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　高岡市スポーツ少年団は昭和38年の創設以来、50周年の節目を迎えたことから、平成25年
12月1日㈰に高岡市民会館において創設50周年記念大会を開催いたしました。
　記念大会は、団員・指導者ら1,200名の参加のもと、富山県警察音楽隊による迫力ある生演奏
のアトラクションで幕を開けました。
　記念式典では、山口正志本部長の挨拶の後、髙橋市長、曽田市議会副議長、横嶋県体育協会専
務理事、北東県スポーツ少年団本部長にお祝いの言葉をいただき、引き続き、永年本市スポーツ
少年団の充実に功労のあった5個人3団体への特別表彰を挙行しその功績を讃えました。
　記念講演会では、北京オリンピック大会バドミントン競技日本代表の小椋久美子氏をお招きし、
「夢を実現するチカラ」～夢を持つことの大切さ～と題してご講演をいただきました。
　歴代本部長をはじめ、指導者の方々の永きにわたる献身的な取り組みと保護者の皆様方の多大
なご尽力によって50周年という節目の年を迎えることができました。また、毎年スポーツ少年
団活動に対しまして深いご理解のもとご寄付をいただいております企業団体の皆様方には改めて
心から感謝申し上げます。今後も子供たちの健全育成にご支援ご協力をよろしくお願いたします。

高岡市スポーツ少年団創設50周年記念大会高岡市スポーツ少年団創設50周年記念大会

写真提供：H25.12.２付　富山新聞



　一昨年の世界選手権決勝で悔しい思いをして負けて
から、世界チャンピオンになるために一年間その悔し
さを忘れず練習を積んで臨んだ昨年の世界選手権で優
勝できたときは本当に嬉しかったです。
　９月の世界選手権のあと開催された２連覇がかかっ
た全日本選手権では、今までに感じたことがないプ
レッシャーを感じました。決勝では思わぬ試合展開と
なりましたが、優勝しなければ世界チャンピオンになったことも台なしになってしまうと
いう思いから逆転勝利で２連覇を達成できました。
　今年は、２年後のリオデジャネイロオリンピックに向けて大事な年になると思うので、
これからは追われる立場になりましたが、挑戦者の気持ちを忘れず『何が何でもオリンピッ
クに出場する』という強い気持ちで戦っていきたいと思っています。
　幼いころからの夢『オリンピックの金メダル』を目指して、高岡の皆さんにまた良い結
果が報告できるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。

　昨年は大事な大会で勝つことができなくて、反省が沢山残った年でした。目標とし
ていた世界選手権でも初戦敗退という苦い経験で終わりました。しかしその負けは次
の目標への糧となっています。１年間振り返れば安定した成績は残せませんでしたが、
一つ一つの大会で反省を見つけることができました。今の自分に足りないことをしっ
かりと練習し、今年に繋げたいと思います。
　今年から階級を48㎏級に落とします。この階級には世界チャンピオンの登坂絵莉さ
んがいます。胸を借りるつもりで思い切り向かっていきたいと思います。絵莉さんに
勝たなければオリンピックには出場できません。絵莉さんに追いつき追い越せるよう
日々の練習に全力で取り組んでいきたいと思います。
　高岡の方々にはオリンピックを目指してからずっと背中を押して頂いてすごく力に
なっています。期待に応えられるよう頑張ります。これからも応援よろしくお願いし
ます。

登坂 絵莉（至学館大）

写真提供：保高　幸子

富山第一高等学校サッカー部の高岡市出身選手7名（3年：川縁大雅、砂田知大、2年：石黒睦人、
今川一輝、1年：吉田航、能松大河、津島一貴）を代表して、レギュラーとして優勝に貢献
した川縁選手にコメントをいただきました。

　私たち富山第一高校サッカー部が日本一に輝けたのには、いくつかの要因があります。
　一つは、自主性を大切にしてきたことです。監督やコーチから指示を出されてから動い
ていては、ロボットと同じです。外から見ている人と中でプレーしている人とでは考える
ことも感じていることも違います。自分たちで考えるという所は日頃の練習から、全員が
意識しています。そして、自分の弱いところや伸ばしたいところを練習が終わった後、ほ
ぼすべての人が自主練習に取り組みます。これらのことで自主性を高めてきました。
　もう一つは、感謝することを忘れないということです。自分に関わるすべての人に感謝
することです。そして、一番の要因は仲間の存在です。この大会でメンバーに入ることの出来なかった三年生が陰でサポー
トしてくれたおかげで一緒に日本一になることが出来ました。彼らが本当の日本一の立役者です。
　最後に高岡から通っている後輩たちには、もっといっぱい練習して、上手くなってほしいと思います。そして、また富山
に優勝旗を持ち帰って来て下さい。

