
　バドミントン日本代表（ナショナルＡ）強化合
宿が、７月４日㈭～７日㈰高岡市で行われた。竹

平記念体育館
の一般公開練
習には、一目、
国内トップ選
手を見ようと、
４日間で延べ8,309人が見学に訪れた。
　合宿メンバーの26人の選手の中には、トナミ運輸の選手が８人含ま
れており、市関係者の東京五輪出場への期待もますます高まった。
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　定時評議員会は、６月１日㈰高岡商工ビルで開催さ
れた。平成30年度事業報告及び平成31年度事業計画が
報告されたあと、第１号議案平成30年度計算書類及び
財産目録の承認の件が審議、承認された。第２号議案
評議員退任に伴う評議員の選任の件は、大浦栄治（弓
道連盟）、瀬川侑希（空手道連盟）、中島諭正（パワー
リフティング協会）、中田義昭（セーリング協会）、大
崎武治（地区高体連）が選任された。第３号議案役員
退任に伴う役員の選任の件は、梅野侑（市中体連理事長）
が理事に選任され、堂故真二（高岡市会計管理者）が
監事に選任された。

トナミ運輸株式会社バドミントン部
　　　　　　　　 （代表取締役社長　綿貫勝介） 全国大会優勝
武下　利一（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 国際大会優勝

嘉村　健士（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 国際大会優勝

園田　啓悟（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 国際大会優勝

権藤　公平（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 国際大会優勝

西本　拳太（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 国際大会準優勝

小林　優吾（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 全国大会３位

保木　卓朗（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 全国大会３位

常山　幹太（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 国際大会優勝

下農　　走（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 国際大会３位

金子　真大（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 国際大会３位

久保田友之祐（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 国際大会３位

大堀　　彩（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 国際大会３位

仁平　菜月（トナミ運輸株式会社バドミントン部） 国際大会準優勝

神代　和久（高岡市バドミントン協会） 全国大会優勝

今泉　静子（高岡市バドミントン協会） 全国大会３位

竹本　妙子（高岡市バドミントン協会） 全国大会３位

髙橋　　弘（高岡市相撲連盟） 多年役員

黒川宗一郎（高岡市相撲連盟） 全国大会準優勝

麻生　幸雄（高岡レスリング協会） 多年役員

平下　幸孝（高岡市バレーボール協会） 多年役員

中川　佳親（高岡市柔道連盟） 多年役員

中山　　敏（高岡市剣道連盟） 多年役員

中保　和明（高岡市銃剣道連盟） 多年役員

多胡　友宏（高岡市スキー連盟） 多年役員

海老　清則（高岡市セーリング協会） 多年役員
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公益財団法人 高岡市体育協会 令和元年度  定 時 評 議 員 会

表彰状受賞者

感謝状受賞者

　６月９日㈰時折小雨
が降る中、城光寺陸上
競 技 場 発 着 で「 第39
回高岡万葉マラソン」
を開催した。競技は、
従来からの10km、５
km、２kmに、今年新
た に2kmジ ョ ギ ン グ
を加え、合計1,021名のランナー
が木々の緑輝く二上山の景色を
楽しみながら走った。
　例年、時期的に熱中症への十分な対策を講じながら開催
しているが、雨天のため気温の上昇が抑えられたことと、
運営スタッフや参加者の協力のおかげで大きな事故もな
く、無事終了することができた。

第14回高岡市民体育大会 第39回高岡万葉マラソン
　６月15日㈯、高
岡市民体育館で総
合開会式が行われ、
16日 ㈰・23日 ㈰・
30日㈰を基準日と
し、市内一円35競
技が開催された。
　開会式前のアト
ラクションでは、南星中学校バト
ントワリング部の笑顔溢れる素晴
らしい演技を披露していただいた。
　開会式では、大会長の髙橋正樹市長、大会副会長の塩谷
雄一市体育協会長の挨拶、狩野安郎市議会議長の祝辞があ
り、参加者を代表し、志貴野中学校３年陸上競技部 部長 
市野天晴選手が宣誓した。

令和元年度　公益財団法人 高岡市体育協会表彰



　9月15日㈰から29日㈰までの期間、「スポ・レク
高岡2019」を開催します。特に、★のマークのつ
いた種目は、当日、集合時間に会場へ行けばひとり
でも参加できます。これを機にスポーツをはじめて
みませんか？

種　目 会　場 実施日（集合時間）
1 ビーチボール 竹平記念体育館 9月22日
2 フレッシュテニス 日本曹達体育館 9月15日

3 グラウンド・ゴルフ 高岡市グラウンド・ゴ
ルフ場

9月29日

4 ゲートボール 福岡室内多目的広場 9月29日
5 ソフトバレーボール 日本曹達体育館 9月29日

6 ラージボール卓球 ふくおか総合文化セン
ター（Uホール）

9月29日

7 ペタンク スポーツコア多目的広場 9月22日
8 ソフトテニス 前田庭球場 9月22日

9 健康ウォーク　★ あいの風鉄道やぶなみ
駅東口　出発

9月15日（8時50分）

10 シャフルボード 高岡市ふれあい福祉
センター体育館

9月25日

11 ジュニアバレーボール 竹平記念体育館 9月29日

12 ３B体操　★ 東洋通信スポーツセン
ター

9月29日（12時30分）

13 カローリング 竹平記念体育館 9月23日

14 バドミントン 東洋通信スポーツセン
ター

9月15日

15 サイクリング 東洋通信スポーツセン
ター　出発

9月29日

□�詳細については、ホームページに掲載いたします。

スポ・レク高岡2019

令和元年度 中学生運動部活動選手育成支援教室
　中学生運動部活動週２回の休日に伴い、活動意欲のある生徒の活動機会の確保が懸念されていることから、
学校教育活動とは切り離し、専門的指導力を有した各競技団体の指導の下、競技の普及・振興、競技力の向
上を図ることを目的に教室を開催しています。
　今年度は、卓球とソフトテニスの２種目でスタートしました。

