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　８月11日㈫～12日㈬、長野県上田市のソフトテニス少年団の小学生団員と指導者他総勢26名が高岡市
を訪れ、高岡市の団員達と交流会を行いました。
　この交流会は、北陸新幹線が開業したのをきっかけに、同じ沿線都
市のスポーツ少年団とスポーツを通じた交流を図り、友情を深める
ことを目的として実施しました。上田市とは来年度以降も､競技種
目を変えながら受け入れと派遣を繰り返し、更に交流を深めてい
く予定です。
　今回は、ソフトテニスの交流試合をはじめ、レク
リエーションスポーツ、バーベキューや海水浴など
を楽しみました。
　夏休みのほんの一時でしたが、良い思い出作りに
なったようです。
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スポーツ少年団都市間交流会スポーツ少年団都市間交流会



❸❷

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）全国大会準優勝

佐々木　翔（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
平田　典靖（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
橋本　博且（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
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
権藤　公平（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会３位
小林　優吾（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
保木　卓朗（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
今泉　静子（高岡市バドミントン協会）全国大会優勝
黒川宗一郎（高岡市相撲連盟）全国大会優勝

滝沢　勇馬（高岡市弓道連盟）全国大会三位
安居　民雄（高岡市パワーリフティング協会）国際大会優勝
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
増山　朱美（高岡市パワーリフティング協会）国際大会優勝

山﨑　正男（高岡野球協会）多年役員
永井　　誠（高岡市バレーボール協会）多年役員
前田　義文（高岡市相撲連盟）多年役員
平田　裕康（高岡市柔道連盟）多年役員
ＭＩＹＡＨＡＲＡ　ＧＹＭ（代表　宮原　稔）優秀団体
高木　邦昭（高岡市スキー連盟）多年役員
越田　哲也（高岡市セーリング協会）多年役員

　スキーは、様々な斜面を自由に、そして安全・確実
に滑り降りることや、競技力の向上を目指すことなど
を兼ね備えた生涯スポーツであります。
　私は、スキー指導者として、ゲレンデを楽しく滑り
降りるため、各年代層の方々にスキー技術等を伝達し
てまいりました。
　このたびの表彰にあたり、高岡市体育協会のご厚情
に厚く感謝申し上げますとともに、雪国に住む私たち
にとって、一人でも多くの人が雪に親しみ、スキーの
楽しさが味わえるよう、今後も指導者として尽力して
まいりたいと思っております。

高岡市スキー連盟　理事　高木　邦昭　

■受賞者コメント

全国大会に出場して

平成27年度 公益財団法人高岡市体育協会●成美ロッキーズ

定時評議員会定時評議員会 　定時評議員会は、 5月30日㈯ホテルニュー
オータニ高岡で開催された。平成26年度事業
報告及び平成27年度事業計画が報告されたあ
と、第 1号議案平成26年度計算書類及び財産
目録の承認の件、第 2号議案役員の退任に伴
う役員の選任の件、第 3号議案議員の退任に
伴う評議員の選任の件が審議され承認され
た。選任された役員及び評議員は次のとおり。
理　事　岩田　隆文(高岡市中学校体育連盟）
監　事　古瀬　一郎(高岡市会計管理者）
評議員　石田　康男(高岡市バスケットボール協会）
　　　　小松　克実(高岡市スキー連盟）
　　　　坂本　雅則(高岡市中学校体育連盟）
　　　　前田　一郎(高岡地区高等学校体育連盟）
　　　　舟瀬　　勲(高岡市パークゴルフ協会）

　初めての全国大会では、色々な体験がで
きてうれしかったです。
　開会式では、少し緊張もしたけれど入場
行進がいつもよりうまくできて良かったで
す。試合は、３回表に先制したけれどその
裏に逆転されて６回にも追加点を取られ、
結果は１回戦で負けて悔しかったです。で
も強いチームと試合ができて勉強になるこ
とがたくさんありました。
　宿坊では、食事も寝るのもみんなと一緒
に大きい部屋でしました。試合の日の朝に
は早起きをして散歩をした後お寺さんの人
の話を聞きました。ふだん体験できないこ
とだったので楽しかったです。
　目標だった全国大会は、ぼくたちを応援
してくれるたくさんの人たちのおかげで、
チームのみんなと一緒に全力で試合ができ
たし、楽しい体験がたくさんできていい思
い出になりました。