全日本選手権大会　51㎏級　優　勝
　　　　　　　　　　　　　　（２回目）宮原　 優（東洋大）

写真提供：日本レスリング協会

レスリング世界選手権　48㎏級　優　勝
全日本選手権大会　48㎏級　２連覇

写真提供：日本レスリング協会
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　８月12日、岐阜県
で全国大会がありま
した。３回戦と決勝
戦は、強い相手だっ
たので苦戦しまし
た。３回戦では、何
回も投げ技をしまし
たが、なかなか決ま

りませんでした。それでも、あきらめずに投げ技をか
け、やっと、勝ちました。決勝戦では、押し込まれた
ので、相手より腰を低くしてもぐり込み、押し出して
ようやく勝ちました。優勝できてうれしかったです。
来年もがんばりたいです。

　今回の全国大会では、大
幅なルール変更があり、慣
れない中での事ではあった
のですが、優勝することが
でき、嬉しく思っています。
　私達の部室には、『全国
制覇』と文字が貼ってあり

ます。これまで先輩方が果たせなかった団体全国優勝の目
標を私達の代で達成することが出来たのも、先輩方からの
伝統と、指導者、家族、地域のご支援のおかげだと思います。
優勝する事によって、次は我校が他校に追われるようにな
るので、ぜひ後輩にはトップの座と伝統を守ってもらいた
いと思います。

平成25年度  (公財)高岡市体育協会表彰（児童・生徒)

 ■水泳競技

斉藤　大介（高陵中１年／オーパス高岡）
　第35回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
　　11～12歳　男子50ｍバタフライ ３位
長澤　明生（芳野中１年／高岡スイミングクラブ)
　第53回全国中学校水泳競技大会
　　飛込競技　女子高飛込 ７位
荒田　恭兵（高岡第一高３年／高岡スイミングクラブ)
　第81回日本高等学校選手権
　　水泳競技大会　飛込競技　高飛込 ３位

 ■ソフトテニス競技

高岡西高等学校／女子ソフトテニス部
　　中川　瑞貴・濱口　弓果・大井　樹来
　　大浅　玲奈・茂住　優乃・室澤　菜央
　平成25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

川島　一将（川原小４年）
　第14回全国小学生ABCバドミントン大会 
　　Ｂグループ(３･４年生)男子の部 ３位
 
 ■相撲競技

四日　天海（伏木小５年）
　第４回全日本女子相撲郡上大会
　　小学校５年生　軽量級 優勝

山岸ひより（成美小６年）
　第16回全日本小学生女子相撲大会
　　小学校６年生　重量級 ２位
畑山　彩音（伏木小６年）
　第16回全日本小学生女子相撲大会
　　小学校６年生　中量級 ３位
竹内　陽香（呉羽中１年）
　第10回全日本中学生女子相撲大会
　　軽量級 ３位
中田萌々香（富山大学人間発達科学部付属中１年)
　第10回全日本中学生女子相撲大会
　　中量級 ３位

