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■「高岡まつり体操」完成！
　高岡市体育協会と高岡市出身
の音楽ユニット「タケシマコ」は、
市内の子どもを対象にした「高岡ま
つり体操」を共同で制作した。子どもの体力低下が
問題視されている中、５分弱の曲『タケシマコの
TAKAOKA音頭』に合わせて体操を行えば、「走る」
「とぶ」「しゃがむ」「おす」「パンチする」など、多
くの動きを行えるようになっている。

　また、歌詞の中の「高
岡御車山祭」や「伏木曳
山祭」など、高岡の祭に
合わせて、上野スポーツ
専門員＆砺波スポーツ専
門員がいろんな衣装を着
こなす姿も見逃せない。

放送予定　高岡ケーブルテレビ９chにて放送中！
放送時間　毎日　6：40　9：40　12：40　17：40　21：25

　平成28年度全国中学校体育大会は、北信越ブロックが主会場となり、富山県では、
富山市でサッカー大会、魚津市他でバレーボール大会、そして高岡市では、第47回
全国中学校卓球大会が竹平記念体育館で開催(8月21日～24日)された。
　高岡市からは、吉田勝紀選手(志貴野中学校：写真左)が出場し、1回戦で高須航選
手(愛媛)と対戦し、３対０で見事勝利。２回戦では、芦澤慶音選手(大分)と対戦し、
２対３で、惜しくも敗れ２回戦敗退となった。
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平成28年度 公益財団法人高岡市体育協会

定 時 評 議 員 会定 時 評 議 員 会

　定時評議員会は、5月28日㈯、高岡商工ビルで開催
された。平成27年度事業報告及び平成28年度事業計
画が報告されたあと、第 1号議案平成27年度計算書
類等及び財産目録の承認の件が審議、承認された。
第 2号議案評議員改選に伴う評議員の選任の件は、
公益法人化初めての任期( 4 年)満了による評議員の
改選で、39名が再任し、丸池満（野球協会）、吉井勝
則（ハンドボール協会）、瀬戸一雄(クレー射撃協会）、
二塚淳(自転車競技協会）、懸高和之(ゴルフ連盟）、
鍜治次郎(ビーチボール連盟）、岡本裕(小学校体育行
事委員会）、宮岸毅（地区高等学校体育連盟）、伊藤
雄一郎(レクリエーション協会)の９名が新たに選任
された。第 3号議案役員改選に伴う役員の選任の件
も任期( 2 年）満了による改選で、理事21名、監事 2
名が再任し、山﨑正男(野球協会）、見津栄吉(フェン
シング協会）、要藤明人(小学校体育行事委員会）、吉
岡徹(中学校体育連盟）、横越建之(地区高等学校体育
連盟)の５名が新たに選任された。
　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。

　会　　長　塩谷　雄一
　副 会 長　高森　　勇、山沼　茂敏、井村　昭彦
　　　　　　針山　健二、山口　正志
　専務理事　澤谷　泰典
　常務理事　高倉　正和、高橋　源吾、澤合　文雄

■感謝状受賞者

■表彰状受賞者

平成28年度
公益財団法人 高岡市体育協会表彰

■詳細については、ホームページに掲載いたします■

スポーツ少年団組織整備事業

対象者：スポーツ少年団指導者・保護者、ジュニア指導者

期　日 ● 11月12日㈯　午後２時00分～４時00分
会　場 ● 富山県高岡総合プール　会議室
講　師 ● 寺本　　強  氏
　　　　　　　日本ペップトーク普及協会認定　ファシリテーター
　　　　　　　日本フィットネス協会　アクアスペシャリスト　等
内　容 ● ｢ペップトーク」とは、勇気・元気・やる気を引き出す

短いメッセージのことです。ポジティブな言葉、肯定的
な表現により成功のイメージを持たせます。プラスイ
メージを持たせ、子供たちの無限の力の引き出し方を学
びましょう。　

※昨年度大好評のペップトーク研修会です。是非ご参加ください。

対象者：小学生( 4～ 6年生)　

参加者募集！

日　　　時 ● 平成28年11月23日 (水・祝）
　　　　　　　午前11時30分～12時30分
会　　　場 ● 高岡市竹平記念体育館周辺
区 間 距 離 ● 5区間 (１区間　約 1㎞）
チーム編成 ● 1チーム：監督１名・選手 5名 (男女別）
募集チーム数 ● 男子の部：40チーム、女子の部：20チーム (申込順）
参　加　料 ● 1チーム　1,000円
申　　　込 ● 10月３日㈪～10月14日㈮まで市体協 (☎26－5225) に電話で申し込む

※優勝目指して走ってみませんか？（高岡市スポーツ少年団大会終了後に開催)

黒川宗一郎（高岡市相撲連盟）国際大会優勝
安居　民雄（高岡市パワーリフティング協会）国際大会優勝
中島　諭正（高岡市パワーリフティング協会）全国大会準優勝
松田　龍哉（高岡市パワーリフティング協会）全国大会準優勝
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）全国大会三位
増山　朱美（高岡市パワーリフティング協会）国際大会優勝
太田はまなす　代表 山田　義憲（高岡市ビーチボール連盟）全国大会優勝
和香奈　男子代表 田中　勝文（高岡市ビーチボール連盟）全国大会優勝
和香奈　女子代表 鶴田　友美（高岡市ビーチボール連盟）全国大会三位

多田　誠治（高岡野球協会）多年役員
稲積　信一（高岡市バレーボール協会）多年役員
増本　幸俊（高岡市相撲連盟）多年役員
竹内　一太（高岡市ボクシング連盟）多年役員
廣川　　昇（高岡市柔道連盟）多年役員
高附　憲昭（高岡市剣道連盟）多年役員
角地山　豊（高岡レスリング協会）多年役員
竹田　清司（高岡市スキー連盟）多年役員

高岡DREAMS　代表 高木　茂（高岡野球協会）全国大会優勝
塚本　　進（高岡市卓球連盟）全国大会優勝
大野　栄作（高岡市卓球連盟）全国大会優勝
可部谷芳子（高岡市卓球連盟）全国大会優勝
宮本　芳子（高岡市卓球連盟）全国大会優勝
木呂場久子（高岡市卓球連盟）全国大会優勝
川中　順子（高岡市卓球連盟）全国大会優勝
トナミ運輸株式会社バトミントン部
佐々木　翔（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）全国大会準優勝
武下　利一（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会準優勝
嘉村　健士（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会優勝
園田　啓悟（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会優勝
権藤　公平（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会三位
渡邊　達哉（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会三位
山口　容正（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会準優勝
小林　優吾（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会優勝
保木　卓朗（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会優勝
常山　幹太（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
下農　　走（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会三位
車　　祥幸（高岡市バドミントン協会）全国大会準優勝

