
高岡市スポーツ少年団大会高岡市スポーツ少年団大会

　ジュニアタスキリレーを11月23日（水・祝）に高岡西部総合公園内で
開催しました。
　市内の小学3年生から小学６年生の120名が参加し、男子22チーム、
女子８チームでタスキリレーを行いました。
　あいにくの天気ではありましたが、参加者は１区間約900ｍを仲間や
保護者からの声援を受け、チームのタスキを繋げて精一杯走りました。
　後日、参加チームには完走証、上位入賞チームには賞状が贈られました。

　高岡市スポーツ少年団大会を11月23日（水・祝）
竹平記念体育館で開催しました。
　小学6年生を中心に総勢46団・236名の参加と
なりました。今年度開催された大会において活躍
された８単位団の優勝旗披露が行われました。指
導者表彰では６名の方、団員の努力賞表彰では
リーダー 44名を含め211名の小学６年生団員が
受賞されました。最後に代表団員５名が元気よく、
誓いの言葉を述べました。

◆大会結果

男子
１位 高岡西部球団A
２位 定塚フットボールクラブ
３位 牧野キッズ

女子
１位 南条ジュニアバドミントンクラブ
２位 古城ジュニアバドミントンクラブ
３位 国吉ジュニアバドミントンA
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　高岡市体育協会研修会と表彰式を12月３日㈯ホテルニューオータニ高岡で開催しま
した。
　研修会では、黒部市出身の大浦法律事務所 弁護士 大浦清和氏に「現在の法が求める

正しいスポーツ
指 導 」 と 題 し、
ご講演いただき
ました。大浦氏は県内のスポーツ関係と
しては富山県バレーボール協会の仕事を
されています。スポーツの団体運営や指
導について、現在日本で起きている事例
を挙げながらご講演いただき、有意義な
研修会となりました。

進藤　咲月（南条小学校）
 第37回とびうお杯全国少年少女水泳競技大会
 　女子50m平泳ぎ 優　勝
舛田　舞羽（古府小学校）

第23回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン
大会

 　シングルス　3・4年生女子の部 3　位
井畠　聖奈（能町小学校）
 第25回全日本小学生女子相撲大会
 　5年生45kg以上級 5　位
堀田　尚聖（博労小学校）
 第9回全日本UJボクシング王座決定戦
 　小学生男子40kg級 2　位
角谷　芽咲（野村小学校）
 第39回全国少年少女レスリング選手権大会
 　女子4年　44kg級 2　位
津田　心花（野村小学校）

全日本空手道連盟剛柔会　第48回全国空手道
選手権大会

 　小学生女子5年組手 3　位
寺井　拓真（二塚小学校）
 第37回日本ペタンク選手権大会　
 　ジュニアの部 3　位
津本征武嶺（二塚小学校）
 第37回日本ペタンク選手権大会　
 　ジュニアの部 3　位

森　　祐太（志貴野中学校）
 第62回全国中学校水泳競技大会
 　男子200mバタフライ 5　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
春季水泳競技大会 

 　女子13 ～ 14歳4×100ｍメドレーリレー
  優　勝
坂田　力毅（志貴野中学校）
 第62回全国中学校水泳競技大会
 　男子高飛込 4　位

大橋　愛莉（高岡西部中学校）
第53回JOCジュニアオリンピックカップU16
陸上競技大会

 　U16女子円盤投げ 7　位
奥　　真優（伏木中学校）
 第30回全国小学生バドミントン選手権大会
 　男子都道府県対抗 優　勝
舛田　遼羽（伏木中学校）
 第30回全国小学生バドミントン選手権大会
 　男子都道府県対抗 優　勝
堀田　みず希（南星中学校）
 第19回全日本中学生女子相撲大会
 　軽量級60kg未満 5　位
 第9回全日本UJボクシング王座決定戦
 　中学女子57kg級 優　勝
利根川世道（芳野中学校）
 第1回全日本UJフレッシュボクシング大会
 　男子中学生の部51kg級 2　位
清水　瑠七（芳野中学校）
 第8回全国中学生フェンシング選手権大会
 　中学男子エペ 2　位

高岡第一高等学校　バドミントン部
第73回全国高等学校総合体育大会バドミントン
競技大会

 　学校対抗戦 2　位
高岡向陵高等学校　女子ハンドボール部

第45回全国高等学校選抜大会ハンドボール
競技

 　女子 3　位

鎌田望琥人（高岡商業高等学校）
第44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

 　男子15 ～ 16歳100m平泳ぎ 優　勝
高桑　沙希（高岡南高等学校）

第45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

 　女子14 ～ 15歳3m飛板飛込 2　位

藤本　涼平（石川工業高等専門学校）
 第27回全国高等専門学校水泳競技大会
 　男子200mバタフライ 優　勝
大田　隼也（高岡第一高等学校）

第73回全国高等学校総合体育大会バドミントン
競技大会

 　男子ダブルス 優　勝
佐々木大樹（高岡第一高等学校）

第73回全国高等学校総合体育大会バドミントン
競技大会

 　男子ダブルス 優　勝
松久　知弘（高岡第一高等学校）
 第77回国民体育大会バドミントン競技
 　少年男子 3　位
野村　光河（高岡第一高等学校）
 第77回国民体育大会バドミントン競技
 　少年男子 3　位
最上　想生（高岡向陵高等学校）