 ■柔道競技

佐藤虎太郎（芳野中／２年）
　平成25年度全国中学校体育大会
　第44回全国中学校柔道大会
　　男子60㎏級 ３位

 ■自転車競技

大浦　　尭（氷見高３年）
　平成24年度全国高等学校選抜自転車競技大会
　　男子24㎞ポイントレース ３位

 ■レスリング競技

中谷　湖雪（国吉小５年／高岡ジュニアレスリングクラブ)
　第30回全国少年少女レスリング選手権大会
　　女子の部　５年生　36kg級 優勝

畔上　浩輝（東五位小５年／高岡ジュニアレスリングクラブ）
　第30回全国少年少女レスリング選手権大会
　　小学生の部　５年生　32㎏級 ２位
中村　成実（上野方小５年／高岡ジュニアレスリングクラブ）
　平成25年度ジュニアクイーンズカップレスリング選手権大会
　　小学５・６年生の部　28㎏級 ２位
三井　正信（中藤小４年／高岡ジュニアレスリングクラブ）
　第30回全国少年少女レスリング選手権大会
　　小学生の部　４年生　30㎏級 ３位
奥村　大地（万葉小２年／高岡ジュニアレスリングクラブ）
　第30回全国少年少女レスリング選手権大会
　　小学生の部　２年生　20㎏級 ３位
小倉　強太（高岡向陵高２年）
　風間杯 第56回全国高等学校選抜レスリング
　　個人対抗戦　60㎏級 ３位
坂本　京太（高岡向陵高２年）
　JOCジュニアオリンピックカップ
　2013年度全日本ジュニアレスリング選手権
　　グレコローマンスタイル　54㎏級 ３位

 ■ライフル射撃競技

渡辺　貴大（南砺福光高３年）
　平成25年度全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会
　　10ｍエアライフル立射60発競技
　　少年男子学校対抗戦 優勝

　平成25年12月７日㈯、高岡商工ビルにおいて、下記の
国体・日本選手権大会及びこれに準ずる競技大会に於い
て上位入賞(高校生は３位以上、小・中学生は入賞)した
方々が表彰されました。

伏木小学校　四日　天海

受賞者からのことば

富山県立南砺福光高等学校 主将　渡辺　貴大

やったぞ、全国大会優勝！ ライフル射撃全国高校選手権大会団体優勝
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高岡市民体育大会　冬季競技

『新春武道稽古始め』弓道　模範演技

第34回高岡万葉マラソン第34回高岡万葉マラソン

■と　き　６月８日(日）午前９時
■ところ　城光寺陸上競技場スタート・ゴール
■種　目　ハーフマラソン、10㎞、５㎞、２㎞
　　　　　（各種目とも年齢別、計21種別あります）
■対　象　小学生以上で健康な人
■参加料　一　般 3,500円　　高校生 2,000円
　　　　　中学生 1,500円　　小学生 1,000円
■申込み　５月２日(金)まで、市内体育施設にある
　　　　　大会要項に従ってお申し込みください。
　　　　　※高岡市体育協会ホームページにも掲載いた
　　　　　　します。

写真提供：オールスポーツコミュニティ

参加者募集！

高岡市民歩こう会高岡市民歩こう会 参加者募集！

※どなたでも参加できますので、是非ご参加ください。また、会費2,000円
でいつでも会員になれます。詳しくは体育協会までお問い合せ下さい。

今年から、６月第２週日曜の開催です！

　新年恒例の武道稽古始めが、１月４日㈯県営高岡武道館など４会場で行われ７団体(種目)総勢約800名が参加し、今年一年の精
進を誓いました。

　開会式では、弓道連盟の会員が、模範演技を披露しました。
　弓道の演武は主に28ｍの距離で行いますが、当日は室内での演武であるため「巻
藁射礼」を執り行いました。「巻藁射礼」は神事や祝い事・その他重要な儀式の
際行われる射礼です。
　射手・能登宏司教士6段、介添・酒井和司教士6段、弓持ち・坂井俊三5段が厳
粛に演じました。
　射手の能登教士が粛々と行射を進めると会場内のざわめきが消え、離れの瞬間
声高の「えぇいー」の矢声に静寂は破られ、驚きの様子と共に会場内はどよめき
拍手が起こりました。
　参加者皆様の今年1年健康に精進されますようにと祈願しての射礼、演技でし
た。

  弓道連盟　理事長　酒井　和司

※どなたでも参加できますので、是非ご参加ください。また、会費2,000円
でいつでも会員になれます。詳しくは体育協会までお問い合せ下さい。

■コース名　「ひるがの高原ウォーキング」コース
■日　　時　６月１日(日）　受付：午前７時30分～　出発：午前８時
■参 加 料　高岡市民歩こう会会員：1,500円　一般：3,000円
■定　　員　50人(申込順)

■申 込 み　４月21日(月)８時30分から高岡市民体育館まで

■コース名　「ひるがの高原ウォーキング」コース
■日　　時　６月１日(日）　受付：午前７時30分～　出発：午前８時
■参 加 料　高岡市民歩こう会会員：1,500円　一般：3,000円
■定　　員　50人(申込順)

