬間はあまり実感があ
りませんでしたが、祝勝会等を開いていただいたり、お
祝いの声をかけてもらっているうちに、日に日に優勝し
た実感が湧いてきました。このメンバーに携われたこと
を誇りに思います。今回、経験したチームの団結力など
を生かして、今後の試合を頑張っていきたいと思います。

日本男子バドミントンチーム世界一！
トナミ運輸バドミントン部5名が
メンバーとして活躍
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左：嘉村選手　右：園田選手 左：平田選手　右：橋本選手佐々木選手

ジュニア選手育成強化事業
キッズサッカートーナメント（Ｕ－８）大会キッズサッカートーナメント（Ｕ－８）大会
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初めての６月開催初めての６月開催

第９回  高岡市民体育大会第９回  高岡市民体育大会平成26年度 公益財団法人高岡市体育協会 定時評議員会

■表彰状受賞者名簿

■感謝状受賞者名簿

　第26回全国ラージボール卓球大会・東日本大震災復興支援大会は
岩手県奥州市で参加者2400名を超える大会になりました。
　ラージボール卓球は初心者でも楽しめる親しみやすさと、奥深い
競技性を兼ね備えたものとして、また生涯スポーツとして最適です。
　このたびの表彰は、更なる目標に向っての大変大きな励みとなり
ました。高岡市体育協会のご厚情に深く感謝申し上げます。

川中　正明高岡市卓球連盟■受賞者コメント

総合開会式 パークゴルフ競技
　６月21日㈯、高岡市民体育館に役員・
選手ら約400人が集合し、総合開会式を
行った。高岡第一高校「ダンス部ＣＡＤ」
27名が、軽快な音楽に合わせた激しく
リズミカルな演技で会場を魅了し、引
き続き参加35競技団体が入場行進をし
た。
　大会長の髙橋高岡市長と市体育協会
の塩谷会長が挨拶、青木市議会議長が
祝辞を述べた後、選手を代表し高岡商
業高校バドミントン部２年の高島智也
選手が宣誓した。
　大会は、10月まで約9000人が熱戦を
繰り広げる。

　パークゴルフ競技は７月13日㈰に７年目を迎えた高岡市庄川緑地パークゴ
ルフ場において18ホールストロークプレーで開催しました。参加者の募集定
員は140名でしたが、一般市民の参加者が33名もあり144名で締め切りました。
従来は参加者が多くショットガン方式(各ホールに数組を配置)でスタートして
いましたが、真夏の開催であり各ホールでの待ち時間が長くなってしまうこ
とから、去年よりA－１及びＢ－１コースから一方向同時スタートとしました。
　当日は、時おり雨模様の中でありましたが、水分を補給しながら元気に
楽しく、親睦と交流をはかりホールアウトをしていました。
　パークゴルフは１本のクラブと１個のボール、ティーさえあれば一人で
も簡単にできる(但しパークゴルフ場が必要)スポーツです。適度な有酸素
運動で、脳の血流量が増加し、ボケ防止になるそうです。是非皆さんもパー
クゴルフをしてみませんか。今秋には、高岡市スポーツ健康センター(戸出
西部金屋地内)に隣接してパークゴルフ場(18ホール)が完成します。

高岡市パークゴルフ協会  事務局長　中 木 　稔

平成26年度  公益財団法人  高岡市体育協会表彰

定時評議員会

第26回全国ラージボール卓球大会
130歳混合ダブルス　準優勝

　定時評議員会は、5月31日㈯ホテルニューオータニ高
岡で開催された。平成25年度事業報告及び平成26年度事
業計画が報告されたあと、第1号議案平成25年度計算書
類及び財産目録の承認の件、第２号議案役員の選任の件、
第３号議案評議員の退任に伴う評議員の選任の件が審議
され承認された。選任された評議員は次のとおり、西村
和人（高岡市中学校体育連盟会長）、長濱敏（高岡市体
育振興会副理事長）、西川貴志子（塩谷建設）。
　評議員会終了後、選任された役員により、第２回理事
会が開催され、下記のとおり会長、副会長、専務理事、
常務理事が互選された。 ※再任…(再)、新任…(新)と記す｡