キャプテン　塚口　聖也(６年）

　和歌山県高野山で開催された第20回高野山旗全国学童
軟式野球大会に、富山県代表として出場しました。７月
24日㈮の開会式には、全国９ブロックの予選を勝ち抜い
た52チームの選手、監督が一堂に会し、始球式では大会
20回目を記念して、元読売ジャイアンツの桑田真澄さん
が、キレの良い直球を投げ込み、見守る野球少年たちを、
くぎ付けにしていました。
　翌日の、河南少年野球クラブ(大阪府代表)との試合は、
暑さにも負けず勝利を目指して全員野球で戦いましたが、
残念ながら結果は１対４で初戦敗退となりました。
　選手たちはこの大会を精一杯戦ったことで、技術的に
も、精神的にも多くのことを学び、一段とたくましく成
長しました。

　私たち南条クラブの目標は、夏の全国大会出場でした。この出場までは、数年前より何度も予選で悔し
い思いをしてきました。けがや体調が悪くベストメンバーで出場できなかったことやプレッシャーから自
分たちのプレーができなかったことが思い出されます。しかし、昨年からは北信越大会・冬の全国大会と
出場を重ね、大きな会場の雰囲気や試合に慣れることだけでなく、メンバーとともに過ごす時間、バレー
ボールが一番楽しいと再認識する積み重ねによって成し得た道のりでした。　　
　このメンバーで最高の舞台である夏の全国大会に出場し、１勝することができたことは、私たちの一生
の宝物となりました。この素晴らしい機会を与えていただいた皆様・家族に感謝したいと思います。
　そして、新たな大きな目標に向かって、南条クラブの最高のメンバーとともに再スタートを切りたいと
思います。

■表彰状受賞者名簿

■感謝状受賞者名簿

平成27年度  公益財団法人  高岡市体育協会表彰

７月24日（金）～28日（火）／和歌山県高野山

第20回 高野山旗全国学童軟式野球大会

●南条クラブ

８月７日（金）～８月10日（月）／宮城県仙台市他

第46回 全国ママさんバレーボール大会

監　督　北岡　勉

キャプテン　北野　直美

１回戦
富山（南条）２－０ 沖縄

２回戦
富山（南条）１－２ 奈良
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　平成27年 6月20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。市内の小
学生でつくるよさこいチーム「ポップコーンキッズ」

の演技で幕を開
け、38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、酒井

市議会議長が祝辞を述べた後、選手を代表し福岡中学
校 3年 陸上競技部主将の林勇希選手が宣誓した。
　大会は、10月まで約9,000人が熱戦を繰り広げる。

　ボウリング連盟では、今年４月より高岡市内の
小学生を対象にしたボウリング教室『ジュニアボ
ウリングアカデミー』を開催しています。
　毎週土曜日の10時から高岡スカイボウルに於

いて、日本プロボウリング協会の安嶋保プロ（６期生、高岡スカイボウル所属)
と日本体育協会公認スポーツ指導員の資格を持つ連盟会員が、ボウリングの基
本的な指導をしています。
　毎回１時間程度で、小学生に理解しやすい様、図解テキストでの理論の講義
と2～３ゲームを投球し技術指導を行なっています。
　スポーツボウリングの普及と発展を図る為、ボウリングを競技スポーツとし
て体感してもらい、ルールの遵守や競技者同士の協調性を学び、ボウリングを
通じ人間力向上や健全な育成に寄与することを目的としております。
　又、ジュニア世代からスポーツボウリングに慣れ親しむことにより、将来は
国民体育大会や国際大会での活躍を目指す選手の発掘事業としたいと考えてい
ます。

