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第29回高岡万葉マラソン
　平成21年11月22日㈰城光寺陸上競技場を発着とし、第29回高岡万葉マラソンがハーフ、10㎞、5㎞、2㎞、ジュ
ニアタスキリレー計22種別2,025名の参加のもと開催された。昨今のマラソンブームの影響か、前回大会より
約400名も参加者が増え、急遽シャトルバスを出すなどの対応に追われた今大会は、天候に恵まれ、絶好のマラ
ソン日和となったことと、警察や交通指導員、自治会など多くの方々のご協力のおかげで、無事大会を終える
ことができた。また、レース後には豚汁を振る舞い、好評であった。

万葉マラソンに参加して

10㎞一般男子35歳以上参加　森　弘之

　毎年、息子たちと２キロの部に
参加していましたが、今回は5
年ぶりに10キロの部に参加し
ました。息子二人が万葉ス
トロンガーズスポーツ少
年団に入っていたため、Jrタスキリレーに参加していましたが、5年前、スポ少
スタッフと走ることの大切さを再認識、意気投合しまして、２キロの部＆ジョ
ギングの部の参加を募り、今では、全員参加！と、盛り上がっております。
　良きライバルがいて、自主トレに付き合ってくれる息子と親友がいて、大会
当日には子供たちの応援も励みになり、なんとか46分台で完走できました。次
回は、今回以上に力いっぱいのパフォーマンスが発揮出来るように、みんなで
一緒に準備したいと思います。
　今回は万葉ストロンガーズの子供たちと一緒に選手宣誓をさせていただき、あ
りがとうございました。



❷

  全国大会での初入
賞が優勝だったの
で、喜びよりも驚
きの方が大きかっ
た。優勝できたのは、
先生方や両親などいろ
いろな方々の支えがあっ
たからだと思う。感謝の気持ちを
決して忘れず、これからも頑張っ
ていきたい。そして、全国制覇し
た栄光に自分自身が押しつぶさ
れないよう、より一生懸命取り組
んで、人間として成長しなければ
いけないと思う。 

  私は、中学最後の
大舞台で念願の優
勝を果たすことが
できました。中学
二年の時にベスト16
で終わってしまったの
で、この一年間優勝を目

標に無我夢中で練習をしてきまし
た。努力してきた成果を十分発揮
できたこと、そして応援してくだ
さった方々や先生、両親の支えが
あったからこそ、今回の優勝が達
成されたのだと思います。これか
らも頑張ります。

■柔道競技
　杉山　拓海（芳野中）
　　平成21年度全国中学校体育大会
　　　柔道男子  個人90kg級 1位
　長内　香月（芳野中）
　　平成21年度全国中学校体育大会
　　　柔道女子  個人70kg級 1位
■ソフトテニス競技
　榊　　勇人（南星中）
　　第20回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会
　　　富山県選抜  男子団体 5位
　坂林　孝明（高陵中）　〃
　　　富山県選抜  男子団体 5位
　中田　滉士（芳野中）　〃
　　　富山県選抜  男子団体 5位
　高岡商業高ソフトテニス部
　（大牧　未来・長尾莉々子
　　砂山　夏実・西田真奈美
　　鈴木　亜侑・荒井　晴那
　　西尾　萌子・近川喜美恵）
　　平成21年度全国高等学校総合体育大会
　　　ソフトテニス競技  女子団体 3位
■バドミントン競技
　古西佳那子（高岡西高）
　　平成21年度全国高等学校総合体育大会
　　　バドミントン競技  女子ダブルス 　1位
　高橋沙也加（高岡西高）〃
　　　バドミントン競技  女子ダブルス 　1位
■水泳競技
　小西　朋春（福岡小）
　　とびうお杯　第24回全国少年少女水泳競技大会
　　　50m  自由形 2位
　矢野　由樹（福岡小）　〃
　　　50m  バタフライ 4位
　関　亜喜奈（高岡高）
　　第64回国民体育大会水泳競技大会　飛込競技
　　　少年女子  高飛込 2位