会　　長 塩谷　雄一(再)
副 会 長 高森　　勇(再)
　 〃 　 山沼　茂敏(再)
　 〃  井村　昭彦(再)
　 〃  針山　健二(再)
　 〃  山口　正志(再)
専務理事 澤谷　泰典(再)

常務理事 高倉　正和(再)
　 〃  高橋　源吾(再)
　 〃  澤合　文雄(再)
理　　事 橘　　正規(新)
　 〃  北村　利行(再)
　 〃  吉見　浩二(再)
　 〃  関　　清嗣(再)

理　　事 末坂　　進(再)
　 〃  喜多　　進(再)
　 〃  明道　将人(再)
　 〃  間嶋　慎次(新)
　 〃  谷内　浩仁(再)
　 〃  二谷　憲行(再)
　 〃  高野　真喜(再)

理　　事 中村　一成(新)
　 〃  金場　安史(再)
　 〃  荻布　徹就(新)
　 〃  杉本　太一(新)
　 〃  中村　清志(再)
監　　事 松崎　義彦(再)
　 〃  後田　幸雄(再)

川中　正明（高岡市卓球連盟）全国大会準優勝
川中　順子（高岡市卓球連盟）全国大会準優勝
トナミ運輸株式会社バトミントン部

（代表取締役社長　綿貫　勝介）全国大会優勝
佐々木　翔（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会優勝
平田　典靖（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会優勝
橋本　博且（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会優勝
武下　利一（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
嘉村　健士（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
園田　啓悟（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
山岸　義則（高岡市バドミントン協会）全国大会三位
今泉　静子（高岡市バドミントン協会）全国大会準優勝
末坂　　進（高岡市バドミントン協会）全国大会優勝
神代　和久（高岡市バドミントン協会）全国大会優勝

井林　和幸（高岡市相撲連盟）多年役員
高木　俊作（高岡市柔道連盟）優秀指導者
安居　民雄（高岡市パワーリフティング協会）全国大会優勝
増山　朱美（高岡市パワーリフティング協会）国際大会優勝
松田　龍哉（高岡市パワーリフティング協会）全国大会優勝
岩﨑　量也（高岡市パワーリフティング協会）国際大会優勝
佐野　雅史（高岡市パワーリフティング協会）全国大会準優勝
ウ　ィ　ル　代表者  後明  里佳（高岡市ビーチボール連盟）

全国大会優勝　

杉山　智充（高岡市バレーボール協会）多年役員
江尻　政敏（高岡市ボクシング連盟）多年役員
島田　寿男（高岡レスリング協会）多年役員
福本　　昇（高岡市スキー連盟）多年役員
合口　秀機（高岡市セーリング協会）多年役員

万葉マラソンに参加して
ハーフマラソン参加　臼山 博美

　今年の万葉マラソンは、11月から６月に変わり天気
にも恵まれました。前回、前々回と５キロに参加して
いましたが、今年は練習を積み重ねハーフマラソンに
挑戦しました。
　最後の坂道はきつ
かったですが、結果
は18位 完 走。や っ
た！
　沿道のボランティ
アのみなさんの温か
い応援、心温まる飲
み物の差し入れ、そ
して最後に頂いたそ
うめんのおいしかっ
たこと、ありがとう
ございました。来年
もハーフマラソン完
走、そして上位入賞
ねらって練習に励み
ます。

給水所はドラマチック
第５給水所係員　窪田 京子

　私達ユーバークラブは、毎年万葉マラソンの給水所
のボランティアをしています。「水が足りなくなってき
たよ。早く出して！」６月の太陽の下、今年の給水所
は大繁盛。
　風を切り、駆け抜ける先頭集団には、ペースを崩さ
ないような給水のタイミングが必要です。また、頭や
足に水をかけて冷やす人、おかわりして休憩する人、
飛び入りで手伝ってくれた地元の小学生など。沢山の
爽やかなドラマに出会い、元気をもらった１日でした。