　今年で第35回を迎えた高岡万葉マラソンは、6月14日㈰、気温
30℃と厳しい暑さの中、過去最多の参加者が万葉路を駆け抜けた。
　このコースは、アップダウンが多いだけでなく、ゴール（陸上競
技場）前に立ちはだかる急勾配の登り坂を制覇してこそ達成感が
ある。そしてゴール後、疲れ切った身体に、生姜たっぷりの冷た
い素麺をすするのだ。
　主催者としては、一人でも多くの人にゴールしてほしい、美味
しい素麺を食べて笑顔で帰ってほしいと、日々大会準備に知恵を
絞った。
　さかのぼること10ケ月、始動したのは昨年の秋である。いつも
より３ケ月くらい早い感じだが、狙いはやっぱり暑さ対策。給水所
の３ケ所増設に加え、ドリンクと紙コップにいたっては２倍の数を用
意した。とりわけ悩んだのはドリンクの冷却方法。どうすれば清潔
で冷たい飲み物を皆に提供できるのかを。
　大きな樽を40個、でっかい氷を50個と、初めて準備する物が次々
とリストアップされていく。そして、そうしていくうちに次の壁に
ぶち当たる。「これ全部、どうやって運ぶ？」
　そんな具合で、その他いろいろな要望に、１つひとつ真剣に向
き合い改善してきたつもりである。そう、自信が無いわけではな
いが、まだ「つもり」であるからして、このあとも延びシロはあ

ると思っている。
　大会後に寄せられる「良かったよ」、「美
味しかったよ」、「楽しかったよ」の言葉が、
更に前進する活力を我々に与えてくれる。
これからも、参加者との意見交流を大切
にしながら、この万葉マラソンを育てて
いきたい。

指導者研修会を開催します参加者募集！参加者募集！

心
理
学
研
修
会

　今年度から高岡万葉マラソンと切り離し、平成27年11月23日(月・祝)午前11時から竹平記念体育館周
辺で開催いたします。１チーム５名(小学４～６年生男女別、一人約1.06㎞)で、参加料は１チーム
1,000円です。高岡市スポーツ少年団大会(11月23日(月・祝)午前9時～10時)の後になりますが、小学
生チームのタスキリレー１位を目指して走ってみませんか！

高岡市ボウリング連盟　理事長 　山口　伸一

加盟団体助成事業

ボウリング

❺

第23回　高岡市ジュニアタスキリレー第23回　高岡市ジュニアタスキリレー

日本ペップトーク普及協会代表理事・
日本体育協会公認
アスレティックトレーナー

10月18日㈰
　　　午後 2時～

岩﨑 由純 氏
　ペップトークは、もともとアメ
リカでスポーツの試合前に監督や
コーチが選手を励ますために行っ
ている短い激励のスピーチです。
　日本の第一人者である講師から
｢言葉の力」を学び、子どもたち
の可能性を広げましょう。
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NEW

新高岡市誕生10周年記念  第10回高岡市民体育大会

総合開会式総合開会式
　ビーチボール競技は、6月28日㈰、高岡市竹平記念体育館
において行われました。参加資格はＡクラス(18歳以上)Ｂク
ラス(30歳以上)Ｃクラス(40歳以上)Ｄクラス(50歳以上)Ｅク
ラス(60歳以上)の 5 クラスの部に分かれ男子19チーム、女子
21チームの参加のもと行われました。
　年々若い世代の参加が少なくなって来ていてさびしい結果
になっていますが、ビーチボール競技は、富山県民体育大会
Ⅱ部の得点種目になっていますので、みんな汗を絞りながら
上位を目指してがんばりました。

高岡市ビーチボール連盟　理事長　斉藤　仁志　

ビーチボール競技ビーチボール競技

第35回高岡万葉マラソン

文：大会事務局員

※研修会・ジュニアタスキリレー共、要項等が出来次第ホームページ等に掲載いたします。
　奮ってご参加下さい！！お待ちしています。

期日

高岡市
ふれあい福祉センター会場

講師

内容

西能病院勤務
管理栄養士・
公認スポーツ栄養士

11月14日㈯
　　　午後 6時30分～

舘川 美貴子 氏
　スポーツをする子どもたちに必
要な食事の内容、栄養素の摂り方
などを学びます。
　体つくりに大切な「食」につい
てわかりやすく説明します。
※スポーツ指導者だけでなく、保
護者の方も参加できます。

期日

高岡市
ふれあい福祉センター会場

講師

内容

で高岡市体育協会
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写真提供：オールスポーツコミュニティ写真提供：オールスポーツコミュニティ
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高岡市長と市体
育協会の塩谷会
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これからも、参加者との意見交流を大切
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１．水　　泳
　　松田　未悠(高岡商業・２年）
２．陸　　上
　　吉田貴一朗(富山商業・１年）
　　福島　龍二(高岡商業・３年）
　　大江モダン(龍谷富山・２年）
　　出町　桃子(水　　橋・１年）
　　長徳　優花(高岡商業・３年）
３．ソフトボール
　　加藤　紋奈(滑　　川・３年）
４．ソフトテニス
　　村牧　克城(高岡商業・３年）

