
　本市の一大スポーツイベントである高岡市民体育大会が、中学の部の基準日である５月28日を皮切り
に、市内一円で開催された。前年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となり、また、
本年度の総合開会式と一部の競技は中止となったが、各競技団体が日本スポーツ協会の感染拡大防止ガ
イドライン等に従い、健康チェック表の提出や検温、手指消毒の実施など、今までにはない様々な感染
防止対策を講じての２年振りの開催であった。
　また、令和元年度まで行っていた高岡スポーツ・レクリエーション大会と統合し、新たに７競技が加
わり、10月17日まで開催している。
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　定時評議員会は、５月29日㈯ホテルニューオータニ高岡で新型コロナ対策を取りながら開催された。
令和２年度事業報告及び令和３年度事業計画が報告されたあと、第１号議案令和２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号議案加盟団体の脱退の件は、高岡市体育振興会が組織の
特性や活動実態から、加盟団体としてではなく、市内の地域スポーツの普及・振興を図るほうが実情に
合致していると判断したため、脱退した。また、第３号議案評議員退任に伴う評議員の選任の件は、山
崎育稔（弓道連盟）、上野英光（フェンシング協会）、村田憲三（地区高体連）、曽田康司（レクリエーショ
ン協会）が選任された。さらに、第４号議案役員退任に伴う役員の選任の件は、大島一行（市小体行副
委員長）が理事に選任された。

樋口　幸良（水泳協会）	 多年役員

駒井　進一（陸上競技協会）	 多年役員

渡辺　公嗣（ソフトテニス連盟）	 多年役員

井村　昭彦（卓球連盟）	 多年役員

山沼　茂敏（体育協会）	 多年役員

嘉村　健士（バドミントン協会）	 国際大会準優勝

園田　啓悟（バドミントン協会）	 国際大会準優勝

小林　優吾（バドミントン協会）	 全国大会準優勝

保木　卓朗（バドミントン協会）	 全国大会準優勝

常山　幹太（バドミントン協会）	 全国大会準優勝

大野　敏光（ソフトボール協会）	 多年役員

足立　洋道（バレーボール協会）	 多年役員

中川　英樹（サッカー協会）	 多年役員

滝田　　徹（フェンシング協会）	 多年役員

舛田　建治（セーリング協会）	 多年役員

野村　建生（スキー連盟）	 多年役員

表彰状受賞者（一般）
感謝状受賞者（一般）

公益財団法人 高岡市体育協会 令和３年度令和３年度    定 時 評 議 員 会定 時 評 議 員 会
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　新型コロナウイルスの影響で史上初の１年延期となった東京五輪は、残念ながら、開会式をはじめほとんどの会場で無観
客となった。しかし、大会を通しての日本のメダル数は史上最多の58個であり、テレビの前で多くの人が日本人選手の活躍
や世界のトップアスリートのプレーにリアルタイムで声援を送り、感動した。
　また、高岡市がポーランド・レスリング選手団のホストタウンとなったり、高岡で聖火リレーやパラリンピックの採火式
が行われたりするなど、自国開催ならではの経験があった。
　高岡市関係では柔道男子90kg級の向選手、バドミントン男子ダブルスの園田選手・嘉村選手、バドミントン男子シングル
ス常山選手の４名の選手が出場し、柔道の向選手は新種目の混合団体で見事に銀メダルを獲得した。
　４名のオリンピアンに、オリンピックの雰囲気や延期になった時のモチベーションの保ち方などを聞いてみた。

特 

集 第３２回オリンピック競技大会（２０２０/東京）第３２回オリンピック競技大会（２０２０/東京）

①質問１：�オリンピックを終えての心境についてオリンピックの雰囲気や感想をお聞かせ下さい。
②質問２：開催が延期になってどのようにモチベーションを維持してきましたか？
③質問３：オリンピックを夢みる高岡の子どもたちへのメッセージをお願いします。

向　翔一郎（むかい　しょういちろう）選手（1996年2月10日生、高岡市出身、ALSOK所属）
　男子90kg級では3回戦敗退となったが、混合団体ではフランスとの決勝で惜しくも敗れたものの見
事銀メダルを獲得した。

①�今回は自国開催、また学生時代から何度も試合をしている日本武道館が会場でしたので、
いつもと変わらず大会に臨むことができました。
②�オリンピックの舞台に立つに当たり、多くの方々の支えがありました。皆様への感謝を胸
に、日々稽古に取り組んで来ました。
③�もし今、勝てなかったとしても、続けることに意味があります。そのスポーツと真摯に向き
合うことで、必ず得るものがあるはずです。頑張って下さい。