写真提供：オールスポーツコミュニティ
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初めての６月開催初めての６月開催

第９回  高岡市民体育大会第９回  高岡市民体育大会平成26年度 公益財団法人高岡市体育協会 定時評議員会

■表彰状受賞者名簿

■感謝状受賞者名簿

　第26回全国ラージボール卓球大会・東日本大震災復興支援大会は
岩手県奥州市で参加者2400名を超える大会になりました。
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競技性を兼ね備えたものとして、また生涯スポーツとして最適です。
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ました。高岡市体育協会のご厚情に深く感謝申し上げます。

川中　正明高岡市卓球連盟■受賞者コメント

総合開会式 パークゴルフ競技
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27名が、軽快な音楽に合わせた激しく
リズミカルな演技で会場を魅了し、引
き続き参加35競技団体が入場行進をし
た。
　大会長の髙橋高岡市長と市体育協会
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高岡市パークゴルフ協会  事務局長　中 木 　稔

平成26年度  公益財団法人  高岡市体育協会表彰
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会が開催され、下記のとおり会長、副会長、専務理事、
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　 〃  高橋　源吾(再)
　 〃  澤合　文雄(再)
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　 〃  北村　利行(再)
　 〃  吉見　浩二(再)
　 〃  関　　清嗣(再)
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　 〃  二谷　憲行(再)
　 〃  高野　真喜(再)

理　　事 中村　一成(新)
　 〃  金場　安史(再)
　 〃  荻布　徹就(新)
　 〃  杉本　太一(新)
　 〃  中村　清志(再)
監　　事 松崎　義彦(再)
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橋本　博且（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会優勝
武下　利一（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
嘉村　健士（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
園田　啓悟（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
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１．水　　泳
　　松田　未悠(高岡商業・1年）
２．陸　　上
　　山本　拓海(高岡・３年）
　　室谷　唯佳(砺波・３年）
３．ソフトボール
　　加藤　紋奈(滑川・２年）
４．ソフトテニス
　　伊藤　　幹(高岡商業・３年）
　　濱口　弓果(高岡西・３年）
　　茂住　優乃(高岡西・３年）
　　坂林　春菜(高岡西・２年）
　　浅田　実那(高岡西・１年）

　　坂本　星那(高岡商業・３年）
　　渋谷真由子(高岡商業・２年）
５．卓　　球
　　阿部　太郎(高岡龍谷・３年）
　　吉田　翔紀(高岡龍谷・１年）
　　中内　友希(高岡龍谷・１年）
　　橘　　秀平(富山商業・２年）
　　岩村　　律(高岡龍谷・２年）
６．バドミントン
　　西部　凌太(高岡第一・３年）
　　竹内　裕哉(高岡第一・３年）
　　畦上　駿平(高岡第一・３年）
　　西村　達也(高岡第一・３年）

　　本川　　潤(高岡第一・３年）
　　吉村　徳仁(高岡第一・２年）
　　島　　涼太(高岡工芸・３年）
　　福島　里彩(富山国際大学付属・２年）
７．バレーボール
　　島　　圭亮(高岡第一・３年）
　　三角　尚久(高岡第一・２年）
　　砂原　向陽(高岡第一・２年）
　　牧田　広大(高岡第一・２年）
８．バスケットボール
　　腰　　凌汰(富山商業・２年）
　　出口　竣也(富山商業・２年）
　　篠嶋　純花(高岡第一・３年）
　　菅原　　望(高岡第一・３年）
　　片山菜々絵(高岡第一・３年）
　　吉村　　恋(高岡第一・３年）
　　北山　　遥(高岡第一・３年）