　　浅田　実那(高 岡 西・２年）
　　坂林　春菜(高 岡 西・３年）
　　渋谷真由子(高岡商業・３年）
５．卓　　球
　　橘　　秀平(富山商業・３年）
　　寺嶋　和希(富山商業・３年）
　　岩村　　律(高岡龍谷・３年）
６．バドミントン
　　吉村　徳仁(高岡第一・３年）
　　荒木　　絢(高岡第一・３年）
　　藤田　啓汰(高岡第一・２年）
　　大﨑　広裕(高岡第一・２年）

　　福島　里彩(富山国際大学付属・３年）
７．バレーボール
　　牧田　広大(高岡第一・３年）
　　砂原　向陽(高岡第一・３年）
　　三角　尚久(高岡第一・３年）
　　藤井　寧々(富山第一・１年）
８．バスケットボール
　　春日　祐美(高岡第一・３年）
　　石田　　栞(高岡第一・２年）
　　早苗　　咲(高岡第一・２年
　　大塚まりあ(高岡第一・１年）
９．ハンドボール
　　高木　重太(高岡向陵・３年）
　　三浦　友紀(高岡向陵・３年）
　　笠井千香子(高岡向陵・２年）

10．サッカー
　　下鳥あとむ(水　　橋・３年）
　　山森　俊希(水　　橋・１年）
11．相　　撲
　　高沢　勝寅(高岡向陵・３年）
12．柔　　道
　　村上　敦哉(高岡龍谷・３年）
13．剣　　道
　　棚田　修弘(富山工業・２年）
　　野口　眞子(富山北部・３年）
14．弓　　道
　　神子高弘彪(高　　岡・３年）
　　樋口　優希(氷　　見・３年）
15．体　　操
　　尾山　実優(伏　　木・１年）
　　喜　　香恋(伏　　木・１年）

　　吉田　優芽(伏　　木・１年）
16．自 転 車
　　林　宗良治(氷　　見・２年）
17．レスリング
　　竹沢　登喜(高岡向陵・３年）
　　萩原　庄梧(高岡向陵・３年）
　　山崎　陸央(高岡向陵・３年）
　　竹沢　利紀(高岡向陵・１年）
　　干場　悠大(高岡向陵・１年）
18．テ ニ ス
　　荒井　陽和(富山国際大学付属・２年）
19．フェンシング
　　安達　優虎(富 山 西・２年）
　　三木　隆征(水　　橋・３年）
20．空 手 道
　　大橋　春紀(高　　岡・３年）

　　森岡　健太(高岡第一・３年）
　　田守　　翔(高岡第一・３年）
　　森岡　康太(高岡第一・２年）
　　渡邉　将成(高岡第一・２年）
　　大西　優成(高岡第一・２年）
　　小林　洋喜(高岡第一・１年）
　　今田　愛海(高岡商業・１年）
21．ホッケー
　　折戸　　開(石　　動・３年）
22．ヨ ッ ト
　　土合　智也(新　　湊・２年）
　　小林　真央(新　　湊・２年）
　　堤　　知里(新　　湊・２年）
23．なぎなた
　　前田　萌絵(南砺福野・３年）

１．水　　泳
　　高桑天通希(志貴野中・２年）
　　山元　　樹(志貴野中・３年）
　　國見誠史郎(志貴野中・２年）
　　関　　翔太(志貴野中・３年）
　　下野　岳人(志貴野中・２年）
　　長澤　明生(芳 野 中・３年）

２．陸　　上
　　手塚　麻衣(志貴野中・２年)

３．柔　　道
　　八幡　辰昭(五 位 中・３年）
　　伊勢　知季(高岡西部中・３年）
４．弓　　道
　　飴谷　佑大(伏 木 中・２年）
　　小曲　健太(伏 木 中・３年）
　　中田　峻輔(伏 木 中・２年）
　　栄永　一斗(伏 木 中・２年）
　　早木　美流(伏 木 中・３年）
　　早平　　愛(伏 木 中・３年）
　　光岡穂乃香(伏 木 中・３年）
　　中山　鈴音(伏 木 中・３年）