指導者心理学研修会(ペップトーク)

第25回  高岡市ジュニアタスキリレー

❷



平成28年度 公益財団法人高岡市体育協会

定 時 評 議 員 会定 時 評 議 員 会

　定時評議員会は、5月28日㈯、高岡商工ビルで開催
された。平成27年度事業報告及び平成28年度事業計
画が報告されたあと、第 1号議案平成27年度計算書
類等及び財産目録の承認の件が審議、承認された。
第 2号議案評議員改選に伴う評議員の選任の件は、
公益法人化初めての任期( 4 年)満了による評議員の
改選で、39名が再任し、丸池満（野球協会）、吉井勝
則（ハンドボール協会）、瀬戸一雄(クレー射撃協会）、
二塚淳(自転車競技協会）、懸高和之(ゴルフ連盟）、
鍜治次郎(ビーチボール連盟）、岡本裕(小学校体育行
事委員会）、宮岸毅（地区高等学校体育連盟）、伊藤
雄一郎(レクリエーション協会)の９名が新たに選任
された。第 3号議案役員改選に伴う役員の選任の件
も任期( 2 年）満了による改選で、理事21名、監事 2
名が再任し、山﨑正男(野球協会）、見津栄吉(フェン
シング協会）、要藤明人(小学校体育行事委員会）、吉
岡徹(中学校体育連盟）、横越建之(地区高等学校体育
連盟)の５名が新たに選任された。
　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。

　会　　長　塩谷　雄一
　副 会 長　高森　　勇、山沼　茂敏、井村　昭彦
　　　　　　針山　健二、山口　正志
　専務理事　澤谷　泰典
　常務理事　高倉　正和、高橋　源吾、澤合　文雄

■感謝状受賞者

■表彰状受賞者

平成28年度
公益財団法人 高岡市体育協会表彰

■詳細については、ホームページに掲載いたします■

スポーツ少年団組織整備事業

対象者：スポーツ少年団指導者・保護者、ジュニア指導者

期　日 ● 11月12日㈯　午後２時00分～４時00分
会　場 ● 富山県高岡総合プール　会議室
講　師 ● 寺本　　強  氏
　　　　　　　日本ペップトーク普及協会認定　ファシリテーター
　　　　　　　日本フィットネス協会　アクアスペシャリスト　等
内　容 ● ｢ペップトーク」とは、勇気・元気・やる気を引き出す

短いメッセージのことです。ポジティブな言葉、肯定的
な表現により成功のイメージを持たせます。プラスイ
メージを持たせ、子供たちの無限の力の引き出し方を学
びましょう。　

※昨年度大好評のペップトーク研修会です。是非ご参加ください。

対象者：小学生( 4～ 6年生)　

参加者募集！

日　　　時 ● 平成28年11月23日 (水・祝）
　　　　　　　午前11時30分～12時30分
会　　　場 ● 高岡市竹平記念体育館周辺
区 間 距 離 ● 5区間 (１区間　約 1㎞）
チーム編成 ● 1チーム：監督１名・選手 5名 (男女別）
募集チーム数 ● 男子の部：40チーム、女子の部：20チーム (申込順）
参　加　料 ● 1チーム　1,000円
申　　　込 ● 10月３日㈪～10月14日㈮まで市体協 (☎26－5225) に電話で申し込む

※優勝目指して走ってみませんか？（高岡市スポーツ少年団大会終了後に開催)

黒川宗一郎（高岡市相撲連盟）国際大会優勝
安居　民雄（高岡市パワーリフティング協会）国際大会優勝
中島　諭正（高岡市パワーリフティング協会）全国大会準優勝
松田　龍哉（高岡市パワーリフティング協会）全国大会準優勝
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）全国大会三位
増山　朱美（高岡市パワーリフティング協会）国際大会優勝
太田はまなす　代表 山田　義憲（高岡市ビーチボール連盟）全国大会優勝
和香奈　男子代表 田中　勝文（高岡市ビーチボール連盟）全国大会優勝
和香奈　女子代表 鶴田　友美（高岡市ビーチボール連盟）全国大会三位

多田　誠治（高岡野球協会）多年役員
稲積　信一（高岡市バレーボール協会）多年役員
増本　幸俊（高岡市相撲連盟）多年役員
竹内　一太（高岡市ボクシング連盟）多年役員
廣川　　昇（高岡市柔道連盟）多年役員
高附　憲昭（高岡市剣道連盟）多年役員
角地山　豊（高岡レスリング協会）多年役員
竹田　清司（高岡市スキー連盟）多年役員

高岡DREAMS　代表 高木　茂（高岡野球協会）全国大会優勝
塚本　　進（高岡市卓球連盟）全国大会優勝
大野　栄作（高岡市卓球連盟）全国大会優勝
可部谷芳子（高岡市卓球連盟）全国大会優勝
宮本　芳子（高岡市卓球連盟）全国大会優勝
木呂場久子（高岡市卓球連盟）全国大会優勝
川中　順子（高岡市卓球連盟）全国大会優勝
トナミ運輸株式会社バトミントン部
佐々木　翔（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）全国大会準優勝
武下　利一（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会準優勝
嘉村　健士（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会優勝
園田　啓悟（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会優勝
権藤　公平（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会三位
渡邊　達哉（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会三位
山口　容正（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会準優勝
小林　優吾（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会優勝
保木　卓朗（トナミ運輸株式会社バトミントン部）全国大会優勝
常山　幹太（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会優勝
下農　　走（トナミ運輸株式会社バトミントン部）国際大会三位
車　　祥幸（高岡市バドミントン協会）全国大会準優勝