ソフトテニス（年20回、毎週水曜夜間）
参加者:30名

　回数を重ねる
ごとに、課題に
対しての意欲的
な質問が飛び交
うようになりま
した。

卓　球（年８回、月１回程度）
参加者:30名

　初回は、日本
卓球株式会社の
末永健志郎氏を
お招きし、ラ
ケットの構造や
ラバーについて
の知識から学び
ました。
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第２７回
高岡市ジュニアタスキリレー

新事業

対象者：小学生(3 ～ 6年生)の男女

 日　時　令和元年11月23日（土・祝）
� 午前11時30分スタート
� ※高岡市スポーツ少年団大会終了後に開催
 会　場　高岡市竹平記念体育館周辺
 区　間　５区間（１区間：約１km）
 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　2,000円

□�詳細については、ホームページに掲載いたします。

～友達と楽しく走ろう!! ～ ～生活の中にスポーツを！～参加チーム
募集

参加者
募集



賛助会員入会のお願い お知らせ
　これまでも法人の目的に賛同する多くの皆様よ
り、賛助会費や寄附を賜り、改めて深く感謝申し上
げます。
　公益財団法人は、税制上の特定公益増進法人とな
ることから、高岡市体育協会への賛助会費及び寄附
は所得税等の税制上の優遇措置を受けることができ
ます。
　つきましては、新たな賛助会員及び寄附について、
格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。
　詳しくは、事務局（☎0766－26－5225）までお
問い合わせください。

高岡市民体育館のネーミングライツについて
　東洋通信工業
株式会社が高岡
市 民 体 育 館 の
ネーミングライ
ツ・パートナー
に選定されました。これにより、ネーミングライツ
期間は令和元年９月１日から令和６年８月31日まで
５年間の契約となっています。高岡市民体育館の愛
称が「東洋通信スポーツセンター」となります。

(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 　最近の話題は、相撲の朝乃山、NBA入りした八村選手、高岡市関係では柔道の向選手などがたゆまない
努力の成果を見せてくれています。

　さて、東京オリパラ2020開幕まで一年を切っております。きっとまた私たちに感動と興奮の世界を堪能させてくれること
でしょう。昭和39年に開催された前回東京オリンピックは半世紀も前のことで、私は12歳でした。しかし、聖火を沿道応援
したことは、今もはっきりと覚えています。
　広報紙「スポーツ高岡」も心に残る記事が届けられるよう限られた紙面の中ですが、編集委員皆努力してまいります。そして、
何よりも東京オリパラ2020の記事が書けるように各選手をしっかりと応援したいものです。� 広報委員　二谷　憲行

守山体育振興会 横田校下体育振興会
　守山校下では、二上地区との合同行事を含む
年5回の行事を行っています。
　春にはパークゴ
ルフを庄川河川敷
にて開催します。
こちらは老若男女
たくさんの方にお
越し頂き、今年で
25年になります。
　初夏には男女の
ビーチボール大会
を開催します。毎
年、決勝戦では白
熱の試合になり大きな歓声が沸きあがります。
　秋は二上地区との合同行事です。住民体育祭
または、スポーツ体験を行います。
　今年はラージボール体験会を予定しています。
冬はボウリング大会です。ガーターで悲しんだ

り、ストライクで喜ん
だり、参加者の喜怒哀
楽を見るのが楽しみで
す。
　人口の減少と共に参

加人数が減ってきておりますが、これからも地
域の方の健康と交流を大切に活動を行っていき
ます。

　横田校下では住民体育祭をはじめ、グラウン
ド・ゴルフ、フレッシュテニス、バドミントン、
ボウリング、カローリング、西部中学校下ナイ
ターソフトボール、西部児童センタースポーツ
指導の８行事を開催しています。
　中でもグラウンド・ゴルフ、ボウリング、カ
ローリングの人気は高く、毎回たくさんの参加
者で盛り上がっています。グラウンド・ゴルフ
は小学校の庭や駐車場をコースにしたり、カロー
リングではエアボールを紹介したりするなど工
夫を凝らして開催しています。また、児童セン
タースポーツ教室とコラボして、地域の子供達
にニュースポーツを楽しく体験してもらってい
ます。
　横田校下
全22自治会
の老若男女
が参加して
行われる住
民体育祭は
当会最大の
行事です。昨年は台風の影響で中止となりまし
たが、第30回記念大会となる今年は記憶に残る
体育祭にしたいと思っています。
　これからもスポーツ行事を通じて、地域の輪
（和）を広げていけるよう努力していきます！
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