■レスリング競技　
　登坂　絵莉（至学館高）
　　'09スウェーデン　クリッパンオープンレスリング　選手権大会
　　　カデットの部  43kg級 1位
　紺野　孝太（高岡西部中）
　　第35回全国中学校レスリング選手権大会
　　　男子  59kg級 3位
　小倉　強太（戸出中）
　　第13回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
　　　小学男子の部  6年生  45kg級 3位
　萩原　庄梧（国吉小）
　　第26回全国少年少女レスリング選手権大会
　　　小学男子の部  6年生  54kg級 2位
　苅部　将之（野村小）　〃
　　　小学男子の部  6年生  36kg級 3位
　桧物　　旬（東五位小）〃
　　　小学男子の部  4年生  24kg級 3位
　坂本　絵奈（大門小）　〃
　　　小学女子の部  4年生  26kg級 3位
　坂本　紗奈（大門小）　〃
　　　小学女子の部  4年生  24kg級 3位
　大巻　　湧（能町小）　〃
　　　小学男子の部  3年生  26kg級 2位
　桧物　　典（東五位小）〃
　　　小学男子の部  2年生  20kg級 2位
■フェンシング競技
　山口　敦史（富山西高）
　　平成21年度全国高等学校総合体育大会
　　　フェンシング競技  男子団体 1位
　高岡古城フェンシングクラブ
　（米島 優夏・内尾 知英・向井 愛美）
　　第10回全日本少年フェンシング団体選手権大会
　　　中学生の部  女子サーブル団体 2位
　高岡古城フェンシングクラブ
　（川渕　英凛・高場　理人
　　三木　隆征・今井　祐貴）　〃
　　　小学生の部  男子エペ団体 1位

　奥　　智郁（千鳥丘小）
　　第22回全国少年フェンシング大会
　　　小学校1・2年生男女混成の部 8位
■相撲競技
　竹澤梨里花（国吉小）
　　第12回全日本小学生女子相撲大会
　　　5年生の部  50kg未満級 2位
　道言　　光（国吉小）　〃
　　　5年生の部  50kg以上級 3位
■空手競技
　田川　大翔（成美小）
　　第8回全日本少年少女空手道選手権大会
　　　4年生男子組手 5位
　石王丸満里七（野村小）　〃
　　　6年生女子組手 2位
　密　　行成（大島小）　　〃
　　　4年生男子形 5位

平成21年度  高岡市体育協会表彰  受賞団体・個人（児童・生徒）

　今年に入り、向井愛美（伏木中）さんが、
フェンシング国際大会「マラソンフルー
レ2010」女子ミニム14歳以下で見事優勝。
また、長内香月（芳野中）さんが2010年ベ
ルギー国際柔道大会女子70㎏級で準優勝
した。

表彰式謝辞　関 亜喜奈

国 体 を 終 え て 　　　　　　　　　関　亜喜奈  （高岡高2年）
　私は、昨シーズンを国体２位という最高の結果で締め括ることができました。約半
年経った今でも、あの時のことを思い出すと、水から上がった瞬間に聞こえた歓声や
あの時の興奮が蘇ってきます。
　私は今まで、悔いのない試合というのをあまりしたことがありませんでした。そこ
で、国体に向けて自分の中で成功するイメージを明確にし、自信を持って試合に臨め
るようにしました。そのおかげで、試合中は落ち着いて演技することができたので、良
い成績を残すことができたのだと思います。
　国体２位という成績は誇れるものであると同時に、これからはそれ相応の期待がか
かってくると思います。昨年は何も考えずにがむしゃらにやった結果だったけれど、
今年はしっかりと目標を定めて達成したいです。目標通りの結果を出すというのは難
しいけれど、それを達成したときは、きっと昨年以上のものが得られると思います。

全 国 制 覇 　　　杉山  拓海（芳野中３年） 優 勝 し て 　 　 　長内  香月（芳野中３年）
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　2回目の登場になります「スポレクとやま2010」
祭典マスコットのきときと君です。そして、僕の
となりは友だちの『ザッキー』です。
　昨年10月に宮崎県で開催された「スポレクみや
ざき2009」の視察に行った時に友だちになったん
だ。僕は祭典期間中、高岡市で開催する種目が行

われていたところに行ってきたんだ。
グラウンド・ゴルフの高原町、ラージ
ボール卓球の都城市、年齢別ソフトテ
ニスの宮崎市、年齢別バドミントンの
高鍋町、それぞれの会場のみなさんに
も大変お世話になったし、種目別大会
の運営に参考になることを『ザッキー』
にたくさん教えてもらったんだ。

　いろんな方にやさしくしてもらったので、高岡でも県内外から参加するみ
なさんに「おもてなしの心」を持ってあたたかくお迎えしたいなぁーと思っ
ているんだ。そのためにも僕は今、歓迎
レセプションや種目別大会について「ど
うしたらいいかな？」「どうしたらみん
なに喜んでもらえるかな？」…といろい
ろ考えているんだ。
　高岡のみんなにもお手伝いしてもら
えると嬉しいなぁと思っているのでよ
ろしくね！
　それでは、また！次号で。