指導者心理学研修会(ペップトーク)
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●第26回 世界少年野球大会 富山大会
　第26回 世界少年野球大会 富山大会が、高岡市を主会場に県西部
６市で、８月17日から25日までの９日間開催されました。
　世界少年野球大会は、日米のホームランキング王貞治、ハンク・
アーロンの両氏が、正しい野球を全世界に普及・発展させるととも
に、世界の子どもたちの友情と親善の輪を広げる趣旨で、1990年
に第１回大会を開催して以来、毎年夏に開催されています。
　今大会は、世界15カ国・地域から少年少女を招待し、野球教室
及び国際交流試合並びに様々な交流行事を行いました。野球教室に
は日本を含む13カ国・地域から125名が参加しました。また、海外２チーム(中華台北、香港)の30名が県西部６
市のそれぞれの選抜チームと国際交流試合を行いました。さらに、日本の文化に対する理解を深めるために、交流
行事を通して地元の子どもたちと親交を図りました。
この大会を通して、世界の子どもたちが、言葉の壁や人種・国境を越えて友情の輪を広げ、国際親善に貢献しました。

●第21回 世界相撲選手権大会

　私は、7月30日にモンゴル・ウランバートル市で開催された第
21回世界相撲選手権大会へ日本選手団のキャプテンとして参加し
ました。団体戦では初めて弟の宏次朗と参加し、力を合わせて戦う初めての舞台が世界選手権となりました。
　今回は個人戦無差別級2連覇の目標を掲げて挑みましたが、外国での試合は初めてで、慣れない環境や食事で必

ずしも調子が良いとは言えませんでした。その中で私が一
番励まされたのは弟でした。弟は、個人戦重量級に出場し
ました。この階級は外国勢が強く、日本人は入賞すら難し
いといわれていましたが見事に準優勝しました。決して口
数の多い弟ではありませんが、自分の試合を終えるとすぐ
に私のところにかけつけて声をかけ励ましてくれました。
　結果は個人戦無差別級で３位、団体戦３位でした。弟の
支えや長期間の職場不在をフォローしてくれた職場のみん
なや世界選手権に行かせてくれた会社のおかげだと思って
います。この経験を今後の相撲人生、仕事、地域貢献に活
かして行こうと考えています。

３位入賞
黒川宗一郎選手

（アイシン軽金属㈱）

黒川宗一郎選手㊨弟：黒川宏次朗選手㊧
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第31回オリンピック競技大会

2016／リオデジャネイロ特集
第31回オリンピック競技大会

2016／リオデジャネイロ
　2016リオデジャネイロオリンピックは、８月５日、華々しい開会式が開催され、
各種競技で熱戦が繰り広げられた。
　富山県関係選手としては、射水市出身の田知本遥選手が柔道女子70㎏級で個人種目
として県勢初となる金メダルを獲得し勢いをつけ、続いて高岡市ゆかりの佐々木翔（バ
ドミントン）、登坂絵莉(レスリング）、谷井孝行(競歩)の３選手が登場した。

「
神
様
が
見
て
る
か
ら
」
佐
々
木

　翔
●
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

＜Road to Rio＞
　1982年、北海道生まれ。関東第一高校→東京富士短期大学→フジチュー→MMGアローズ→北都銀行
を経て、2009年よりトナミ運輸に所属。2012年ロンドンオリンピックの男子シングルスに出場し、同
種目では日本選手初のベスト8進出をした。

　ロンドン五輪で日本人過去最高の５位入
賞の佐々木翔(トナミ運輸、高岡市在住)が
バドミントン男子シングルス１次リーグＩ
組に出場し、第１戦でペトル・コウルカ選
手(チェコ)に快勝したが第２戦ではランキ
ング上位のラジフ・オーゼフ(英国)に敗れ、
１勝１敗で惜しくも決勝トーナメント進出
とはならなかった。

《佐々木の結果を受けて》
　４年に１度のスポーツの祭典、第31回オリンピック競技大会
が８月５日～21日に開催され、バドミントン競技会に佐々木
翔が２大会連続の出場となりました。バドミントンでのオリンピッ
ク出場には、１年間の世界ランキングレースに出場し、ランキ
ング上位者から出場権が得られます。苦しいレースを１年間26
大会に参戦しての出場は、並みの努力では成しえない事です。
年齢的にもピークを過ぎての出場は、本人の血と汗と涙の努
力の賜物であり、沢山の応援をくださいました高岡の皆様の御
蔭です。心から感謝御礼申し上げます。
　試合は、予選リーグ２試合を行い、１勝１敗で決勝トーナメ
ント進出は出来ませんでしたが、今の佐々木の力を出し切った、
最後まで諦めないプレーを展開してくれました。
　私は佐々木に改めて教えられました。佐々木の良く口にする
言葉で『神様が見てるから』と言います。努力する姿を神様
が見ていた。その努力に今回のオリンピック出場があったのだ
と思います。若い未来の選手達に【努力、神様が見てるから】
を言い伝えていこうと思います。
　２大会連続オリンピック出場の佐々木と出会い一緒に戦えた
事に、私は心から感謝しています。神様に、佐々木に。

トナミ運輸株式会社　バドミントン部　監督　荒木　　純　
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＜木津小学校とクルン高岡でＰＶ
（パブリックビューイング）＞

　登坂絵莉選手の母校、木津小学校体育館では、８月17
日夜から18日朝にかけて、パブリックビューイングが開
かれ、地元住民ら約500人が声援を送り続けた。会場は、
登坂選手の動きに合わせるかのように「登坂いけ！」「い
いぞ！」などと声を上げ、ポイントが入るたびに割れん
ばかりの歓声を響かせた。同時刻、クルン高岡のＰＶで
も高岡レスリング協会関係者を中心に120人以上の来場者
が応援に沸いた。

　世界選手権３連覇中で金メダルが期待された登坂絵莉選手(東新住建、
高岡市出身)がレスリング女子48㎏級に出場した。
　８月17日から行われた試合では、２回戦から出場し、３回戦アメリカ代
表のアウゲロ選手に11－２で快勝。準決勝では、今年２月のアジア選手権
大会準決勝で自身の公式戦連勝記録を59で止めたられた因縁の相手、中国
代表の孫亜楠選手だったが逆転で勝ち上がり、決勝の相手は、昨年の世界
選手権決勝と同じく最大のライバルのマリア・スタドニク選手(アゼルバ
イジャン）。２点先行されたが土壇場でタックルが決まり、３－２の逆転
勝利で金メダルを獲得した。

＜Road to Rio＞
　1993年、高岡市生まれ。木津小
学校３年時に国体で優勝経験のある
父の影響で高岡ジュニアレスリング
クラブに入門。車中泊をしながら県
外に遠征したりして、二人三脚で技
を磨いた。小学校５･６年時には、
全国大会で優勝、南星中学校３年時
には国際大会でも栄冠に輝いた。
　中学卒業後は、愛知県の至学館高
校に進学し、３年時に全日本選手権
２位。至学館大学へ進学し、世界選
手権３連覇を成し遂げた。今春、東
新住建(愛知)に入社、至学館大学大
学院へも進学した。