園田選手
①�無観客で残念でしたが、テレビ越
しで応援してくれる方々がたく
さんいるので、気持ちが入り全力
を出し切ることができました。
②�後輩の指導をする方に意識を
持っていき、日々を過ごしていま
した。
③�もし、競技をやっていく過程で壁
にぶつかっても、そこでしっかり
自分と向き合ってほしいです。そ
して、自分の夢を追い続けて！！

嘉村選手
①�オリンピックの開催に協力して下さった方々に
感謝の気持ちでいっぱいです。初めてのオリン
ピックで、周りの選手たちの顔も試合前の準備
も他の大会とは全然違っていて、今までに味
わったことのない雰囲気で、これがオリンピッ
クなんだと感じました。
②�たくさんの応援が、毎日毎日のモチベーション
になっていました。どんなに苦しい時も支えて
くれる家族、友達、ファンの方々がいてくれたの
で、「その人たちの思いも」という強い思いを
胸にモチベーションを高めていました。
③�自分の無限の可能性を信じて、そしてお父さ
ん、お母さん、周りの人たちへの感謝の気持ちを
忘れずに、笑顔で頑張ってほしいなと思います。

園田　啓悟（そのだ　けいご）選手	 	
（1990年2月20日生、熊本県出身、トナミ運輸所属）

嘉村　健士（かむら　たけし）選手	 	
（1990年2月14日生、佐賀県出身、トナミ運輸所属）

　1次リーグを2勝1敗で突破したが、決勝トーナメントの
４強を懸けた準々決勝で世界ランク2位のインドネシア
ペアとの対戦となり、１－２で惜敗した。

提供：ALSOK

提供：トナミ運輸

提供：トナミ運輸

常山　幹太（つねやま　かんた）選手（1996年6月21日生、滋賀県出身、トナミ運輸所属）
　1次リーグを2連勝の組1位で突破したが、決勝トーナメント1回戦で世界ランク5位のインドネシ
ア選手相手に粘り強く戦ったが敗れ、8強入りはならなかった。

①�初めてのオリンピックで緊張はしましたが、自分の中ではやれる事はしっかりやれたと
思います。この経験をいかして次のパリオリンピックを目指して頑張っていきたいです。
②�延期と聞いた時にはモチベーションが下がりましたが、自分のやるべき事が分かってい
たのでそれを目標にしてモチベーションを維持する事ができました。
③�夢は諦めなければ叶うと思うので、前を向いて努力しつづけてください。

次回のオリンピックは、３年後。パリオリンピックでの日本人選手はもとより、高岡市関係の選手たちの活躍が楽しみである。
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　東京オリンピックのポーランド・
レスリング選手団が竹平記念体育館
で事前合宿を行った。高岡市がホス
トタウンである縁で交流を行ってお
り、今回は感染予防対策により練習
は非公開となったが、2018年の合
宿時に交流した高岡ジュニアレスリ
ングクラブのメンバーなどが国旗に
寄せ書きをしてエールを送った。
　オリンピック
では、男子グレ
コローマンスタ
イル97kg級の
タデウシュ・ミ
ハリク選手が見
事に銅メダルを
獲得した。

オリンピック・パラリンピック特集オリンピック・パラリンピック特集

ポーランド・レスリング代表事前合宿ポーランド・レスリング代表事前合宿
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　東京オリンピックの県内聖火リレーは、コ
ロナの影響で公道での開催が中止となり、代
替措置として、ステージ上でランナーが順番
にトーチの火をつなぐ「トーチキス」を行った。
　ランナーはそれぞれ聖火に思いや誓いを込
めて、笑顔で聖火をつないだ。

　東京パラリンピックの高岡
市採火式は、今年「平成の大
修理」が竣工した伏木の勝興
寺で行われた。
　学生アスリート代表　相撲
学生横綱　五十嵐翔さん、パラアス
リート代表　車いすバスケットボー
ル　寺島一真さん、高岡市身体障
害者協会　会長　京紺外志美さんの3人が火種
作り、火起こし、採火に分かれて炎を作った。こ
の炎は富山市で他の市町村の炎とまとめられ、
東京に移動し、他の都道府県の炎と１つになって
パラリンピック開会式で聖火台にともされた。

～高岡スポーツコア
2021.6.2. ～

聖火リレー聖火リレー 採　火　式採　火　式
～雲龍山勝興寺　2021.8.15. ～



　８月８日㈰～８月13日
㈮まで令和３年度全国
高等学校総合体育大会
バドミントン競技大会が
高岡市竹平記念体育館、
高岡市ふくおか総合文化セン
ター、アルビス小杉総合体育セ
ンター、新湊アイシン軽金属ス
ポーツセンターの４会場で行われ
た。新型コロナ感染症の影響で昨年
度は中止となり２年ぶりの開催となった。現在も影
響は続いており、感染の拡大を考慮し無観客での開
催となった。選手は日頃の練習の成果を十分に発揮
し、見ごたえのある熱戦を繰り広げてくれた。会場
の中には入れないが保護者の方が来ておられ「大会

を行ってもらえるだけで
感謝です」という言葉を
聞き、大会が開催でき
てよかったと実感した。

「全国高校総体「全国高校総体
バドミントン競技を終えて」バドミントン競技を終えて」

　第103回全
国高等学校野
球選手権富山
大会の決勝は
７月30日㈮、
富山市民球場で行われ、高岡商業高校は11―４で
高岡第一を破り、４大会連続、21度目の夏の甲子
園出場を決めた。
　甲子園大会の１回戦は当初予定の８月10日㈫が雨
天順延により11日㈬となり、長野県代表の松商学園
に4－17で敗れ、3大会連続
の初戦突破はならなかった。
　初戦敗退ではあったが、
スタンドの生徒や保護者、
学校関係者の応援
を後押しに、選手
たちは最後まで高
商の「攻めの野球」
を貫いた。
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高岡万葉フォトウォークBINGO 2021　参加者募集！高岡万葉フォトウォークBINGO 2021　参加者募集！
　「フォトウォークBINGO」は、地図上にあるチェックポイントをウォーキングで回り写
真撮影するフォトウォークと、ゴール後にチェックポイント番号をビンゴカードに記入し、
当たり番号と照らし合わせるビンゴゲームを合わせたものです。
　昨年初めてコロナ対策を講じたイベントとして開催し、今回は2回目です。
　コースをより充実させるとともに、賞品は「参加賞」や「ビンゴ賞」だけでなく、チェック
ポイント全制覇の「パーフェクト賞」も準備しています！
　速さは競いませんので、ご家族やご友人と気軽に参加し、日頃の運動不足解消と高
岡の魅力を再発見してみませんか？

 期　　日	 令和３年10月31日㈰
 時　　間	 午前９時30分～午後３時30分
	 ※	密を避けるため、スタート時間をA～ Eの5つのグループに

分けて行います。
 場　　所	 東洋通信スポーツセンター（高岡市民体育館）発着
 チーム編成	 2 ～ 5人（但し、チーム内に18歳以上の人を1人以上含む）
	 ※県内居住者に限る
 定　　員 300人（A～ E各60人約20チーム）
 参 加 料	 一般（中学生以上）　1,000円/人、小学生　500円/人、未就学児　無料
	 【チェックポイントの入館料を含む】
 申込方法	 	10月20日㈬まで高岡市体育協会HPにある申込書に必要事項を記入し参加料を添えて市体育協会へ。
	 ※	新型コロナウイルスの影響により中止する場合がありますのでご了承ください。

甲子園出場（高岡商業高校）甲子園出場（高岡商業高校）



賛助会員入会のお願い

(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  https://www.takaoka-sports.jp/

　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、事務局までお問い合わせください。

代表・監督　浦山　友輔
主将　三浦　哲平

　FC南星スポーツ少年団は博労・木津・南条小
学校の児童で構成されており、1年生から6年生
まで団員数40名（うち女子5名）で活動してい
ます。博労小学校グラウンドをメイングラウン
ドに火・木・土の週3回　18時から20時まで練
習を行っています。（１，2年生は19時半）昨年、
JFA 第44回全日本U-12サッカー富山県選手権
大会 兼　第51回　KNB杯富山県学童クラブサッ
カー大会　3位、2020フジパンＣＵＰ 第19回
北信越 U−12 サッカー選手権大会　4位とチー
ム歴代最高成績を残しました。偉大な先輩たちが
残していった成績に少しでも近づけるよう日々、
練習に取り組んでいます。サッカーができる喜
び、感謝の気持ちを胸に悔いの残らないように
目標に向かって精一杯頑張ります。
　応援、宜しくお願いします。

FC南星スポーツ少年団

編集後記 　コロナ禍の中、開催について賛否両論がありましたが、2020東京オリンピック・パラリンピックが開催
されました。大変残念ながら無観客での開催でしたが、選手の皆さんの活躍に日本中が盛り上がりました。

非常事態の中、無事開催できたことの安堵感とともに残念さも少し残りました。一年延期され、開催自体も危ぶまれた中、
準備をされたアスリート及び大会関係者の皆さん、本当にご苦労様でした、そして有難うございました。3年後のパリ大会を
今から待ち遠しく思っています。そして、高岡ゆかりの選手が一人でも多く出場してくれることを心待ちしています。
	 広報委員　関　　清嗣
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地地域域ススポポーーツツ
高岡市スポーツ少年団サッカー部会　ホープ紹介高岡市スポーツ少年団サッカー部会　ホープ紹介