■申 込 み　４月21日(月)８時30分から高岡市民体育館まで

今年度のバスハイクは「ひるがの高原」に決定！今年度のバスハイクは「ひるがの高原」に決定！
　岐阜県郡上市の標高900ｍに広がる「ひるがの高原」の高層湿原やブナ林、
渓谷、牧草地などのどかな自然の中を楽しみながら歩きましょう。分水嶺
公園では太平洋と日本海に分かれ注ぎ入る清流を直に感じて下さい。

　平成25年12月７日㈯(公財)日本体育協会・㈳日本栄養士会共同認定ス
ポーツ栄養士の舘川美貴子氏を講師に迎え、「ジュニアのためのスポーツ
栄養」と題して講演会を開催した。舘川氏は、県内初のスポーツ栄養士
として、各種団体において、スポーツに必要な栄養学の知識の普及や食
事環境の整備などの支援を行っている。
　また、県サッカー協会キッズ委員会のメンバーとしても活躍されてい
る。以下に講演の要旨を簡単に述べたい。
　今回は、登録団体の指導者を対象にジュニアの競技力向上の基礎とな
る「スポーツ栄養」の重要性について学ぶことができた。食育を通して
体を鍛え、競技力向上につなげることが狙いである。
　①朝食を採ると脳の働きが活発になり、姿勢を正しくよく噛んで食べ
ると腹筋が鍛えられる。②６つの食品(主食、主菜、副菜、副菜(味噌汁）、牛乳・乳製品、果物)を毎回バランスよく食べるこ
とは難しい。そろっていない場合は、１日トータルで補うことが大切である。③補食の大切さや試合前の食事、試合後の食事、
食事時間をトレーニングスケジュールに組み込む。④しっかり食べられる胃袋をつくる、食べたものでしか、身体はつくられ
ない。
　舘川氏の講演から、スポーツ栄養は「食育」のベースがあり、その上で初めて成り立つものであり、毎日の食事から意識し、
競技力向上を目指すことの大切さを強く感じとることができた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　参加された皆様もジュニアの育成には、「食事管理もトレーニングの一つ」として捉え、運動量に見合った食事、そして規
則正しい生活や良いものを、良いタイミングで、適量ずつ食べることを機会あるごとに家庭に啓蒙していただきたいと思う。
    広報・調査委員　山崎　栄三

平成25年度(公財)高岡市体育協会研修会

「コーディネーショントレーニングとフットワークトレーニング・エクササイズ」
　ジャックハンドトレーナーズ・片岡　淳 氏をお迎えして、2月4日竹平記念体育
館にて開催した研修会は、参加者の熱意あふれる充実した研修会となりました。
～参加者アンケートより～
★遊びの延長線上で年齢に合わせたトレーニングがあることが分かり、勉強にな
りました。今後、ぜひ取り入れていきたいです。

★子供たちが楽しんでトレーニングできるような内容でした。よかったです。
★まず、自分が楽しく学べました。今後の活動に活かします。

ジュニア選手育成指導者研修会

　第９回高岡市民体育大会の幕開けとして、スキー競技・スノーボード競技が２
月２日㈰に極楽坂スキー場で開催された。
　時より降る小雨の中、老若男女70名が参加し、各部門に瞬時の速さを競いあっ
て日頃の練習の成果を発揮した。
　また、アイスホッケー競技が３月25日㈫に富山スケートセンターで行われた。

■と　き　６月８日(日）午前９時
■ところ　城光寺陸上競技場スタート・ゴール
■種　目　ハーフマラソン、10㎞、５㎞、２㎞
　　　　　（各種目とも年齢別、計21種別あります）
■対　象　小学生以上で健康な人
■参加料　一　般 3,500円　　高校生 2,000円
　　　　　中学生 1,500円　　小学生 1,000円
■申込み　５月２日(金)まで、市内体育施設にある
　　　　　大会要項に従ってお申し込みください。
　　　　　※高岡市体育協会ホームページにも掲載いた
　　　　　　します。

今年から、６月第２週日曜の開催です！
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■対　象　小学生以上で健康な人
■参加料　一　般 3,500円　　高校生 2,000円
　　　　　中学生 1,500円　　小学生 1,000円
■申込み　５月２日(金)まで、市内体育施設にある
　　　　　大会要項に従ってお申し込みください。
　　　　　※高岡市体育協会ホームページにも掲載いた
　　　　　　します。