令和4年度全国高等学校体育大会相撲競技
大会

 　個人体重別戦100kg級 3　位
山岸　　力（高岡向陵高等学校）
 第77回国民体育大会相撲競技
 　少年団体 2　位
五十嵐　翔（高岡向陵高等学校）
 第77回国民体育大会相撲競技
 　少年団体 2　位
岩本　修和（高岡向陵高等学校）
 第77回国民体育大会相撲競技
 　少年団体 2　位
平河ジェイキ（高岡向陵高等学校）
 第77回国民体育大会相撲競技
 　少年団体 2　位
利根川十仁（高岡第一高等学校）
 第33回全国高等学校ボクシング選抜大会
 　女子ライトフライ級 優　勝
稲岡　心空（高岡向陵高等学校）
 2022年度JOCジュニアオリンピックカップ
 　U17男子グレコローマンスタイル55kg級
  2　位

令和４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）

■高校生・高専生（個人）

■高校生（団体）

高岡市体育協会研修会高岡市体育協会研修会
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　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。
　令和５年度からは竹平記念体育館で行われる「スローエアロビック」
と「ストレッチ＆お腹引き締め」、東洋通信スポーツセンターで行わ
れる「ジュニア陸上」の３教室が新たに加わります。
　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！

「土曜っ子スポーツチャレンジ」に参加しよう！「土曜っ子スポーツチャレンジ」に参加しよう！
（対象：小学１～３年生）（対象：小学１～３年生）

　土曜っ子は、土曜の午前中に様々なス
ポーツを楽しくやってみようという事業
です。自分に合ったスポーツを探したい
子や何か運動をしてみたい子、他の学校
の友達を作りたい子に最適です。詳しく
は、以下のとおりです。
　ぜひ、土曜っ子に参加して、思いきり
身体を動かしてみましょう！

スポーツ教室のお知らせスポーツ教室のお知らせ

春期「ランニングやボールを使った運動」
主な内容 走・跳・投の運動、サッカー、ラグビーなど

期日（回数）５月27日～７月15日（６回）
時　間 ９時～ 10時30分
会　場 城光寺陸上競技場
定　員 100名
参加料 3,000円

※申し込み方法など詳細については、学校を通して配布す
るチラシをご覧ください。

※秋には、バレーボール、フレッシュテニス、卓球、柔道
などをする秋期コースを開催します。

　令和５年２月５日㈰、第18回高岡市民体育大会の幕開けで
ある標記大会を富山市の極楽坂スキー場で開催しました。
　今シーズンは降雪量が少なく開催できるか不安も
ありましたが、無事開催することができました。
　大会前日にも降雪があり、大会当日は晴天で
最高のコンディションでの大会となりました。
　新設された70歳以上の部から小学生までの
参加者計34名が各々のレベルに応じてレースを
楽しみました。

第18回高岡市民体育大会　スキー・スノーボード競技会第18回高岡市民体育大会　スキー・スノーボード競技会
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令和５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 　今年度も数多くの児童・生徒が、コロナ禍においても日頃の厳しい練習の成果を発揮し、全国大会で輝
かしい結果を出していただいたことに、心から敬意を表します。

　また、指導者の方々や競技関係団体の方々にも感謝を申し上げます。
　５月には新型コロナが2類から5類に移行される予定でありますので、当協会としても、感染予防に注意しながら、従来以
上の活動ができるように、準備を整えてまいりますので、皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。 広報委員　長濱　　敏

監督　長田　正臣

　古城ジュニアバドミントンクラブは、高岡市に在住
する様々な小学校の児童、中学校の生徒で構成されて
います。団設立から、今年度で４年目になります。団
員数42名（男子18名、女子24名）が横田小学校体育
館では火・木曜（どちらか選択）の19:30 ～ 21:00、
志貴野中学校体育館では土・日曜の18:00 ～ 21:00で
週３回の練習を行っています。
　高岡市スポーツ少年団本部長旗争奪バドミントン大
会では、男女とも２年連続団体優勝することができま
した。また今年度の第27回富山県小学生バドミント
ン選手権大会で、５年生女子ダブルスの１ペアが個人
３位に入賞し、第28回北信越小学生バドミントン選手

権大会に出場してきまし
た。
　保護者の方々のご理解
に支えられる中、チーム
のスローガンである「必笑」で少ない時間でも元気に集中して練習しています。

古城ジュニアバドミントンスポーツ少年団

　高岡市民歩こう会は、４月から11月までの第１・第３日
曜日に、県内を中心にウォーキングをしています。

　今年度は、小矢部市
や婦中町、魚津市や入
善町など14コースを歩
く予定です。年に１回
のバスハイクは、６月
に「能登　巌門コース」
を計画中です。
　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・仲間づくりを
一緒に楽しみませんか？

 会員特典
◦各コースの参加料無料【バスハイクは除く】
◦会員証の発行【参加のたびに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。】

◦年間コース表の送付【各コースの行き先や集合場所・時
間がわかります】

◦バスハイクの参加料割引あり
 会員申込方法
◦３月23日（木）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。
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