９．ハンドボール
　　唐木澤槙央(高岡向陵・３年）
　　犀藤　菜穂(高岡向陵・３年）
　　三浦　友紀(高岡向陵・２年）
10．サッカー
　　天野　裕二(高岡第一・３年）
　　二口　大司(高岡第一・３年）
　　小川　竜平(高岡第一・３年）
　　岡崎　　翔(高岡第一・３年）
　　中谷　将鷹(高岡第一・２年）
　　旅家　悠輔(高岡第一・１年）
　　佐賀野修吾(高岡第一・１年）
　　作井　優太(高岡第一・１年）
11．相　　撲　
　　林　　光平(高岡向陵・３年）
　　西尾　祐樹(高岡向陵・３年）　
　　坂井田侑生(高岡向陵・３年）
　　高沢　勝寅(高岡向陵・２年）

　　今泉　彰哉(高岡向陵・２年）
　　木下　洸樹(高岡向陵・１年）
12．柔　　道
　　小松　史歩(高岡龍谷・３年）
　　中川佳菜恵(高岡龍谷・３年）
13．剣　　道
　　野口　眞子(富山北部・２年）
14．体　　操
　　下村　優衣(富山商業・３年）
15．新 体 操
　　桐　　瑞貴(新湊・３年）
16．自 転 車
　　吉田　柊哉(氷見・３年）
　　山本　和輝(氷見・３年）
17．レスリング
　　小倉　強太(高岡向陵・３年）
　　坂本　京太(高岡向陵・３年）
　　山崎　陸央(高岡向陵・２年）

※平成26年8月　現在

［高岡市居住者］

平成26年度  全国高等学校総合体育大会出場者

大滝地区体育振興会

大滝地区冬季屋内スポーツの祭典
立野地区体育振興会

第３５回立野地区住民運動会

　　竹沢　登喜(高岡向陵・２年）
　　萩原　庄梧(高岡向陵・２年）
　　本田　優志(高岡商業・３年）
18．テ ニ ス
　　牧野　晃樹(富山国際大学付属・３年）
19．フェンシング
　　三木　隆征(水橋・２年）
20．空 手 道
　　小川　菜月(高岡第一・３年）
21．ヨ ッ ト
　　吉村　竜一(新湊・２年）
　　岸尾　元嗣(新湊・２年）
　　本田　有咲(新湊・３年）
22．ホッケー
　　金田　浩輝(石動・３年）
　　折戸　　開(石動・２年）
23．なぎなた
　　前田　萌絵(南砺福野・２年）

１．水　　泳
　　高桑天通希(志貴野中・１年)
　　長澤　明生(芳野中・２年)
２．陸　　上
　　川越　莉子(芳野中・３年)
　　出町　桃子(芳野中・３年)
　　渡邊　阿加(芳野中・３年)
　　牧口　晴香(芳野中・３年)
　　能作　七美(芳野中・３年)
　　上野　陽菜(芳野中・２年)
３．卓　　球
　　細　　敦貴(五位中・３年)
４．バドミントン
　　道下　凌我(高岡西部中・３年)

５．柔　　道
　　駒沢　玲峰(芳野中・３年)
　　佐藤虎太郎(芳野中・３年)
６．弓　　道
　　畑　　幸光(伏木中・３年)
　　髙田　歩暉(伏木中・３年)
　　瀬戸　秀輔(伏木中・３年)
　　水上明日翔(伏木中・３年)
　　上野　詩織(伏木中・３年)
　　北村　佳乃(伏木中・３年)
　　高橋　愛美(伏木中・３年)
　　濱谷　日和(伏木中・３年)