　当協会のジュニア選手育成事業は、平成５年よ
りジュニアフェンシング教室を立ち上げて普及に
取り組み、教室終了後は高岡古城フェンシングク
ラブにて育成・強化をしています。発足当時の活
動会場は高岡市民体育館、そして、現在は万葉社会
福祉センターにて毎週日曜と水曜に活動していま
す。部員は高校生から小学生の19名で和気あいあ
いと行っています。
　強化については富山市より県協会の強化コーチ
松井翼先生を月一度招いて強化練習会を実施し、
年間８回程度県の大会や全国大会へ参加していま
す。そして日本代表として国際大会へ数名出場し
ています。

　(副会長　江川正美文)

全国スポレク奮戦記！ジュニア選手育成強化事業 VOL.2

　現在、高岡市体育振興会では、年間下記の９種目の市民スポーツ大会を開
催し、その種目ごとに、各校下地区ごとの参加点と順位点（優勝・次勝・３位）
を加算し、年度初めの総会時に上位６位まで表彰しています。
　この大会は各校下・地区で、それぞれの大会を開催し、その代表が自分た
ちの練習の成果と他の校下選手との親睦や、高岡市の生涯スポーツの振興を
図ることを目的とするものであります。
　過去にはバドミントン・卓球・男子バレーボール・女性ソフトボール大
会などがありましたが、参加チーム数の減少や時流にあったスポーツを検討
しながら現在の９種目になっています。
　近年ビーチボール大会やフレッシュテニス大会などクラブ対抗化してき
ているものもあり、大会の参加の方法や大会そのものの見直しの問題が浮上しつつあります。　　　  〔参加者数1,255名〕

ビーチボール・年齢別ソフトボール・ソフトバレーボール・ソフトボール・グラウンドゴルフ
女性バレーボール・フレッシュテニス・ラージボール卓球・ボウリング

市民スポーツ大会

大会９種目

■高岡市フェンシング協会■

平成21年度  体育振興会会長杯  総合結果

総 合 の 部

優　勝 戸　出 839点

２　位 木　津 648点

３　位 古　府 531.5点

４　位 能　町 494点

５　位 石　堤 490点

６　位 成　美 461点

女 子 の 部

優　勝 古　府 207点

２　位 成　美 180点

３　位 石　堤 171点

４　位 木　津 154点

５　位 牧　野 127点

６　位 博　労 124点

※総合の部　戸出４連覇

参加点　団体：50点
　　　　個人：1点／人

入賞点（団体）
　　　　優勝：20点
　　　　次勝：10点
　　　　三位：５点
　　　（個人）
　　　　優勝：10点
　　　　次勝：５点
　　　　三位：２点

得点方式
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編集後記 　暖冬予報が大幅にはずれ、雪の多い冬になりました。家での除
雪作業や道路状況の悪さで、人が生活するには酷い環境となりま

したが、視点を変え生態系を考慮すると、厳しい寒さ、十分な積雪は人間以外の
生物には必要な環境なのかなと妙に納得して、肩や腰の痛みを労わっています。
今冬はバンクーバー五輪が開催され、メダル獲得に一喜一憂しています。沢山の
ドラマが生まれ、素晴らしい感動を与えて貰いました。先日の新聞に「日の丸」
を胸に戦う選手が精一杯闘って敗れたとき、次のチャンスのために「グッドルー
ザー（良き敗者）」を目指せとエールを送ってほしい。」という、記事が載って
いました。オリンピック規模でなくても、頑張っているアスリート達に同じエー
ルを送り、見守り育てることが大切なのだと改めて感じました。
さて、今年は富山県で全国スポレクが開催されます。やるも良し。観るも良し。
ビバ、スポーツ！　　　　　　　　　　　　　 広報・調査部会委員　高野　真喜　

　高岡スポーツコアは、サッカー・ラグビー場と全天候型テニスコート16面など
の競技スポーツ施設と多種多様に利用できる芝生広場や多目的広場があります。
　夜間照明設備を完備し、一般開放に供しているテニスコートは、団体登録
をすればインターネットを利用して予約ができます。現在、33団体がこの制
度を利用されています。
　また、各施設の周囲は、四季折々の花々や木々に囲まれた一周約１㎞の
ジョギングコースとなっており、子供からお年寄りまで無理なく自分のペー
スで健康・体力づくりに利用できます。
●問合せ先
〒933-0816　高岡市二塚428-1
Tel:0766-20-1155　Fax:0766-20-1158
E-Mail:s-core@takaoka-sports.jp