※平成27年8月　現在

［高岡市居住者］開催期間：７月28日㈫～８月20日㈭ 開催期間：８月17日㈪～８月25日㈫

平成27年度  全国高等学校総合体育大会出場者 平成27年度  全国中学校体育大会等出場者

福岡地区体育振興会

初心者も愛好家に変身

南条校下体育振興会

カローリングで健康寿命を伸長

　当体育振興会
は、1970年(昭
和45年)に佐野小
学校と福田小学
校が統合し誕生
した南条小学校
の下で、地域住
民の交流の場とするため活動を開始し、現在、年６
回の行事を行っています。
　今年度はソフトボール、ゴルフ、住民体育大会、
カローリング、ボウリング、ビーチボールを予定し
ており、この内、カローリングは老若男女が参加し
やすい競技として１昨年から新たに実施したもの
で、氷上のチェスとも言われるカーリングなみに、
ジェットローラーをポイントゾーン目指し投球した
り、相手チームのローラーを外に弾き出したりし点
を競う醍醐味を堪能しています。
　今後とも、多くの住民が参加しやすいスポーツの
振興に取組み、健康寿命の伸長に寄与して参りたい
と考えています。

　パークゴルフ教室、カローリング教室を年に１回
開催しております。
　パークゴルフ教室は地元のパークゴルフ場で、福
岡地区のパークゴルフ愛好家の皆さんにルール、実
技を教わりながらパークゴルフを楽しんでいます。
初めての人も愛好家として変身していかれます。実
技終了後は福岡公民館に戻り、親睦を兼ねて、パー
クゴルフのルールなどの質疑応答しながら昼食会を
しております。
　カローリング教室は福岡地区のカローリングクラ
ブの皆さんにルール、実
技を教わりながら、
地元のＢ＆Ｇ海洋セ
ンターで教室を開
催。カローリング
も初心者でもスグ
楽しめる競技で、
これからも益々普
及していきたいと
思っております。

❼❻

平成27年度  全国高等学校総合体育大会出場者 平成27年度  全国中学校体育大会等出場者

　現在、高岡市内中学校には男女合わせて340名程の生徒がバスケット
ボール部に所属し、技術力向上に励んでいる。
　高岡市中体連バスケットボール専門部では、高岡市バスケットボール協
会の協力の
もと、夏休
みに実技講
習会を実施
したり、冬

に県外チームを招待して「ＴＡＫＡＯＫＡ　ＣＵＰ」を開催したり
している。これらの活動を通して、初心者から上級者までレベルに
あった強化を図り、普及・強化に努めている。その成果として、こ
こ数年で五位中女子(H23)、南星中女子(H25)が全国大会に出場し
ている。また、毎年県大会等で活躍し、北信越大会に出場するなど、
実力がついてきている。
　これからも技術力向上だけでなく、礼儀マナー等中学生としての
心の面の強化にも力を入れていきたい。　

高岡市中学校体育連盟高岡市中学校体育連盟

競技力向上と心の強化競技力向上と心の強化
競技主任　二俣　紀子(芳野中学校）

バスケットボール競技専門部

　現在、高岡市内に
は11中学校にサッ
カー部があり、330
名余りの生徒が所属
している。市内のク
ラブチームに所属し
ている生徒もいるた
め全体では400名以
上の生徒が日々練習
に励んでいる。
　高岡市中体連サッ
カー競技専門部では高岡市サッカー協会の協力のもと、講師を招き、講義
やトレーニングの実践を行って技術や判断の上達に継続して働きかけてい
る。また、選抜選手による強化練習会も行っており、年末の強化遠征で成
果と課題を確認し、競技力向上を図っている。
　昨年度から指導者を対象とした講義・トレーニングの実践を行っている。
来年度はさらに連携・協力を図り、全中出場を目指していきたい。

今年度を振り返って今年度を振り返って
競技主任　山本　　剛(芳野中学校）

サッカー競技専門部



１．水　　泳
　　松田　未悠(高岡商業・２年）
２．陸　　上
　　吉田貴一朗(富山商業・１年）
　　福島　龍二(高岡商業・３年）
　　大江モダン(龍谷富山・２年）
　　出町　桃子(水　　橋・１年）
　　長徳　優花(高岡商業・３年）
３．ソフトボール
　　加藤　紋奈(滑　　川・３年）
４．ソフトテニス
　　村牧　克城(高岡商業・３年）