写真提供：オールスポーツコミュニティ

参加者募集！

高岡市民歩こう会高岡市民歩こう会 参加者募集！

※どなたでも参加できますので、是非ご参加ください。また、会費2,000円
でいつでも会員になれます。詳しくは体育協会までお問い合せ下さい。

今年から、６月第２週日曜の開催です！
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■コース名　「ひるがの高原ウォーキング」コース
■日　　時　６月１日(日）　受付：午前７時30分～　出発：午前８時
■参 加 料　高岡市民歩こう会会員：1,500円　一般：3,000円
■定　　員　50人(申込順)

■申 込 み　４月21日(月)８時30分から高岡市民体育館まで
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西五位体育振興会

西五位地区民大運動会

小勢体育振興会

第46回小勢地区住民運動会
　７月14日㈰小勢住民
運動会が大会スローガ
ン『元気よく！広がる
笑顔　青空のした』の
もと開催され６支部で
競いました。

　当日は午前中小雨が降
りましたので耐震補強工事を終

えたばかりの真新しい千鳥丘小学校の体育館で競技
を行いました。開会式直後に行われる小勢独自の競
技である各支部の参加率を競う競技では雨の中276
名も集まり、小勢全住民の約１/３近くの多くの皆
様が開会式に参加して頂きました。午後からは晴れ
間も広がりグラウンドで競技を行い、大会最後を飾
る混合リレーは各自治会長から始まり男女年齢別６
名を繋ぎ、最後のアンカーへ。アンカーは昨年より
年齢及び男女の制限を無くしたところ、高校生の男
女が走る支部もあり、大いに盛り上がり観客席より
熱い声援を送りました。今年は午前午後と屋内外と
競技会場を変えての運動会になりましたが、役員や
競技参加者の協力を得てスムーズに進行が出来まし
た。また住民の皆様には新体育館のお披露目も出来
て大変良かったと思います。
　最後になりますが、当体育振興
会は『体育活動を通じて地域社
会発展のために行う』を目的
として活動をしております。
今後も小勢発祥のスポーツD
－BALLやその他色々な競技
大会を企画して地域の親睦を
深めたいと思っています。

　『地区の住民が一堂に集い、スポーツを通じて多
くの人々との融和と健康の増進を図ること』を目的
に11自治会が５区に分かれ、毎年６月第２日曜日に
「西五位地区民大運動会」を開催しています。
　近年、少子高齢化に伴い競技内容を一部見直し対
応してますが、まだまだ検討しなければならないと
ころです。
　「玉入れ｣や｢綱引き｣は選手はもちろん、応援にも
力が入る競技で大変な盛り上がりを見せています。
　競技の後は、各自治会で祝賀会や反省会などで親
睦を図っているとも聞いています。
　当振興会では、これからも交流の場と成るよう時
節に応じていろんな大会を企画していきたいと思い
ます。

　現在、高岡市内に
は３中学校に水泳部
があり、54名の部員
が所属しています。
大会では、それ以外
の学校にも水泳をし
ている選手がいるの
で、市内全体で70名
以上の選手が競い
合っています。

　私たちはNPO法人高岡市水泳協会、県水泳連盟等の全面的な協力をいただき、毎週
土曜日に合同練習会、強化練習会を行い、選手のレベルアップを図っています。また、
各学校でもオンシーズンはプール練習に、オフシーズンは陸上トレーニングに取り組
み、自己記録更新を目標に練習しています。
　私たちは、競技の結果だけにこだわることなく、「一流の中学生」として成長できる
よう日々活動しています。是非、高岡から全国のトップレベルで活躍し、2020年の東
京オリンピックのスタート台に立つ選手が出てくるよう、これからも一層努力してい
こうと思います。

　現在、高岡市内中学校には130名余りの生徒が陸上競技部に入部し、
練習に励んでいる。
　高岡市中体連陸上競技専門部では、高岡市陸上競技協会の協力のも
と、いろいろな講師を招いて冬季合同練習会や記録会を行い、競技力
向上を図っている。今年度は、東京から講師を招き、ビートランニン

グの世界について学んだ。
　今年度は、北信越大会へ
は、男子２名、女子７名の
生徒が出場した。また、全
国ジュニアオリンピックに
は、女子１名が出場した。
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。