　６月１５日(日)第３５回立野地区住民運動会が青空の
もと、五位中学校グラウンドで開催され各自治会が
8つの色団に分かれ優勝を目指し競いました。
　今回は五位中体育館の耐震補強工事の関係でグラ
ウンドが少し制限されましたが、走行コースの変更
やテント等の配置の工夫で乗り切りました。そのた
め選手の走りが間近に見え応援にも力が入ったとの
声もあり逆に良かったと思いました。１７種目での競
技は７０メートル走から始まり大縄跳び、玉入れ、満
水レース等遊走、綱引きなどが行われました。そして
運動会のフィナーレを飾る色別対抗リレーでは各町
内会長から始まり男女年齢別６名が自慢の健脚を競
いました。今年は特に上位色団が僅差で、リレーの結
果次第では逆転優勝もあり、抜きつ抜かれつの戦況
に大いに盛り上がり観客席より熱い声援が送られま
した。
　最後になりますが、当体育振興会は『スポーツを通
じて地区住民の
健康増進及び親
睦をはかること』
を目的として活
動をしています。
住民運動会を始
めソフトボール
大会やウォーキ
ング大会等、色々
な競技大会を企
画して地区の健
康増進と親睦を
深めたいと思い
ます。

　地区住民相互の親睦
と健康づくりを目的と
して、当スポーツイベン
トを毎年2月最終日曜
日に開催しています。
　以前はメインで長縄
跳びをしていましたが約7～ 8年前から《カローリ
ング大会》として様変わりをしました。
　現在では各自治会から5～10チームを選抜しても
らい大会に参加してもらっています。大滝地区で
は、オリンピックのカーリングの影響もありカロー
リングが定着しています。
　大会当日は、高齢者チームと子供チームがトーナ
メントで偶然当たることもあり、白熱したゲーム展
開に観衆も酔いしれて時間を忘れることもままあり
ます。
　又、同時開催で簡単な体力測定やニュースポーツ
体験等も行っています。
　当体育振興会ではスポーツ推進員と協力しなが
ら、スポーツイベントの企画・運営に努力していき
たいと思っています。

　現在、高岡市の中学校６校にソフトボール部があり、１００名近くの部
員が所属しています。
　入部してくる部員のほとんどがソフトボールや野球の競技経験が
なく、バットやグローブに初めてさわったという生徒も少なくありま
せん。
　そこで、ソフトボール競技専門部では、高岡市ソフトボール協会や女

子社会人ソフトボールチームのエ
ンジェルスの選手達の協力を得て、
ソフトボール教室やバッテリー講
習会を行ったり、各校の顧問が指導
者講習会に参加したりと、競技初心
者の技術向上に向けて取り組んで
います。
　オリンピック競技から外れ、競技
人口の減少が心配されていますが、
初心者でもソフトボール競技が楽
しいと思えるような指導を今後も
続けていきたいと思っています。

　現在、高岡市内では３４７名
の生徒が野球部に所属し、日々
練習に励んでいます。
　高岡市中体連野球競技専門部
では、高岡野球協会の協力のも
と、夏季と秋季に強化練習会を
行ったり、講師を招いて講習会
を行ったりして、競技力の向上
を図っています。

　他地区の野球に負けないように高岡市内の１２校が切
磋琢磨し、高岡市の野球競技のレベルを上げるべく努力
しています。そして、高岡市のチームが県大会を勝ち上
がり北信越大会や全国大会へと出場できるようにさらに
連携・協力を図り、強化に励んでいきたいと思います。
　また、今年度から県大会においてはグッドマナー賞と
いう賞が設けられることになりました。野球を通じて、
相手を賞賛する温かい心や、あいさつをしたりマナーを守ったりするといった礼儀を重んじ
る心を育み、人間としても成長していけるように支援していきたいと思っています。

高岡市中学校体育連盟高岡市中学校体育連盟

初心者指導初心者指導
競技主任　室﨑　　学(志貴野中学校）

ソフトボール競技専門部

競技力の向上を図って競技力の向上を図って
競技主任　金田　祐一(高岡西部中学校）

野球競技専門部
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１．水　　泳
　　松田　未悠(高岡商業・1年）
２．陸　　上
　　山本　拓海(高岡・３年）
　　室谷　唯佳(砺波・３年）
３．ソフトボール
　　加藤　紋奈(滑川・２年）
４．ソフトテニス
　　伊藤　　幹(高岡商業・３年）
　　濱口　弓果(高岡西・３年）
　　茂住　優乃(高岡西・３年）
　　坂林　春菜(高岡西・２年）
　　浅田　実那(高岡西・１年）