レスリング女子48㎏級 登 坂 絵 莉登 坂 絵 莉
「何が何でも 金メダル」

▲平成26年  世界選手権優勝報告

▲平成16年度  高岡市体育協会表彰式にて

▼リオ五輪　木津小学校ＰＶ

　諦めない気持ちがプレーに
出ていて、とてもよい試合だっ
た。残り時間が少ない中で、
あの力を出せるのはすごい。
プレッシャーの中お疲れ様で
した。有言実行ですごかった。

木津校下体育振興会　会長
長田　　裕

　すごい計算尽くした試
合だった。強さだけでは
負ける相手だったが、よ
い試合だった。
　登坂さんは富山の誇り。
感謝している。
中学時代担任　早貸永貢子

　おめでとう。お疲れ様。おか
えり。夢みたい。すごくよいパ
フォーマンスだった。残り10
秒で逆転してよかった。帰って
きたら好きな物食べていいよ。

同級生　谷内詩央理

写真提供：共同通信社

２回戦

３回戦

準決勝

決　勝

６－０

11－２

８－３

３－２

ジェルジズ・エシモア

ヘイリー・アウゲロ

孫亜楠

マリア・スタドニク

(カザフスタン )

( アメリカ )

( 中国 )

( アゼルバイジャン )

登坂絵莉
（日本）



　オリンピック４大会連
続出場、昨年の世界選手
権で日本競歩史上初の銅
メダルを獲得し、同じく
メダルが期待された谷井
孝行選手(自衛隊、高岡
向陵高校卒業)が男子50
㎞競歩に出場した。気温
は22～24度ながら、直射
日光が強く過酷な環境の
中、レースは序盤に一人
抜け出したフランスの選
手を２位集団の中で追い
かける展開となった。20
㎞過ぎで失速したが粘り
の歩きをみせ、３時間51
分０秒のタイムで自己最
高の14位でゴールした。

＜Road to Rio＞
　1983年、滑川市生まれ。中学時代は野球
少年。その頃から足が速かったため出場し
た駅伝大会で関係者の目に留まり、高岡向
陵高校へ進学し駅伝部に入部した。ケガの
リハビリで出会った競歩にのめり込み、数
か月で頭角を現す。高校2年、3年と国体に
て連覇。日本大学４年時に、2004年アテネ
オリンピックに出場。以降、北京オリンピッ
ク、ロンドンオリンピック、リオデジャネ
イロオリンピックと、４大会連続出場。
2015年北京世界陸上で男子50㎞競歩の銅
メダルを獲得。世界陸上、オリンピックを
通じて、日本競歩勢初のメダルを獲得し、
リオデジャネイロオリンピックの出場を決
めた。

＜クルン高岡にてPV（パブリックビューイング）＞
　クルン高岡地下では、髙橋正樹市長や高岡向陵高校時
代の恩師・高林哲二先生、向陵高校関係者など約30人が、
大型画面でテレビ中継を観戦し、スティックバルーンを
叩きながら谷井選手に声援を送った。残念ながら入賞に
は届かなかったが、出場80人中14位で谷井選手がゴール
したときには、「よく頑張った」「お疲れさま」と温かい
拍手が沸き起こった。

競
歩
会
の
レ
ジ
ェ
ン
ド

　谷
井

　孝
行
●
競

　
　歩

《「感動をありがとう」リオオリンピックを終えて》
　多くの感動と数々のドラマを残して、リオオリンピッ
クが閉幕しました。連日のメダルラッシュに、沸き返る
日本列島、暑い夏がより一層暑くなるのを感じさせられ
ました。
　我が高岡向陵高校出身の谷井孝行選手も、熱くしてく
れた一人です。オリンピック4大会連続出場、競歩界の
レジェンドと呼ばれ、昨年の世界陸上で銅メダルを取り、
国民の期待は嫌が応にも上がる中、本人の精神的な重圧
は計り知れないものがあったのだと思います。最初から、
厳しいレースになることは予想されていました。中盤ま
では、先頭集団に食らい付き期待通りのレースでしたが、
後半、体に異変を感じその後は体に力が入らず、意識が
もうろうとする中ゴールしたそうです。これまで何度も
挫折を味わい、試練に耐えてきた谷井ですが、多くの期
待とプレッシャーに思い通りのレースが出来なかったの
かと思います。「お疲れ様」と声をかけてやりたいと思い
ます。
　真面目で素直な性格、競技に対する考え方は、人並み
外れていました。谷井は、我が校の誇りです。今回、多
くの方々から、激励や応援を頂き本当に有難うございま
した。高岡市民の方々からも多くの激励の言葉をいただ
き、クルン高岡に髙橋市長さんも駆けつけていただきま
した。4年後の東京オリンピックでは、日本選手の更な
る活躍を期待したいと思います。

高岡向陵高等学校　高林　哲二　

▼谷井選手に声援を送る向陵高校関係者（中央が高林先生）

▲クルン高岡地下PV下には後輩からのメッセージが貼られた
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●三角　修 監督のコメント
　南条男子は現在、高岡市内５つの小学校からバレーボー
ルが大好きなメンバーが集まって活動しています。
　南条男子が誕生して今年で13年目になりました。始め
の頃の目標は県大会出場でしたが、いつしか全国大会が
チームの目標となり練習にも力が入りました。３年連続
決勝で敗れ悔しい思いが続きましたが、今年念願の全国
大会出場を掴む事が出来ました。
　週３回の練習では、練習時間のほとんどが基本練習と
レシーブ練習です。
　次は全国で勝つ事！　勝てるチーム作りを目指して今
後の練習も頑張っていきたいです。

●井川　海選手(６年)のコメント
　僕たちの目標は、県大会で優勝して、全国大会へ出場
することでした。県大会前に、各県で県代表を目指すチー
ムが集まって練習試合を行いました。みんなとても強く
て、自分たちも全力でぶつかっていきました。２日間通
してみんなで頑張り、帰りにはみんなで「次は、全国大
会で会おう‼」と約束して別れました。
　なので、県大会で優勝して全国大会出場が決まり、東
京で約束をしたチームと会えたときは本当に嬉しかった
です。
　全国大会では、試合に負けて悔しい思いをしたけれど、
決勝戦などで強いチームの試合を観戦して、自分たちに
足りないものや、もっと伸ばしていきたいものなどを見
つけ、富山に戻ってから、もっと成長したいと思いました。
　僕たち６年生は、この経験を活かし、残りの試合や中
学でも上を目指して頑張ります。後輩たちには、この夏
の経験を活かし、来年も全国大会へ出場して欲しいです。