★高岡スポーツコアテニ
スコートには、私が中学
生の頃から約15年間、ソフトテニスでお世話になっていま

す。全天候型コートが16面あり、全面にナイター照明が設置されていると
いう本当に恵まれた環境で、施設全体がいつもきれいに清掃されているの
で、とても気持ちよく利用することができます。周囲にあるジョギング
コースを走れば四季折々の自然にふれることができます。９時～21時まで
自分の時間に合わせて利用することができるのも魅力の1つです。

　12月5日㈯高岡商
工ビルにおいて、体
育協会研修会が坂田
芳寛氏を講師に招
き、「ジュニア選手
の育成を目指す取り
組みについて」～自
己実現能力養成を目
指して～と題して開
催された。

　坂田氏は数年前まで、飛込競技の日本代表として東アジア
大会3位など国内外で活躍されていたトップアスリートであ
り、現在は新潟国体女子高飛込み2位になった関亜喜奈選手
のコーチでもある。人生の目標設定（シーズンの目標から夢
のような目標まで）、自己管理能力の必要性を自らの体験を
踏まえてお話された。
　坂田氏自身も数々の怪我や挫折を乗り越え、日本代表とし
てご活躍され、自身の目標であった日本代表でメダルの獲得
を達成された。そして、現在は指導者として、トップアス
リート養成に尽力されている。

広報・調査部会委員　高倉　正和　

富山キングコング倶楽部　文部科学大臣賞（生涯スポーツ優良団体）受賞！
　2000年富山国体卓球競技を福岡町に誘致したいと要望書を当局に提出した福岡町卓球協会が、地元国体
で活躍のできる選手の育成を目的に、昭和61年に結成したのが富山キングコング倶楽部です。活動の歴史は
昭和48年にまでさかのぼりますが、本格的ジュニア強化クラブとして再編成し、名前もPINGPONGをもじって
KINGKONGと名づけられました。本年までの卒業者数も300有余名を数え、OBたちの残した戦績も、全国中
学校卓球大会第3位をはじめ、全日本クラブ選手権第3位、東アジアホープス卓球大会日本代表になるなど、
全国でも名の通った強豪クラブと評価されています。国体終了後の平成13年、九州のチームと誤解された福
岡町キングコングクラブから富山キングコング倶楽部に改名し、更なる飛躍を目指しています。
　また、昨年10月、平成21年度文部科学大臣表彰の栄誉に輝きました。発足当初からの目標である「全国大会
で活躍のできる人格と競技力の双方を兼ね備えた選手の育成」を堅守し、今後とも地域の一員として活動し
ていきたいと考えています。

タカギセイコーソフトテニス日本リーグ復帰！
　2月12日名古屋市で開
催された平成21年度ソ
フトテニス日本リーグ
入替戦に於いてタカギ
セイコー（実業団リーグ
1位）は初戦枚方信用金庫（実業団リーグ2位）に
３対０でのストレート勝ち、続く阿波銀行（日
本リーグ8位）に１対２で敗れはしたが、入替戦
2位となり、7年振りに日本リーグに復帰した。

ジョカトーレ高岡
　ジョカトーレ高岡は高岡市を中心に活動するサッカークラブです。現在の組織
は、1種（社会人）に登録するトップ、3種（中学生）に登録するユース（U－15)、4種
（小学生）に登録するジュニアと3つのカテゴリーがあり、それぞれ
●学校教育の中での体育を離れ、地域社会に根差した社会体育の形態の中、誰もが気
軽にスポーツを楽しめる環境を作る。

●少年から大人まで一貫した指導方針のもとで、国際的に活躍できる選手を育成する。
●スポーツを通じて、社会に貢献できる健全な青少年を育成する。
ことを理念として活動を行っています。サッカーが好きな方、もっ
とうまくなりたい方。是非一緒にサッカーを楽しみましょう。

★お問い合わせは…ジョカトーレ高岡　代表　飯田　融　
TEL 090-3763-4137  E-mail tor-11@p1.tcnet.ne.jp
URL http://www1.tcnet.ne.jp/tor-11/

http://www.takaoka-sports.jp/

スポーツ施設紹介 高岡スポーツコア体協研修会

練習場所：福岡体育館
練 習 日：週3回以上自由に選択
　　　　　（午後7時～9時）　
対　　象：小中学生
会　　費：月額2,000円
連 絡 先：上森重則
　　　　　（0766-64-2448）　

高岡市体育協会のホームページ
が

　　　　　　リニューアルしま
した。高岡市体育協会のホームページ
が

　　　　　　リニューアルしま
した。