　オリンピックや世界大
会における体操選手の活
躍はＴＶ等で放送される
ことが多くなってきまし
たが、富山県内の体操人
口は多くありません。

　高岡市における体操競技の
普及・体操人口の増加を目的に2013

年より｢マット運動クラブ」を発足し活動
を始めました。
　毎月の第２・第４土曜日の午後に活動
をしており、小学校の体育で実施される
運動の基となるべく、柔軟体操や体幹を
生かした運動を行っています。
　クラブ活動を通してできなかったこと
が出来るようになった際の喜び、高度な
技への挑戦する気持ちを養っていきたい
です。

高岡市体操協会　理事長　清水　智

❼❻

　南条バレーボールクラブ(男子)と成美バレーボールクラブ(女子)が第23回富山県
スポーツ少年団競技別総合交流大会バレーボール競技男女アベック優勝しました。
☆南条バレーは北信越大会に進み４位入賞！
☆成美バレーは全国大会に出場！（3月末開催）

　伏木錬成館バトントワラーズが昨年度
第40回記念バトントワーリング全国大会
で見事金賞を獲得。今年度はバトントワ
ラーズ(小学生）、Feliz(中学生以上)とも
に優秀賞を獲得しました！

伏木錬成館バトントワラーズ成美バレーボールクラブ（女子）南条バレーボールクラブ（男子）

Congratulations!

高岡市体操協会
マット運動クラブ

高岡市中学校体育連盟高岡市中学校体育連盟

加盟団体事業助成事業

私たちの水泳部を紹介します私たちの水泳部を紹介します
競技主任　関　　雅文(南星中学校）

水泳競技専門部

今年度を振り返って今年度を振り返って
競技主任　今城　英志(志貴野中学校）

陸上競技専門部



西五位体育振興会

西五位地区民大運動会

小勢体育振興会

第46回小勢地区住民運動会
　７月14日㈰小勢住民
運動会が大会スローガ
ン『元気よく！広がる
笑顔　青空のした』の
もと開催され６支部で
競いました。

　当日は午前中小雨が降
りましたので耐震補強工事を終

えたばかりの真新しい千鳥丘小学校の体育館で競技
を行いました。開会式直後に行われる小勢独自の競
技である各支部の参加率を競う競技では雨の中276
名も集まり、小勢全住民の約１/３近くの多くの皆
様が開会式に参加して頂きました。午後からは晴れ
間も広がりグラウンドで競技を行い、大会最後を飾
る混合リレーは各自治会長から始まり男女年齢別６
名を繋ぎ、最後のアンカーへ。アンカーは昨年より
年齢及び男女の制限を無くしたところ、高校生の男
女が走る支部もあり、大いに盛り上がり観客席より
熱い声援を送りました。今年は午前午後と屋内外と
競技会場を変えての運動会になりましたが、役員や
競技参加者の協力を得てスムーズに進行が出来まし
た。また住民の皆様には新体育館のお披露目も出来
て大変良かったと思います。
　最後になりますが、当体育振興
会は『体育活動を通じて地域社
会発展のために行う』を目的
として活動をしております。
今後も小勢発祥のスポーツD
－BALLやその他色々な競技
大会を企画して地域の親睦を
深めたいと思っています。

　『地区の住民が一堂に集い、スポーツを通じて多
くの人々との融和と健康の増進を図ること』を目的
に11自治会が５区に分かれ、毎年６月第２日曜日に
「西五位地区民大運動会」を開催しています。
　近年、少子高齢化に伴い競技内容を一部見直し対
応してますが、まだまだ検討しなければならないと
ころです。
　「玉入れ｣や｢綱引き｣は選手はもちろん、応援にも
力が入る競技で大変な盛り上がりを見せています。
　競技の後は、各自治会で祝賀会や反省会などで親
睦を図っているとも聞いています。
　当振興会では、これからも交流の場と成るよう時
節に応じていろんな大会を企画していきたいと思い
ます。

　現在、高岡市内に
は３中学校に水泳部
があり、54名の部員
が所属しています。
大会では、それ以外
の学校にも水泳をし
ている選手がいるの
で、市内全体で70名
以上の選手が競い
合っています。