　富山県予選を見事突破し、8月９日～ 12日に東京都体育館他で開催された全国大会へ
出場した高岡市の２チームからコメントをいただきました。

●平田 良宗 監督のコメント
　男女混合のチームになって２年目、昨年は２勝２敗で
した。今年はそれ以上の成績、ベスト８を目指したけれ
ど目標は果たせませんでした。
　２日目の試合会場は東京体育館でした。ベスト８に残っ
て東京体育館でという目標でしたが、あこがれの体育館
で試合ができたというだけでも、とても良い経験になり
ました。最終試合後、子供達の目からは悔し涙が溢れて
いました。この悔しい気持ちはきっとこれからの子供達
の成長につながっていくと信じています。
　ここまでこれたのは、本当にたくさんの方々のおかげ
だと感謝しています。
　これからも、子供達と一緒に、次なる目標に向かって
進んでいきたいと思います。

●坪西 穂乃歌選手(６年)のコメント
　この全国大会が決まった時は、一生懸命頑張りたいと
思いました。
　スパイクをしっかり決めることや、サーブを確実に入
れて決めることなどを目標に練習してきました。
　試合では、スパイクなどを決めることができたけど一
発で決めることが少なかったです。それに、ブロックは
手に当たるけど決められなかったです。でも、声は出せ
たので良かったです。
　これからは、全国大会で出来なかったことを真剣に取
り組み、出来るように練習したいです。
　６年生の私は今年で最後なので、悔いが残らないよう
に頑張りたいと思います。

男子の部 南条バレーボール 男女混合 成美バレーボール
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１．水　　泳
　　松田　未悠(高岡商業・3年）
　　長澤　明生(富山国際大学付属・1年）
２．陸　　上
　　吉田貴一朗(富山商業・2年）
　　中舘　洋志(富山商業・1年）
　　小坪　聖人(高 岡 南・3年）
　　出町　桃子(水　　橋・2年）
３．ソフトボール
　　西田　麻衣(滑　　川・2年）
４．ソフトテニス
　　新保　璃玖(高岡商業・2年）
　　角崎　豪則(高岡商業・1年）
　　笠島　遼星(高岡商業・3年）

　　名児耶太誠(高岡商業・3年）
　　浅田　実那(高 岡 西・3年）
５．卓　　球
　　吉田　翔紀(高岡龍谷・3年）
　　土橋　拓実(高岡龍谷・1年）
　　堀　　聖佳(南砺福野・1年）
　　夷藤　有香(高岡龍谷・2年）
　　米沢　昌菜(高岡龍谷・2年）
６．バドミントン
　　藤田　啓汰(高岡第一・3年）
　　大﨑　広裕(高岡第一・3年）
　　高橋　　玄(高岡第一・2年）
　　道下　凌我(高岡第一・2年）
　　竹田　春香(富山商業・3年）

　　向井　仁那(富山商業・2年）
　　長江　瑠佳(富山国際大学付属・3年）
　　福島沙里奈(富山国際大学付属・2年）
７．バスケットボール
　　村中つかさ(龍谷富山・3年）
　　四日　千穂(龍谷富山・3年）
　　倉田　玲望(龍谷富山・2年）
　　中嶋　南海(龍谷富山・2年）
８．ハンドボール
　　村本　龍斗(高岡向陵・1年）
　　笠井千香子(高岡向陵・3年）
　　早矢仕実優(高岡向陵・3年）
　　高木裕美子(高岡向陵・2年）
　　作田　神音(高岡向陵・2年）
９．　サッカー
　　三島　黎一(高岡第一・3年）
　　塩谷　優太(高岡第一・2年）
　　作井　優太(高岡第一・3年）

　　村井　瑠萌(高岡第一・3年）
　　旅家　悠輔(高岡第一・3年）
　　佐賀野修吾(高岡第一・3年）
　　水落　健斗(高岡第一・1年）
　　杉野　智哉(高岡第一・1年）
　　坂井　風樹(高岡第一・2年）
　　中谷　雄大(高岡第一・2年）
10．相　　撲
　　木下　洸樹(高岡向陵・3年）
11．柔　　道
　　駒沢　佑馬(小　　杉・3年）
　　駒沢　玲峰(小　　杉・2年）
　　増本　優彦(富山国際大学付属・2年）
　　長田　結子(高岡工芸・2年）
12．剣　　道
　　棚田　修弘(富山工業・3年）
13．弓　　道
　　蒲田　裕也(高岡工芸・3年）

　　茅原　風生(高岡工芸・3年）
　　上野　詩織(高岡工芸・2年）
　　外　　真依(高岡工芸・3年）
　　濱谷　日和(氷　　見・2年）
14．体操、新体操
　　南　紗久羅(高　　岡・1年）
　　尾山　実優(伏　　木・2年）
　　喜　　香恋(伏　　木・2年）
　　吉田　優芽(伏　　木・2年）
　　水野　瑠奈(伏　　木・1年）
　　中井　望葵(南砺福野・1年）
　　松嶌　彩夏(南砺福野・1年）
15．自 転 車
　　林　宗良治(氷　　見・3年）
　　長江　泰知(氷　　見・2年）
16．レスリング
　　竹沢　利紀(高岡向陵・2年）

17．テ ニ ス
　　福尾　勇希(高岡第一・3年）
　　荒井　陽和(富山国際大学付属・3年）
18．フェンシング
　　安達　優虎(富山西・3年）
19．空 手 道
　　塚原　貫太(高岡工芸・2年）
　　森岡　康太(高岡第一・3年）
　　渡邉　将成(高岡第一・3年）
　　大西　優成(高岡第一・3年）
　　田川　大翔(高岡第一・3年）
　　小林　洋喜(高岡第一・2年）
　　今田　愛海(高岡商業・2年）
　　西島　菜恵(高 岡 南・1年）
　　東　　瑛那(高岡第一・1年）
　　麻生　華奈(高岡第一・1年）
　　桑子あす夏(高岡第一・1年）
　　中条　瑞稀(高岡第一・1年）