　　坂本　星那(高岡商業・３年）
　　渋谷真由子(高岡商業・２年）
５．卓　　球
　　阿部　太郎(高岡龍谷・３年）
　　吉田　翔紀(高岡龍谷・１年）
　　中内　友希(高岡龍谷・１年）
　　橘　　秀平(富山商業・２年）
　　岩村　　律(高岡龍谷・２年）
６．バドミントン
　　西部　凌太(高岡第一・３年）
　　竹内　裕哉(高岡第一・３年）
　　畦上　駿平(高岡第一・３年）
　　西村　達也(高岡第一・３年）

　　本川　　潤(高岡第一・３年）
　　吉村　徳仁(高岡第一・２年）
　　島　　涼太(高岡工芸・３年）
　　福島　里彩(富山国際大学付属・２年）
７．バレーボール
　　島　　圭亮(高岡第一・３年）
　　三角　尚久(高岡第一・２年）
　　砂原　向陽(高岡第一・２年）
　　牧田　広大(高岡第一・２年）
８．バスケットボール
　　腰　　凌汰(富山商業・２年）
　　出口　竣也(富山商業・２年）
　　篠嶋　純花(高岡第一・３年）
　　菅原　　望(高岡第一・３年）
　　片山菜々絵(高岡第一・３年）
　　吉村　　恋(高岡第一・３年）
　　北山　　遥(高岡第一・３年）

９．ハンドボール
　　唐木澤槙央(高岡向陵・３年）
　　犀藤　菜穂(高岡向陵・３年）
　　三浦　友紀(高岡向陵・２年）
10．サッカー
　　天野　裕二(高岡第一・３年）
　　二口　大司(高岡第一・３年）
　　小川　竜平(高岡第一・３年）
　　岡崎　　翔(高岡第一・３年）
　　中谷　将鷹(高岡第一・２年）
　　旅家　悠輔(高岡第一・１年）
　　佐賀野修吾(高岡第一・１年）
　　作井　優太(高岡第一・１年）
11．相　　撲　
　　林　　光平(高岡向陵・３年）
　　西尾　祐樹(高岡向陵・３年）　
　　坂井田侑生(高岡向陵・３年）
　　高沢　勝寅(高岡向陵・２年）

　　今泉　彰哉(高岡向陵・２年）
　　木下　洸樹(高岡向陵・１年）
12．柔　　道
　　小松　史歩(高岡龍谷・３年）
　　中川佳菜恵(高岡龍谷・３年）
13．剣　　道
　　野口　眞子(富山北部・２年）
14．体　　操
　　下村　優衣(富山商業・３年）
15．新 体 操
　　桐　　瑞貴(新湊・３年）
16．自 転 車
　　吉田　柊哉(氷見・３年）
　　山本　和輝(氷見・３年）
17．レスリング
　　小倉　強太(高岡向陵・３年）
　　坂本　京太(高岡向陵・３年）
　　山崎　陸央(高岡向陵・２年）
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平成26年度  全国高等学校総合体育大会出場者

大滝地区体育振興会

大滝地区冬季屋内スポーツの祭典
立野地区体育振興会

第３５回立野地区住民運動会

　　竹沢　登喜(高岡向陵・２年）
　　萩原　庄梧(高岡向陵・２年）
　　本田　優志(高岡商業・３年）
18．テ ニ ス
　　牧野　晃樹(富山国際大学付属・３年）
19．フェンシング
　　三木　隆征(水橋・２年）
20．空 手 道
　　小川　菜月(高岡第一・３年）
21．ヨ ッ ト
　　吉村　竜一(新湊・２年）
　　岸尾　元嗣(新湊・２年）
　　本田　有咲(新湊・３年）
22．ホッケー
　　金田　浩輝(石動・３年）
　　折戸　　開(石動・２年）
23．なぎなた
　　前田　萌絵(南砺福野・２年）