　私たちはNPO法人高岡市水泳協会、県水泳連盟等の全面的な協力をいただき、毎週
土曜日に合同練習会、強化練習会を行い、選手のレベルアップを図っています。また、
各学校でもオンシーズンはプール練習に、オフシーズンは陸上トレーニングに取り組
み、自己記録更新を目標に練習しています。
　私たちは、競技の結果だけにこだわることなく、「一流の中学生」として成長できる
よう日々活動しています。是非、高岡から全国のトップレベルで活躍し、2020年の東
京オリンピックのスタート台に立つ選手が出てくるよう、これからも一層努力してい
こうと思います。

　現在、高岡市内中学校には130名余りの生徒が陸上競技部に入部し、
練習に励んでいる。
　高岡市中体連陸上競技専門部では、高岡市陸上競技協会の協力のも
と、いろいろな講師を招いて冬季合同練習会や記録会を行い、競技力
向上を図っている。今年度は、東京から講師を招き、ビートランニン

グの世界について学んだ。
　今年度は、北信越大会へ
は、男子２名、女子７名の
生徒が出場した。また、全
国ジュニアオリンピックに
は、女子１名が出場した。
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。

　オリンピックや世界大
会における体操選手の活
躍はＴＶ等で放送される
ことが多くなってきまし
たが、富山県内の体操人
口は多くありません。

　高岡市における体操競技の
普及・体操人口の増加を目的に2013

年より｢マット運動クラブ」を発足し活動
を始めました。
　毎月の第２・第４土曜日の午後に活動
をしており、小学校の体育で実施される
運動の基となるべく、柔軟体操や体幹を
生かした運動を行っています。
　クラブ活動を通してできなかったこと
が出来るようになった際の喜び、高度な
技への挑戦する気持ちを養っていきたい
です。

高岡市体操協会　理事長　清水　智

❼❻

　南条バレーボールクラブ(男子)と成美バレーボールクラブ(女子)が第23回富山県
スポーツ少年団競技別総合交流大会バレーボール競技男女アベック優勝しました。
☆南条バレーは北信越大会に進み４位入賞！
☆成美バレーは全国大会に出場！（3月末開催）

　伏木錬成館バトントワラーズが昨年度
第40回記念バトントワーリング全国大会
で見事金賞を獲得。今年度はバトントワ
ラーズ(小学生）、Feliz(中学生以上)とも
に優秀賞を獲得しました！

伏木錬成館バトントワラーズ成美バレーボールクラブ（女子）南条バレーボールクラブ（男子）

Congratulations!

高岡市体操協会
マット運動クラブ

高岡市中学校体育連盟高岡市中学校体育連盟

加盟団体事業助成事業

私たちの水泳部を紹介します私たちの水泳部を紹介します
競技主任　関　　雅文(南星中学校）

水泳競技専門部

今年度を振り返って今年度を振り返って
競技主任　今城　英志(志貴野中学校）

陸上競技専門部



　平成25年10月、文部
科学省｢生涯スポーツ優
良団体｣として下村大臣
表彰を受賞しました。
　当クラブは昭和51年
に、高岡市の指導のもと
家庭婦人を対象に創設さ
れました。今は平均年令
70.5才と隔世の感です。だから今は元気な高齢者の団体として「死
ぬまで卓球を楽しむ」を目標としています。つい頑張り過ぎてケ
ガ・関節痛になって、年令を思い知る結果となる人もおられます。
しかし、その適度な運動が知らず知らずに、諸々の病気を予防して
いるのだと実感しています。人生経験豊かな、励んでいる後姿は、
少女(おとめ)の如くです。
　石井・川中コーチの熱血実践指導を練習計画表によって、素人の
人でも目に見えて、楽しむ！事が出来るようになり、半数以上の会
員が県内外の大会に参加しています。卓球が好きで楽しくて嬉しく
て、仕方ないのです。　　　練習会場：高岡市民体育館（大石　　)

　富山県生涯軟式野球連盟
という団体があります。平
成９年に設立され現在に
至っており、規約では、還
暦又は古稀に達した人が入
部の条件です。
　現在、県内には還暦20
チームと古稀10チームが
あります。リーグ戦、春と
秋にトーナメント戦があり上位3チームが北信越大会に出場します。
　私共のチーム名は、還暦は｢高岡オールスターズ｣、古稀は｢高岡
オールスターズシニア｣です。チームのモットーは、①健康 ②人との
融和を図る ③趣味が野球 ④勝敗は時の運であり、野球を通じ生涯現
役を目指しております。
　皆様の入部を歓迎いたします。お待ちしています！