１．水　　泳
　　高桑天通希(志 貴 野・3年）
　　坂田　麗鳳(志 貴 野・1年）
　　中出　航希(芳　　野・3年）
　　中出　勇斗(芳　　野・3年）
　　中出　悠太(芳　　野・3年）
　　北本　舜暉(芳　　野・3年）
２．陸　　上
　　横山　京介(福　　岡・3年）
　　手塚　麻衣(志 貴 野・3年）

３．卓　　球
　　吉田　勝紀(志 貴 野・3年）
４．バドミントン
　　木林　千耀(高岡西部・3年）
５．相　　撲
　　櫻井　健翔(志 貴 野・3年）
６．柔　　道
　　松井　優侍(高岡西部・1年）
　　川原　諒也(戸　　出・3年）

20．ヨ ッ ト
　　小林　真央(新　　湊・3年）
　　堤　　知里(新　　湊・3年）

　　荒田　悠莉(新　　湊・3年）
　　一守　詩穂(新　　湊・1年）
　　網谷　華乃(新　　湊・1年）

※平成28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28年度  全国高等学校総合体育大会出場者

平成28年度  全国中学校体育大会等出場者

川原校下体育振興会

年代を繋ぐカローリング

二塚校下体育振興会

班別対抗年間最優秀賞

　10月第 1週は、住民大運動会の開催日です。例
年、未就学児童から年配者まで多くの老若男女が
参加し、校下住民の親睦融和を図っています。
　種目は、団体競技が中心で年配者だけが参加でき
るもの、年齢制限のないもの、小学生や未就学児童
のみのものなど多岐にわたっています。
　実施競技について参加者の年齢構成や要望を参考
に見直してきました。今後さらに、みんなが楽しく
実施できる競技を模索中です。
　また、閉会式では運動会の表彰にあわせて、「年
間最優秀賞」のトロフィも授与しております。この
賞は、体振行事で班別対抗のソフトボール、ビーチ
ボール等の総合成績で表彰をするもので、各班の総
合的な力量が問われています。
　サークル等の活動では、少女バレーボール、少年
野球、卓球、ペタンク、パークゴルフ、ママさんバレー
ボール、ゴルフの諸団体が活動中です。
　児童数の減少による影響を受けていますが、指導
者や保護者の情熱に支えられ、一定の成果を挙げる
とともに児童の健全な心身の育成に寄与していると
ころです。

　平成24年春に、
当振興会の下に
カローリング同
好会が発足し、
現在会員は29名
となり、名称も
カローリングク

ラブに変更しています。
　練習は、毎週日曜日の午前中、川原公民館で和気
あいあいをモットーに行っています。カローリング
は年代を問わない生涯スポーツです。地域の親睦と
健康増進を目的に、発足当時から校下の大会を開催
し、今年で５回目を迎えました。
　また、川原小学校の「土曜子ども教室」に協力し、
カローリングを通じて児童との係わりを持たせてい
ただいています。これからも幅広い年代との地域密
着型の活動を進めていきたいと思っています。

平成28年度  全国高等学校総合体育大会出場者

平成28年度  全国中学校体育大会等出場者

　高岡市内の
中学校には、
男子６校、女
子９校にバド
ミントン部が
あり、日々練
習に励んでい
る。高岡市バ

ドミントン専門部は、大会運営の他に、リーダー研修会、合同練習会
の運営を行っている。
　リーダー研修会は、各校キャプテンと活動の中心となる選手を集め
実施する。キャプテンとしての在り方、キャプテンを中心とした部活
動への取り組み方、顧問の先生やコーチとの関わり方などを話し合ったり講師の先生からアドバイスを受けたりする。
　高岡ではバドミントンは伝統のあるスポーツで、国体やインターハイなどで活躍した選手が多く、講師にはトナミ運輸バドミン
トン部の監督をはじめ、いろんな方に来ていただいている。
　顧問の先生達は競い合いながらも仲がよく、意欲のある選手をよりレベルアップさせようとする雰囲気がある。今後もバドミン
トンを通してよりよい経験をさせることができるよう協力して取り組んでいきたい。　

高岡市中学校体育連盟高岡市中学校体育連盟

競　技　力　向　上競　技　力　向　上
競技主任　島　　由貴(国吉中学校）

バドミントン競技専門部

　高岡市内に
は芳野中、伏
木中の２校に
体操部が、志
貴野中に新体
操部がある。
現在は全員が
女子部員であ

り、他競技と比べれば所属生徒数
は少ない。また、専門技術を指導
できる者が少なく十分な環境とは
言い難い状況である。しかし、生徒たちは向上心をもち練習に熱心に取り組んでいる。
　高岡市中体連体操専門部では、全体のレベルアップのため３校合同での練習会を行っている。
バレエ講師を招いてのレッスンでは基本動作を何度も繰り返し、手足の指先まで意識が通った美
しい演技づくりに役立てた。近年、内村航平選手らの活躍により体操が注目される機会も増えた。
彼も大切にしている「美しい演技」ができるよう、今後も全体の競技力向上を図っていきたい。

美しい演技を目指して美しい演技を目指して
競技主任　大豊　香織(芳野中学校）

体操競技専門部
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１．水　　泳
　　松田　未悠(高岡商業・3年）
　　長澤　明生(富山国際大学付属・1年）
２．陸　　上
　　吉田貴一朗(富山商業・2年）
　　中舘　洋志(富山商業・1年）
　　小坪　聖人(高 岡 南・3年）
　　出町　桃子(水　　橋・2年）
３．ソフトボール
　　西田　麻衣(滑　　川・2年）
４．ソフトテニス
　　新保　璃玖(高岡商業・2年）
　　角崎　豪則(高岡商業・1年）
　　笠島　遼星(高岡商業・3年）

　　名児耶太誠(高岡商業・3年）
　　浅田　実那(高 岡 西・3年）
５．卓　　球
　　吉田　翔紀(高岡龍谷・3年）
　　土橋　拓実(高岡龍谷・1年）
　　堀　　聖佳(南砺福野・1年）
　　夷藤　有香(高岡龍谷・2年）
　　米沢　昌菜(高岡龍谷・2年）
６．バドミントン
　　藤田　啓汰(高岡第一・3年）
　　大﨑　広裕(高岡第一・3年）
　　高橋　　玄(高岡第一・2年）
　　道下　凌我(高岡第一・2年）
　　竹田　春香(富山商業・3年）