１．水　　泳
　　高桑天通希(志貴野中・１年)
　　長澤　明生(芳野中・２年)
２．陸　　上
　　川越　莉子(芳野中・３年)
　　出町　桃子(芳野中・３年)
　　渡邊　阿加(芳野中・３年)
　　牧口　晴香(芳野中・３年)
　　能作　七美(芳野中・３年)
　　上野　陽菜(芳野中・２年)
３．卓　　球
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　　佐藤虎太郎(芳野中・３年)
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　　畑　　幸光(伏木中・３年)
　　髙田　歩暉(伏木中・３年)
　　瀬戸　秀輔(伏木中・３年)
　　水上明日翔(伏木中・３年)
　　上野　詩織(伏木中・３年)
　　北村　佳乃(伏木中・３年)
　　高橋　愛美(伏木中・３年)
　　濱谷　日和(伏木中・３年)

　６月１５日(日)第３５回立野地区住民運動会が青空の
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住民運動会を始
めソフトボール
大会やウォーキ
ング大会等、色々
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と健康づくりを目的と
して、当スポーツイベン
トを毎年2月最終日曜
日に開催しています。
　以前はメインで長縄
跳びをしていましたが約7～ 8年前から《カローリ
ング大会》として様変わりをしました。
　現在では各自治会から5～10チームを選抜しても
らい大会に参加してもらっています。大滝地区で
は、オリンピックのカーリングの影響もありカロー
リングが定着しています。
　大会当日は、高齢者チームと子供チームがトーナ
メントで偶然当たることもあり、白熱したゲーム展
開に観衆も酔いしれて時間を忘れることもままあり
ます。
　又、同時開催で簡単な体力測定やニュースポーツ
体験等も行っています。
　当体育振興会ではスポーツ推進員と協力しなが
ら、スポーツイベントの企画・運営に努力していき
たいと思っています。

　現在、高岡市の中学校６校にソフトボール部があり、１００名近くの部
員が所属しています。
　入部してくる部員のほとんどがソフトボールや野球の競技経験が
なく、バットやグローブに初めてさわったという生徒も少なくありま
せん。
　そこで、ソフトボール競技専門部では、高岡市ソフトボール協会や女

子社会人ソフトボールチームのエ
ンジェルスの選手達の協力を得て、
ソフトボール教室やバッテリー講
習会を行ったり、各校の顧問が指導
者講習会に参加したりと、競技初心
者の技術向上に向けて取り組んで
います。
　オリンピック競技から外れ、競技
人口の減少が心配されていますが、
初心者でもソフトボール競技が楽
しいと思えるような指導を今後も
続けていきたいと思っています。

　現在、高岡市内では３４７名
の生徒が野球部に所属し、日々
練習に励んでいます。
　高岡市中体連野球競技専門部
では、高岡野球協会の協力のも
と、夏季と秋季に強化練習会を
行ったり、講師を招いて講習会
を行ったりして、競技力の向上
を図っています。

　他地区の野球に負けないように高岡市内の１２校が切
磋琢磨し、高岡市の野球競技のレベルを上げるべく努力
しています。そして、高岡市のチームが県大会を勝ち上
がり北信越大会や全国大会へと出場できるようにさらに
連携・協力を図り、強化に励んでいきたいと思います。
　また、今年度から県大会においてはグッドマナー賞と
いう賞が設けられることになりました。野球を通じて、
相手を賞賛する温かい心や、あいさつをしたりマナーを守ったりするといった礼儀を重んじ
る心を育み、人間としても成長していけるように支援していきたいと思っています。

高岡市中学校体育連盟高岡市中学校体育連盟
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高岡ジュニアレスリングクラブ

一緒にレスリングを始めてみませんか？

高岡体操クラブ

(公財)高岡市体育協会  〒933-0044 高岡市古城1－8  TEL 0766-26-5225  FAX 0766-26-5210  E-mail：taikyo@takaoka-sports.jp  http://www.takaoka-sports.jp/