　　浅田　実那(高 岡 西・２年）
　　坂林　春菜(高 岡 西・３年）
　　渋谷真由子(高岡商業・３年）
５．卓　　球
　　橘　　秀平(富山商業・３年）
　　寺嶋　和希(富山商業・３年）
　　岩村　　律(高岡龍谷・３年）
６．バドミントン
　　吉村　徳仁(高岡第一・３年）
　　荒木　　絢(高岡第一・３年）
　　藤田　啓汰(高岡第一・２年）
　　大﨑　広裕(高岡第一・２年）

　　福島　里彩(富山国際大学付属・３年）
７．バレーボール
　　牧田　広大(高岡第一・３年）
　　砂原　向陽(高岡第一・３年）
　　三角　尚久(高岡第一・３年）
　　藤井　寧々(富山第一・１年）
８．バスケットボール
　　春日　祐美(高岡第一・３年）
　　石田　　栞(高岡第一・２年）
　　早苗　　咲(高岡第一・２年
　　大塚まりあ(高岡第一・１年）
９．ハンドボール
　　高木　重太(高岡向陵・３年）
　　三浦　友紀(高岡向陵・３年）
　　笠井千香子(高岡向陵・２年）

10．サッカー
　　下鳥あとむ(水　　橋・３年）
　　山森　俊希(水　　橋・１年）
11．相　　撲
　　高沢　勝寅(高岡向陵・３年）
12．柔　　道
　　村上　敦哉(高岡龍谷・３年）
13．剣　　道
　　棚田　修弘(富山工業・２年）
　　野口　眞子(富山北部・３年）
14．弓　　道
　　神子高弘彪(高　　岡・３年）
　　樋口　優希(氷　　見・３年）
15．体　　操
　　尾山　実優(伏　　木・１年）
　　喜　　香恋(伏　　木・１年）

　　吉田　優芽(伏　　木・１年）
16．自 転 車
　　林　宗良治(氷　　見・２年）
17．レスリング
　　竹沢　登喜(高岡向陵・３年）
　　萩原　庄梧(高岡向陵・３年）
　　山崎　陸央(高岡向陵・３年）
　　竹沢　利紀(高岡向陵・１年）
　　干場　悠大(高岡向陵・１年）
18．テ ニ ス
　　荒井　陽和(富山国際大学付属・２年）
19．フェンシング
　　安達　優虎(富 山 西・２年）
　　三木　隆征(水　　橋・３年）
20．空 手 道
　　大橋　春紀(高　　岡・３年）

　　森岡　健太(高岡第一・３年）
　　田守　　翔(高岡第一・３年）
　　森岡　康太(高岡第一・２年）
　　渡邉　将成(高岡第一・２年）
　　大西　優成(高岡第一・２年）
　　小林　洋喜(高岡第一・１年）
　　今田　愛海(高岡商業・１年）
21．ホッケー
　　折戸　　開(石　　動・３年）
22．ヨ ッ ト
　　土合　智也(新　　湊・２年）
　　小林　真央(新　　湊・２年）
　　堤　　知里(新　　湊・２年）
23．なぎなた
　　前田　萌絵(南砺福野・３年）

１．水　　泳
　　高桑天通希(志貴野中・２年）
　　山元　　樹(志貴野中・３年）
　　國見誠史郎(志貴野中・２年）
　　関　　翔太(志貴野中・３年）
　　下野　岳人(志貴野中・２年）
　　長澤　明生(芳 野 中・３年）

２．陸　　上
　　手塚　麻衣(志貴野中・２年)

３．柔　　道
　　八幡　辰昭(五 位 中・３年）
　　伊勢　知季(高岡西部中・３年）
４．弓　　道
　　飴谷　佑大(伏 木 中・２年）
　　小曲　健太(伏 木 中・３年）
　　中田　峻輔(伏 木 中・２年）
　　栄永　一斗(伏 木 中・２年）
　　早木　美流(伏 木 中・３年）
　　早平　　愛(伏 木 中・３年）
　　光岡穂乃香(伏 木 中・３年）
　　中山　鈴音(伏 木 中・３年）