　　向井　仁那(富山商業・2年）
　　長江　瑠佳(富山国際大学付属・3年）
　　福島沙里奈(富山国際大学付属・2年）
７．バスケットボール
　　村中つかさ(龍谷富山・3年）
　　四日　千穂(龍谷富山・3年）
　　倉田　玲望(龍谷富山・2年）
　　中嶋　南海(龍谷富山・2年）
８．ハンドボール
　　村本　龍斗(高岡向陵・1年）
　　笠井千香子(高岡向陵・3年）
　　早矢仕実優(高岡向陵・3年）
　　高木裕美子(高岡向陵・2年）
　　作田　神音(高岡向陵・2年）
９．　サッカー
　　三島　黎一(高岡第一・3年）
　　塩谷　優太(高岡第一・2年）
　　作井　優太(高岡第一・3年）

　　村井　瑠萌(高岡第一・3年）
　　旅家　悠輔(高岡第一・3年）
　　佐賀野修吾(高岡第一・3年）
　　水落　健斗(高岡第一・1年）
　　杉野　智哉(高岡第一・1年）
　　坂井　風樹(高岡第一・2年）
　　中谷　雄大(高岡第一・2年）
10．相　　撲
　　木下　洸樹(高岡向陵・3年）
11．柔　　道
　　駒沢　佑馬(小　　杉・3年）
　　駒沢　玲峰(小　　杉・2年）
　　増本　優彦(富山国際大学付属・2年）
　　長田　結子(高岡工芸・2年）
12．剣　　道
　　棚田　修弘(富山工業・3年）
13．弓　　道
　　蒲田　裕也(高岡工芸・3年）

　　茅原　風生(高岡工芸・3年）
　　上野　詩織(高岡工芸・2年）
　　外　　真依(高岡工芸・3年）
　　濱谷　日和(氷　　見・2年）
14．体操、新体操
　　南　紗久羅(高　　岡・1年）
　　尾山　実優(伏　　木・2年）
　　喜　　香恋(伏　　木・2年）
　　吉田　優芽(伏　　木・2年）
　　水野　瑠奈(伏　　木・1年）
　　中井　望葵(南砺福野・1年）
　　松嶌　彩夏(南砺福野・1年）
15．自 転 車
　　林　宗良治(氷　　見・3年）
　　長江　泰知(氷　　見・2年）
16．レスリング
　　竹沢　利紀(高岡向陵・2年）

17．テ ニ ス
　　福尾　勇希(高岡第一・3年）
　　荒井　陽和(富山国際大学付属・3年）
18．フェンシング
　　安達　優虎(富山西・3年）
19．空 手 道
　　塚原　貫太(高岡工芸・2年）
　　森岡　康太(高岡第一・3年）
　　渡邉　将成(高岡第一・3年）
　　大西　優成(高岡第一・3年）
　　田川　大翔(高岡第一・3年）
　　小林　洋喜(高岡第一・2年）
　　今田　愛海(高岡商業・2年）
　　西島　菜恵(高 岡 南・1年）
　　東　　瑛那(高岡第一・1年）
　　麻生　華奈(高岡第一・1年）
　　桑子あす夏(高岡第一・1年）
　　中条　瑞稀(高岡第一・1年）

１．水　　泳
　　高桑天通希(志 貴 野・3年）
　　坂田　麗鳳(志 貴 野・1年）
　　中出　航希(芳　　野・3年）
　　中出　勇斗(芳　　野・3年）
　　中出　悠太(芳　　野・3年）
　　北本　舜暉(芳　　野・3年）
２．陸　　上
　　横山　京介(福　　岡・3年）
　　手塚　麻衣(志 貴 野・3年）

３．卓　　球
　　吉田　勝紀(志 貴 野・3年）
４．バドミントン
　　木林　千耀(高岡西部・3年）
５．相　　撲
　　櫻井　健翔(志 貴 野・3年）
６．柔　　道
　　松井　優侍(高岡西部・1年）
　　川原　諒也(戸　　出・3年）

20．ヨ ッ ト
　　小林　真央(新　　湊・3年）
　　堤　　知里(新　　湊・3年）

　　荒田　悠莉(新　　湊・3年）
　　一守　詩穂(新　　湊・1年）
　　網谷　華乃(新　　湊・1年）

※平成28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28年度  全国高等学校総合体育大会出場者

平成28年度  全国中学校体育大会等出場者

川原校下体育振興会

年代を繋ぐカローリング

二塚校下体育振興会

班別対抗年間最優秀賞

　10月第 1週は、住民大運動会の開催日です。例
年、未就学児童から年配者まで多くの老若男女が
参加し、校下住民の親睦融和を図っています。
　種目は、団体競技が中心で年配者だけが参加でき
るもの、年齢制限のないもの、小学生や未就学児童
のみのものなど多岐にわたっています。
　実施競技について参加者の年齢構成や要望を参考
に見直してきました。今後さらに、みんなが楽しく
実施できる競技を模索中です。
　また、閉会式では運動会の表彰にあわせて、「年
間最優秀賞」のトロフィも授与しております。この
賞は、体振行事で班別対抗のソフトボール、ビーチ
ボール等の総合成績で表彰をするもので、各班の総
合的な力量が問われています。
　サークル等の活動では、少女バレーボール、少年
野球、卓球、ペタンク、パークゴルフ、ママさんバレー
ボール、ゴルフの諸団体が活動中です。
　児童数の減少による影響を受けていますが、指導
者や保護者の情熱に支えられ、一定の成果を挙げる
とともに児童の健全な心身の育成に寄与していると
ころです。

　平成24年春に、
当振興会の下に
カローリング同
好会が発足し、
現在会員は29名
となり、名称も
カローリングク

ラブに変更しています。
　練習は、毎週日曜日の午前中、川原公民館で和気
あいあいをモットーに行っています。カローリング
は年代を問わない生涯スポーツです。地域の親睦と
健康増進を目的に、発足当時から校下の大会を開催
し、今年で５回目を迎えました。
　また、川原小学校の「土曜子ども教室」に協力し、
カローリングを通じて児童との係わりを持たせてい
ただいています。これからも幅広い年代との地域密
着型の活動を進めていきたいと思っています。