編集後記 　４年に一度開催されるサッカーの祭典「2014FIFAワールドカップブラジル大会」がドイツの優勝で幕を閉じた。今大
会では、日本人の審判トリオが開幕戦のゲームを担当し、国際的に日本人審判が評価された。

　その開幕戦で主審の西村雄一氏のＰＫの判定が世界的に大きな議論を呼んだのは記憶に新しいところである。審判はピッチで瞬時に決断
を下さなければならないが、ボーダーラインのケースも多く見受けられるのが現状である。
　勿論、選手は各国の威信にかけてこの大会に臨んでいるが、審判も４年間かけて研修を積み重ね、最終的には篩にかけられ、出場国より
も少ない２５組のトリオが選出されている。
　選手が持っているパフォーマンスを精一杯発揮できるよう、試合環境を整備し、魅力あるプレーを引き出す事によって、感動を与える試
合にすることが審判の大きな責務である。そのためには、選手と審判がお互いリスペクトすることから始まると思っている。 

　広報調査委員　谷内浩仁　

　市主催の健康体操教室から自主クラブとして活動しはじ
めて約３５年。（社会体育優良団体として文部大臣賞を受賞
したことも…）高岡市民体育館で、毎週火・金曜の午前１０時
１０分から１２時、継続は力なりをモットーに部員全員でクラブ
を運営しています。
　当クラブでは、健康で明るい毎日を過ごすために筋力ト
レーニング・ストレッチ・簡単エアロ等を、ストレス解消にビー
チボール・フレッシュテニス、会員相互の親睦に年数回レクリ
エーションと称して食事会や近くの自然公園を散策と、とに
かく健康的なクラブです。幅広い年齢層ですが、元気で和や
かに無理せず、マイペースで体を動かしています。
　日頃、運動不足を感じている方、元気な毎日を過ごしたい
方、楽しく気軽に体を動かしたい方、是非体験してみません
か？

◇問 合 先　高岡体操クラブ　三好　啓子
　 　 ＴＥＬ０７６６－２５－２８８７

　高岡ジュニアレスリングクラブは１９９５年［平成７年］７月に
設立された伝統あるアマチュアレスリングクラブです。
　２０１３年世界選手権優勝の登坂絵莉選手を輩出するなど、
少年少女育成に関しては多くの実績を誇ります。入団する子
供達は呉西地区にとどまらず、呉東地区周辺の子供達も頑
張っています。まずは簡単なマット運動から一緒に始めま
しょう！

　　◇活 動 日　火曜日［育成練習］金曜日［全体練習］
　　　　 高岡向陵高校にて１８時３０分から
　 日曜日［全体練習］
　　　　 宮越ＭＣホールにて１０時から
　　◇費 用 等　月会費：５００円　入会金：３０００円
　 　 （チームＴシャツ、スポーツ保険含む）
　　◇指 導 者　高岡レスリング協会指導員
　　◇問 合 先　苅部接骨院　苅部院長まで　
　 　 ＴＥＬ０７６６－２４－３３１８

　当センターは、幅広い交流と生涯を通じた体力・健康づくりを目指して、昨
年１１月オープンしました。
　縦１５ｍ、横１０ｍの温水プールは、流れに逆らって歩くウォーキングコース
や、水中でトレーニングができるアクアマシン（５台）があり、水の抵抗や浮力
の働きで足腰に負担をかけずに運動ができます。トレーニングルームでは、
ウォーキングや筋トレのマシンがあり、スタッフがひとり一人の目標と体力に
合った指導もします。また、浴室や無料の談話室は憩いの場として賑わってい
ます。屋外には、２コース１８ホールのパークゴルフ場があり、オープンを待っ
ています。いずれもお手頃な利用料金でご利用いただけます。

スポーツ施設紹介 市スポーツ健康センター

●問合せ先
 〒939-1114　高岡市戸出西部金屋743　
 ☎0766-63-4470
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