※平成27年8月　現在

［高岡市居住者］開催期間：７月28日㈫～８月20日㈭ 開催期間：８月17日㈪～８月25日㈫

平成27年度  全国高等学校総合体育大会出場者 平成27年度  全国中学校体育大会等出場者

福岡地区体育振興会

初心者も愛好家に変身

南条校下体育振興会

カローリングで健康寿命を伸長

　当体育振興会
は、1970年(昭
和45年)に佐野小
学校と福田小学
校が統合し誕生
した南条小学校
の下で、地域住
民の交流の場とするため活動を開始し、現在、年６
回の行事を行っています。
　今年度はソフトボール、ゴルフ、住民体育大会、
カローリング、ボウリング、ビーチボールを予定し
ており、この内、カローリングは老若男女が参加し
やすい競技として１昨年から新たに実施したもの
で、氷上のチェスとも言われるカーリングなみに、
ジェットローラーをポイントゾーン目指し投球した
り、相手チームのローラーを外に弾き出したりし点
を競う醍醐味を堪能しています。
　今後とも、多くの住民が参加しやすいスポーツの
振興に取組み、健康寿命の伸長に寄与して参りたい
と考えています。

　パークゴルフ教室、カローリング教室を年に１回
開催しております。
　パークゴルフ教室は地元のパークゴルフ場で、福
岡地区のパークゴルフ愛好家の皆さんにルール、実
技を教わりながらパークゴルフを楽しんでいます。
初めての人も愛好家として変身していかれます。実
技終了後は福岡公民館に戻り、親睦を兼ねて、パー
クゴルフのルールなどの質疑応答しながら昼食会を
しております。
　カローリング教室は福岡地区のカローリングクラ
ブの皆さんにルール、実
技を教わりながら、
地元のＢ＆Ｇ海洋セ
ンターで教室を開
催。カローリング
も初心者でもスグ
楽しめる競技で、
これからも益々普
及していきたいと
思っております。

❼❻

平成27年度  全国高等学校総合体育大会出場者 平成27年度  全国中学校体育大会等出場者

　現在、高岡市内中学校には男女合わせて340名程の生徒がバスケット
ボール部に所属し、技術力向上に励んでいる。
　高岡市中体連バスケットボール専門部では、高岡市バスケットボール協
会の協力の
もと、夏休
みに実技講
習会を実施
したり、冬

に県外チームを招待して「ＴＡＫＡＯＫＡ　ＣＵＰ」を開催したり
している。これらの活動を通して、初心者から上級者までレベルに
あった強化を図り、普及・強化に努めている。その成果として、こ
こ数年で五位中女子(H23)、南星中女子(H25)が全国大会に出場し
ている。また、毎年県大会等で活躍し、北信越大会に出場するなど、
実力がついてきている。
　これからも技術力向上だけでなく、礼儀マナー等中学生としての
心の面の強化にも力を入れていきたい。　

高岡市中学校体育連盟高岡市中学校体育連盟

競技力向上と心の強化競技力向上と心の強化
競技主任　二俣　紀子(芳野中学校）

バスケットボール競技専門部

　現在、高岡市内に
は11中学校にサッ
カー部があり、330
名余りの生徒が所属
している。市内のク
ラブチームに所属し
ている生徒もいるた
め全体では400名以
上の生徒が日々練習
に励んでいる。
　高岡市中体連サッ
カー競技専門部では高岡市サッカー協会の協力のもと、講師を招き、講義
やトレーニングの実践を行って技術や判断の上達に継続して働きかけてい
る。また、選抜選手による強化練習会も行っており、年末の強化遠征で成
果と課題を確認し、競技力向上を図っている。
　昨年度から指導者を対象とした講義・トレーニングの実践を行っている。
来年度はさらに連携・協力を図り、全中出場を目指していきたい。

今年度を振り返って今年度を振り返って
競技主任　山本　　剛(芳野中学校）

サッカー競技専門部



　当クラブは、小学生から中
学生が在籍し、全国大会入賞
者を毎年輩出しています。ア
クロバティックな動きが好き
な人や、他競技から転向して
くる人など様々ですが、全国
大会に行ってみたいという人
にお勧めです。プールで実際
に飛ぶ練習に加え、トランポ
リンを使って宙返りなどの空中感覚を養ったり、柔軟性や体
幹強化を図っています。常に体験希望を受付けていますの
で、高岡総合プールに気軽に見に来てください。

●問合先　長慶寺室内プール (☎0766－25－6044)

高岡スイミングクラブ

「 飛 込 み 」

❽

新高岡市誕生10周年記念
「第48回日本女子ソフトボールリーグ 富山大会」

編集後記 　今回、富山県代表として第20回高野山旗全国学童軟式野球大会に出場した成美ロッキーズの記事があります。学校並
びに地域の方々に支えられて活動を続けてきて38年目にして初の全国大会出場は、子どもたちに多大な勇気を与えたも

のと思います。大会を通して、子どもたちは貴重な体験をし、夏休みの良い思い出になったことでしょう。子どもたちのスポーツに対
して真剣に取り組む姿勢にはいつも感動を覚えます。「2020年東京オリンピック」開催まであと５年。頑張れ！「若きアスリートたち」
 広報調査委員　杉本　太一

　高岡西部総合公園野
球場は、平成27年5月23
日から供用を開始した
施設です。当野球場の
整備は、平成17年に旧
高岡市と旧福岡町が合
併した際の主要事業と
して掲げてきたもので、
新市誕生から十年とい
う記念すべき節目の年
での開場となりました。
　両翼100ｍ、中堅122
ｍ、内野が黒土、外野
が天然芝、スタンド収
容一万人規模の当野球
場は、ナイター照明設
備、室内多目的スペー
ス、LEDを使用した電光掲示板を備えています。また、愛称にもな
っているボールパークの概念のとおり、親しみが持て、皆様に愛さ
れる野球場となるように、選手にとってはプレーをしやすく、観客
にとっては試合を楽しめるように様々な工夫が施してありますの
で、ぜひご来場ください。

スポーツ施設紹介高岡西部総合公園野球場

※高岡西部総合公園内には子どもた
ちに大人気のふわふわドームや複
合遊具などがある広場もあり、野
球等の試合がない時でも親子連れ
で楽しむことができます。

入場料   一　般/当日1,200円  前売1,000円
　　　   中高生/当日   800円  前売   500円
入場料   一　般/当日1,200円  前売1,000円
　　　   中高生/当日   800円  前売   500円

10：00  ぺヤング  VS  トヨタ自動車
12：30  SGホールディングスグループ  VS
 ビックカメラ高崎
15：00  日立  VS  NECプラットフォームズ

高岡西部総合公園野球場
（ボールパーク高岡)に
北京五輪  金メダリスト
上野由岐子投手が

やってくる！
新高岡市誕生10周年記念
「第48回日本女子ソフトボールリーグ 富山大会」

チケット問合先　チケットぴあ　TEL：0570－02－9999

９月５日㈯

10：00  ぺヤング  VS
 SG ホールディングスグループ
12：30  日立  VS  トヨタ自動車
15：00  NECプラットフォームズ  VS
 ビックカメラ高崎

９月６日㈰

10：00  ぺヤング  VS  トヨタ自動車
12：30  SGホールディングスグループ  VS
 ビックカメラ高崎
15：00  日立  VS  NECプラットフォームズ

10：00  ぺヤング  VS
 SG ホールディングスグループ
12：30  日立  VS  トヨタ自動車
15：00  NECプラットフォームズ  VS
 ビックカメラ高崎

上野由岐子投手が
やってくる！ 　高岡市出身で172㎝のすらっとした

長身＆色白の彼女は、一見、クールで
大人しそうに見えます。しかし、小学
生の頃から続けているフェンシングで
は世界選手権出場・国体優勝をはじめ
とする輝かしい実績が複数あり、動き
出すと歩くのが速く、テキパキとした
口調で話し、さらにジェスチャーをつ

けながら笑うかわいい姿から、根っからの体育会系とい
うことが分かります。
　また、10年以上ぶりの新人スポーツ専門員ということ
もあってか、先輩方に毎日愛情あふれる“ちょっかい”を
出されていますが、全くくじけることなくさわやかに頑
張っています。
　現在は生涯スポーツ分野を担当していますので、スポー
ツの指導や大会の運営などの機会に、みなさんとお会い
しお世話になることもあると思います。その際は、どう
かよろしくお願いいたします。

(うえの えりこ)

平成27年４月に高岡市体育協会に採用された
上野 恵梨子スポーツ専門員を紹介します｡

上野 恵梨子

文：体育協会事務局員

●問合せ先　
 高岡西部総合公園管理事務所(野球場内）
 〒933-0337  高岡市千鳥丘町１番地 
 TEL:0766-31-0070 FAX:0766-31-0075
 休業日:年末年始

(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/

（愛称　ボールパーク高岡）