問合先　北村昌利　℡24－4300／羽岡靖雄　℡26－1654

｢野球で生涯現役」高岡オールスターズ

❽

写真未

｢文部科学大臣表彰受賞｣高岡古城クラブ(ラージボール卓球)

第31回ソフトテニス日本リーグ
開催日：2013年11月22日㈮～24日㈰
会　場：広島県立総合体育館
成　績：タカギセイコー　４位
対戦表：
　１位　東芝姫路　　　　　  2 対 1
　２位　ナガセケンコー　　  1 対 2
　３位　ＮＴＴ西日本広島　  1 対 2
　５位　ヨネックス　　　　  2 対 1
　６位　ワタキューセイモア  0 対 3
　７位　ダンロップ　　　　  2 対 1
　８位　トヨタ自動車　　　  3 対 0

編集後記 　今年は、正月早々、富山第一高校の快挙が飛び込んだ。普段、殆どスポーツに関心を示さない人達の口々にも、暫くその
話題で持ちきりになる程の素晴らしい出来事だった。又、選手が全て自宅から通学しているというのも、何故か今時とても

新鮮であった。そして、後に続く子供達に大きな夢と希望を与えてくれた彼等に心から祝福と感謝のエールを送りたいと思う。
　さて、ソチで冬季オリンピックが開催され、悲喜こもごもの結果が世の中を賑わしている。２月９日の日経のコラム欄に、今の五輪は「あ
たかも国対抗巨大運動会のようだ。」と嘆いていた。又、「このままでは、2020年が日本と日本人のためのお祭りになりはしないか。スポーツ
という横軸でつながる個人が、立場を超えて競う。国も都市も裏方。この理想を追うことで初めて、五輪が本来持つ輝きを取り戻す。」と締め括っ
てあった。人はどうしても結果を追いがちである。しかしながら、五輪だけでなく、様々な大会に参加する選手達の、それまでの想像を絶す
るような努力と鍛錬と精神力に素直に感動し、応援することが一番肝要なのだと改めて思う今日この頃である。         広報調査委員　髙野眞喜　

　Ｕホールは、正式名称がふくおか総合文化センター
という複合施設であり、41×37ｍの広いアリーナと466
の観客席を備え、卓球競技をはじめ各種競技大会の会
場として利用されています。
　アリーナは、バスケットボール２面、バレーボール
２面、バドミントン８面のコートを利用でき、バドミ
ントン、フレッシュテニス、卓球などの個人利用も盛
んです。
　フィットネス
ジムもあり、各
種トレーニング
機器で健康、体
力つくりにも利
用できます。
　休館日は、毎
週火曜日、休日
の翌日(休日が金、土の場合は月曜日)及び年末年始で
す。利用時間は、アリーナが９時から21時半、フィッ
トネスジムが10時から21時です。

スポーツ施設紹介Ｕホール

日 本 リ ー グ 情 報日 本 リ ー グ 情 報

▶昨年６位に甘んじ今
年は優勝を目標に各選
手がレベルアップし大
会に臨み、４勝３敗で
４位の結果となりまし
た。優勝チームの東芝
姫路には２対１で勝利
するも下位チームに取
りこぼしたのが痛く、
上位入賞を果たせませ
んでした。

タカギセイコーソフトテニス部
バドミントン日本リーグ2013

開催日：2013年９月28日㈯
　　　　　　　　　　～12月29日㈰
成　績：トナミ運輸　２位
対戦表：
　１位　日本ユニシス 1 対 2
　３位　ＮＴＴ東日本 3 対 0
　４位　日立情報システム 2 対 1
　５位　金沢学院大学クラブ 3 対 0
　６位　トリッキーパンダーズ 2 対 1
　７位　丸杉 3 対 0

▶３年連続7度目の優
勝をめざした、バドミン
トン日本リーグ2013は9
月28日に地元高岡で開
幕し、全国各地を転戦
して、12月29日墨田区
総合体育館で優勝をか
け、5戦全勝同志で日
本ユニシスと対戦しま
したが、接戦の末、1対
２で惜敗。２位で今リー
グを終了しました。

トナミ運輸バドミントン部

●問合せ先
 〒939-0132 高岡市福岡町大滝44  TEL：0766-64-1030

(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/

写真提供：H25.10.26 付　富山新聞


