
新 春 武 道 稽 古 始 め新 春 武 道 稽 古 始 め
　令和４年１月４日㈫年始恒例行事である新春武
道稽古始めが、県営高岡武道館と東洋通信スポー
ツセンターで開催された。新型コロナウイルス感
染症の影響により、前年度と同様に柔道、剣道、
空手道の３種目のみでの開催となり、密をさける
ため、総合開会式は行わず、各種目時間や会場を
分けて行われた。小学生から高校生、指導者・役
員含め、約250名が参加し、今年の活躍を誓い、初
稽古に励んだ。

　令和４年２月６日㈰第17回の幕開けで
ある高岡市民体育大会スキー・スノーボード競技会が富山

市の極楽坂スキー場第一ゲレ
ンデで開催された。新型コロナ
ウイルス感染症感染対策を講じ
て、市内の小学生から一般の参
加者約40名が参加し、12月から
の練習の成果を発揮するため、
設定コースを確認し個々のレベ
ルに応じてレースを楽しんだ。

第17回高岡市民体育大会第17回高岡市民体育大会
スキー・スノーボード競技会スキー・スノーボード競技会
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進藤　咲月（南条小学校）
	 第36回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会
	 　女子50m平泳ぎ	 4　位
山本　隼士（南条小学校）
第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会

	 　10歳以下男子50mバタフライ	 8　位
坪田　紗良（博労小学校）
第43回全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水泳競技大会飛込競技

	 　女子9～ 11歳1m飛板飛込	 5　位

志貴野中学校　水泳部
	 第61回全国中学校水泳競技大会飛込競技
	 　学校別女子の部	 ４　位

高桑　沙希（志貴野中学校）
	 第61回全国中学校水泳競技大会飛込競技
	 　女子3m飛板飛込	 3　位
柴田　純平（五位中学校）
第43回全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水泳競技大会飛込競技	

	 　男子12～ 13歳1m飛板飛込	 2　位
坂田　力毅（志貴野中学校）
第43回全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水泳競技大会飛込競技

	 　男子12～ 13歳1m飛板飛込	 3　位

鎌田望琥人（南星中学校）
	 第61回全国中学校水泳競技大会
	 　男子100m平泳ぎ	 3　位
森　　祐太（志貴野中学校）
第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会

	 　13～ 14歳男子200mバタフライ	 6　位
稲垣　雄大（志貴野中学校）
第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会

	 　11～ 12歳男子50m自由形	 8　位
秋田　真鈴（福岡中学校）
第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会

	 　13～14歳女子4×100ｍメドレーリレー	 3　位
高橋　歩花（福岡中学校）
第43回全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水泳競技大会通信大会

	 　11～12歳女子50ｍバタフライ	 7　位
堀田みず希（南星中学校）
	 第8回全日本ＵＪボクシング王座決定戦
	 　中学女子54キロ級	 優　勝
清水　瑠七（芳野中学校）
	 第7回全国中学生フェンシング選手権大会
	 　中学男子エペ	 5　位

高岡第一高等学校　バドミントン部
	 第49回全国高等学校選抜バドミントン大会
	 　男子団体	 3　位

坂田　麗鳳（富山国際大学付属高等学校）
第89回日本高等学校選手権水泳競技大会
飛込競技

	 　男子高飛込	 2　位
利根川十仁（高岡第一高等学校）
第32回全国高等学校ボクシング選抜大会　
徳島特別大会

	 　女子ライトフライ級	 2　位
北林　蛍樺（氷見高等学校）
2021年JOCジュニアオリンピックカップ
自転車競技大会

	 　女子Ｕ17　2㎞個人パシュート	 3　位
川島　一将（高岡第一高等学校）
	 第49回全国高等学校選抜バドミントン大会
	 　個人シングルス	 3　位
大田　隼也（高岡第一高等学校）
	 第49回全国高等学校選抜バドミントン大会
	 　男子ダブルス	 優　勝
佐々木大樹（高岡第一高等学校）
	 第49回全国高等学校選抜バドミントン大会
	 　男子ダブルス	 優　勝
五十嵐　翔（高岡向陵高等学校）
	 立川立飛・元日相撲
	 　個人	 優　勝
篠田　真吾（福岡高等学校）
第13回全国カデ・エペフェンシング選手権大会

	 　男子	 優　勝

令和３年度　（公財）高岡市体育協会表彰（児童・生徒）
■小学生（個人）

■中学生（個人）

■中学生（団体）

■高校生・高専生（個人）

■高校生（団体）

おめでとう！世界一おめでとう！世界一（ホキコバペア：トナミ運輸バドミントン部）（ホキコバペア：トナミ運輸バドミントン部）
　トナミ運輸バドミントン部の保木卓朗選手、小林優吾選手が2021年12月に行われたワー
ルドツアーファイナル（12/1 ～ 5：インドネシア・バリ）と世界選手権（12/12 ～ 19：ス
ペイン・ウエルバ）の男子ダブルスで立て続けに世界一になるという快挙を成し遂げた。
　保木選手、小林選手はともに26歳で、福島県の富岡第一中、富岡高を経て2014年にトナ
ミ運輸に入社し、現在はそれぞれ主将と副主将としてチームを引っ張っている。
　コート外でも仲が良いというお二人に世界選手権後、世界一になられての心境やどのあ
たりで世界一になれると思ったのか、または今後の目標などをまとめていただいた。

保木　卓朗選手（1995年8月14日、山口県出身） 小林　優吾選手（1995年7月10日、宮城県出身）
　今回２大会連続となる世界選手権決勝の舞台でした。前
回の決勝戦ではインドネシアペアにファイナルゲームの末に
負けてしまい準優勝でした。今回こそは絶対に勝つ、優勝
するんだと小林と話し合い試合に入りました。試合で
は、迷うことなく自分たちの持ち味である攻撃ス
タイルを貫くことができました。
　日本男子ダブルス史上初の優勝をすること
ができてとても嬉しく思います。しかし、今
後日本のエースダブルスとして責任、プレッ
シャーがこれまで以上にかかってくると思
いますが、この優勝を力に変えて頑張りた
いと思います。
　今後は、８月に日本で開催される世界選
手権での２連覇を目指して頑張ります。そし
て2024パリオリンピックで
の金メダル獲得を最
大目標として頑
張ります。これか
らも応援よろしく
お願いします。

　前回の世界選手権では初めての決勝だったのでかなり緊
張しましたし、自分達のプレーを出せずに終わってしまいま
した。今回は前半からサービス周りを集中して終始優位にた

つ事ができたので、最後まで自分達のプレーができまし
た。一つ一つのイメージでずっと戦っていたので、
１回戦も決勝も同じ気持ちでのぞむことができ
ました。優勝した瞬間までずっと集中していま
した。
　いつもなら体が疲れてきたりしたらスマッ
シュを連発すると怪我などをしていました
が、今回はレシーブでも勝負ができたし、い
い意味で休みながら試合できました！
　卓朗はレシーブから前に出るスピードが以
前よりも速くなりクオリティも高いので、カ
バーしやすく助けられました。

　今年は世界ランキング１位を目指しつつ、連戦で
怪我などをしないようにコンディションにも気をつけて

いきたいと思います。
　そしてパリオリンピックに出場し、メダルがとれるように頑
張っていきますので、応援もよろしくお願いします。
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左：小林選手、右：保木選手左：小林選手、右：保木選手

左：保木選手、左：保木選手、
　　右：小林選手　　右：小林選手



　高岡市体育協会で開催している教室につきましては、高岡市体育協会ホームページや市広報「市民と市政」、
市内スポーツ施設等に配置してある「たかおかスポーツカレンダー JOY」などをご覧ください。生活にスポー
ツを取り入れて、ますます健やかに過ごしましょう！

　日本の国技といわれ、伝統文化である大相撲。その華やかな世界を
支える行司として高岡市出身の若者が活躍している。
　式守　友太郎さん（松本　海斗さん／平成13年生）は、大島部屋所
属の行司で、現在は序二段行司として力士達の取組を裁いている。「中
学校卒業までは柔道をしていた」という式守さんに、行司になられた
きっかけや今後の目標などを聞いてみた。

　行司になられたきっかけをお聞かせくだ
さい。子どもの頃は、柔道をされていたと
伺いましたが、昔から相撲も好きだったの
ですか？

　物心付く前、二歳頃には大相撲に興味
があり、母とよく行った高岡市立中央図
書館では、大相撲の本ばかりを好んで読
んでいたようです。三歳頃には、「行司が
好きだ」と意思表示するようになり、そ
の頃から母には「その思いがずっと続く
ならあなたは行司になるべきだよ！」と
言われて育ちました。
　行司になるには、まず相撲部屋に所属
後、行司会·相撲協会に推薦してもらい、
審査に通過する必要があります。晴れて
行司になった今、私の意見を常に尊重し、
後押しし続けてくれた母には感謝です。
　また、私は中学校卒業までの約十年間、
柔道を通して「心技体」を学ばせていた
だきました。たとえ競技が違っても、身
に付けた技術、体力そして精神力は今後
どのような場面においても役立つことと
思います。幼い頃から指導してくださっ
た柔道の恩師·土倉真一先生には、本当に
たくさんの事を教えていただきました。
今も尊敬し、感謝しています。

　行司はどのようなことをされているのか、ま
た、普段はどのように過ごされているのか教え
て下さい。

　行司の役割で皆様がまず思いつかれるのは、
土俵上の裁きですよね。実は、裁き以外にも行
司はいろんな役割を担っています。
　行司は、一般の会社の部署のように分担しな
がら仕事をしています。例えば、取組の勝敗の
記録に関する部署（通称「割場」）、場内のアナ
ウンスに関する部署（通称「拡声器」）、星取表
を作る部署（通称「星取り」）などがあります。
　それ以外では、力士の名前が書いてある「電
光板」や「番付表」もすべて行司が書きます。
また、本場所が始まる前日にある土俵祭りの祭
事も行司が務めます。
　実は、巡業の行程決めや移動、宿泊の手配な
どの事務作業なども行うなど、行司の仕事は多
岐にわたります。
　普段は、朝から両国国技館内の行司部屋など
で仕事をします。休日はおもに日曜日で、部屋
の力士達と一緒に買い物や食事などに出掛けた
りもします。

　今後の目標などを教えて下さい。目標とする行司や
尊敬する力士などがおられたら教えて下さい。
	

　目標とする行司や尊敬する力士についてですが、今
は行司、力士の区別なく、兄弟子から学ばせていただ
いていると思っています。
　今後は、そのような兄弟子になれるように日々精進
して参ります。

スポーツ教室のご案内スポーツ教室のご案内

行司で活躍！行司で活躍！（（式式
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平成31年3月場所で現横綱照ノ富士の取り組みを裁いた一番平成31年3月場所で現横綱照ノ富士の取り組みを裁いた一番

序二段優勝決定戦を裁いた一番序二段優勝決定戦を裁いた一番



令和４年度 高岡市民歩こう会 会員募集！

(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/

編集後記 　今号では、私が所属する市スキー連盟主管「高岡市民体育大会」スキー等競技会をはじめ、コロナ禍で
の目一杯の実施・報告事項を掲載致しました。

　コロナも飲み薬承認がなされたところで、新年度にかけて快方に向かい、当広報も充実した内容としていければと存じます。
感染に注意しながら共に進んで行きましょう！	 広報委員　横田　誠二

　最近、コロナの影響で運動する機会が減ってしまったと

いう人が増えています。ウォーキングは、気軽に取り組み

やすい運動であり、頭と身体のリフレッシュにもなります。

会員になって、ウォーキングの習慣を身につけ元気な体づ

くり・健康づくり・仲間づ

くりを一緒にしませんか？

　会員申込みは、３月22

日㈫午前９時から年会費

2,000円を添えて高岡市体

育協会（東洋通信スポーツ

センター内）までお申し込

みください。

 会員特典
①会員証の発行【参加の際、

会員証を提示してください。参加回数により完歩賞（皆

勤賞）・努力賞（１～３回欠席）が授与されます。】

②年間コース表の送付【令和４年度は14コース計画】

③各コースの参加料無料【バスハイクは除く】

監督　熊木　英夫
三角　　修

　南条バレーボールクラブは、高岡・射水市に在住する１年生から
６年生までの児童で構成され、団員数17名（男子：10名、女子７名）
で活動しています。南条小学校体育館を中心に、火・金・土曜日（男
子は木曜日も）の３～４回/週　練習を行っています。今年度、男
子は第38回富山県ボレーボール小学生大会３位、女子は高岡市ス
ポーツ少年団ソフトバレーボール大会４年生以下の部次勝という
成績を残しました。部員数が少ない中でも、みんなで声を出して、

元気に練習をして
います。
　新型コロナウイルスの感染拡大の影響で大会が中止に
なったり、活動休止が余儀なくされたり、辛い思いをす
ることが多くありました。バレーができる喜びや感謝を
忘れずに、これからもチームが一丸となって精一杯頑張
ります。
　体験・見学も含め、新規団員を随時募集しています！
応援、よろしくお願いします。

南条バレーボールクラブ
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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バレーボール部会高岡市スポーツ少年団バレーボール部会