平成28年度  全国高等学校総合体育大会出場者

平成28年度  全国中学校体育大会等出場者

　高岡市内の
中学校には、
男子６校、女
子９校にバド
ミントン部が
あり、日々練
習に励んでい
る。高岡市バ

ドミントン専門部は、大会運営の他に、リーダー研修会、合同練習会
の運営を行っている。
　リーダー研修会は、各校キャプテンと活動の中心となる選手を集め
実施する。キャプテンとしての在り方、キャプテンを中心とした部活
動への取り組み方、顧問の先生やコーチとの関わり方などを話し合ったり講師の先生からアドバイスを受けたりする。
　高岡ではバドミントンは伝統のあるスポーツで、国体やインターハイなどで活躍した選手が多く、講師にはトナミ運輸バドミン
トン部の監督をはじめ、いろんな方に来ていただいている。
　顧問の先生達は競い合いながらも仲がよく、意欲のある選手をよりレベルアップさせようとする雰囲気がある。今後もバドミン
トンを通してよりよい経験をさせることができるよう協力して取り組んでいきたい。　

高岡市中学校体育連盟高岡市中学校体育連盟

競　技　力　向　上競　技　力　向　上
競技主任　島　　由貴(国吉中学校）

バドミントン競技専門部

　高岡市内に
は芳野中、伏
木中の２校に
体操部が、志
貴野中に新体
操部がある。
現在は全員が
女子部員であ

り、他競技と比べれば所属生徒数
は少ない。また、専門技術を指導
できる者が少なく十分な環境とは
言い難い状況である。しかし、生徒たちは向上心をもち練習に熱心に取り組んでいる。
　高岡市中体連体操専門部では、全体のレベルアップのため３校合同での練習会を行っている。
バレエ講師を招いてのレッスンでは基本動作を何度も繰り返し、手足の指先まで意識が通った美
しい演技づくりに役立てた。近年、内村航平選手らの活躍により体操が注目される機会も増えた。
彼も大切にしている「美しい演技」ができるよう、今後も全体の競技力向上を図っていきたい。

美しい演技を目指して美しい演技を目指して
競技主任　大豊　香織(芳野中学校）

体操競技専門部
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編集後記 　第17号の体協だより「スポーツ高岡」の特
集は、2016リオデジャネイロオリンピックで

す。本市ゆかりの佐々木翔（バドミントン）、登坂絵莉（レスリング）、
谷井孝行(競歩)の３選手が出場しました。
　佐々木選手からは「努力する姿を神様が見ている」というひたむ
きさを、登坂選手からは「何が何でも金メダルをとる」という闘志を、
谷井選手からは「競歩会のレジェンド」としての誇りを感じ取るこ
とができ、本市に、そして全国にたくさんの感動が生まれました。
　最後まで、諦めないで競技した選手の皆様、選手を支えた家族の
皆様、熱心にご指導された指導者の皆様、協会の皆様、応援してく
ださった市民の皆様に感謝申し上げます。

広報調査委員　要藤　明人　

　富山県高岡総合プールに
は、国民体育大会をはじめ、
全国規模の公式競技が開催
できる充実した設備が整っ
ています。と同時に、どな
たでも気軽にご利用いただ
ける施設として、レクリエ
ーションや余暇時間の活用
など、年間を通じて県民の
健康・体力づくりの多彩な
ニーズにお応えします。

スポーツ施設紹介富山県高岡総合プール

　体育協会に４月から勤務している
砺波専門員は、高岡市出身、専門は
バスケットボールで大学卒業後にプ
ロ選手であった経歴の持ち主である。
彼女をひと言で表現すると「かっこ
いい女性」となるだろう。
　パンツスーツの似合う長身のスタ
イルで、ハキハキとした口調で話す

様子からは、芯の強さが伺える。また、普段からチーム
プレーをしているからか空気を読む能力が高く、相手の
気持ちを察して行動する優しさも持ち合わせている。
　さらに、スポーツ指導をする際に子どもたちとボールで
遊んでいる様は、とても器用で「さすが！」と誰もが感心
するのであるが、フェイントをかけて子どもたちが引っかかっ
た時に見せるエクボ付の笑顔はまだまだ無邪気である。
　現在は、主に競技スポーツ分野のジュニア選手に関す
る業務を担当している。彼女も小学生の頃はスポーツ少
年団で活動していたので、これからも親身になった良い
仕事をしてくれることと期待している。

　高岡市体育協会では、富山県体育協会を通して依頼の
ありました標記募金に関して、日本赤十字社に寄付しま
した。
　義援募金にご協力いただきましたことに厚くお礼申し
上げます。
　　•受付期間：平成28年 5月25日～ 6月10日
　　•総　　額：88,000円

平成28年４月に
高岡市体育協会に採用された
砺波 美沙子スポーツ専門員を

紹介します｡

文：体育協会事務局員

熊本地震義援募金への協力

（敬称略、市体育協会加盟団体名簿順）協力団体名
NPO高岡市水泳協会
高岡野球協会
高岡市ソフトボール協会
高岡市ソフトテニス連盟
高岡市バレーボール協会
高岡市ハンドボール協会

高岡市サッカー協会
高岡市ボクシング連盟
高岡市柔道連盟
高岡市剣道連盟
高岡レスリング協会
高岡市テニス協会

高岡市銃剣道連盟
高岡市アーチェリー協会
高岡市スキー連盟
高岡市ゲートボール協会
高岡市ビーチボール連盟
高岡市体育振興会

•25ｍ屋内プール【7月～8月】
　月～土　10時～20時30分
　日・祝　10時～17時
•25ｍ屋内プール【9月～6月】
　月～金　13時30分～20時30分
　土曜日　10時～20時30分
　日・祝　10時～17時
•50ｍ屋外プール【7月～9月】
　※9月は第1・2の土日のみ
　全　日　10時～17時
•トレーニング室
　月～土　9時～21時
　日・祝　9時～17時

•プール（25ｍ・50ｍ）
　一般330円　児童生徒170円
　親子券420円
•トレーニング室
　一般390円　児童生徒200円
※回数券もございます。

飛込プール

25mプール

50mプール

●問合せ先　
 富山県高岡総合プール
 〒933-0982  高岡市八ケ88‒1 
 TEL:0766-28-1166
 FAX:0766-28-1900

◆開館時間

◆利用料金
（１回券１枚２時間利用可）

(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/

(となみ みさこ)
砺波 美沙子

　昨年12月、タカギセイコー女
子ソフトテニス部が廃部となった
ことを受け、県連盟中心となり受
け皿的なクラブとして「ウエーブ
富山」を設立した。高岡スポーツ
コアを拠点に活動し、ジュニア向
けの講習会等も開催予定。

ウエーブ富山ウエーブ富山
女子社会人ソフトテニスクラブ

�


