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　平成26年南砺市体育協会は10周年を迎えました。記念事業に何を行うか昨年から議論され、城端綱引
クラブが毎年上位を獲得している綱引大会を行えばどうか、競技の綱引を見てみたい！それから１年。
　平成26年 9 月28日（日）福野体育館にて東日本綱引選手権大会が開催されました。選手権の部では男子
22チーム、女子 8チーム。一般の部21チーム、小学生の部 3チーム、幼児の部 3チーが参加。東日本大
会なので秋田、岩手、福島からの参加もありました。
　「Pick Up the Rope」の合図で選手は縄をもち、「Take the Strain」綱引体勢。「Steady」→「Pull」にて
試合開始。その時の縄の張りつめた独特の音。ものすごい緊張感があふれてきます。ひとつの駆け引き
のような感じがします。一瞬の隙を狙い勝負に挑むような一本勝負！すさまじい！
　東日本綱引選手権大会男子の部では城端綱引クラブが優勝！また、なんと杯でも南砺市議会チームが
優勝！南砺市での記念大会に華を添えてくださいました。
　大成功に終わった今大会。みなさんも綱引をやってみたいと思われませんか？城端綱引クラブでは部
員を募集しています。いつでも見学OKですよ。

優　勝 城端綱引クラブ 富　山
準優勝 佐川急便東京 東　京
３　位 府中樹徳殿ＴＣ 東　京
４　位 田代ふるさと 秋　田

競技男子の部（600㎏）

優　勝 三輪女子綱引クラブ 秋　田
準優勝 彩京レディース 東　京
３　位 ファンキーガールズ 福　井
４　位 美笑会 石　川

競技女子の部（500㎏）

優　勝 志賀ジュニアT．C 石　川
準優勝 とようけＴＣ 群　馬

一般の部（東日本綱引選手権大会）

優　勝 南砺市議会チーム 富　山
準優勝 チーム立山くん 富　山
３　位 マツケンクラブ 富　山
３　位 亜舞参 富　山
３　位 LOSSEV A 富　山
３　位 鉄鋼パワーズ 富　山

一般の部（なんと杯）

優　勝 ひまわりファイターズ 富　山
準優勝 パワフルひまわりキッズ 富　山
３　位 井波にじいろ保育園 富　山

幼児の部

優　勝 F・ファイターズ 富　山
準優勝 福光野球スポーツ少年団 富　山
３　位 城端ペガサス 富　山

小学生の部

大 会 成 績スポーツ講演会

ママ バレー
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相撲…先日始まった大相撲の九州場所。初日に「満員御礼」となったのは１７年ぶりだそうです。大関・日馬富士と対戦した関脇・
逸ノ城をはじめ、石川県出身の遠藤関など若い力で盛り上がりをみせている大相撲。南砺市からもいつか活躍する力士が誕生する
ことを期待したいですね！

　県庁前から高岡読売新聞社前を往復する18区
間、42.5㌔の伝統コースで開催される県駅伝競走
大会。南砺市合併10周年。今年は昨年より一つで
も順位を上げようと監督、選手は力をあわせて大
会に臨みました。しかし、思うようなタイムが出ず、
９位。大会後、悔し涙を出しながら来年は絶対リベ
ンジしたい！という強い心を持ってくれた選手もい
ました。アンカーも中学１年生女子が走り、ド緊張

－Team  NANTO  6位入賞－－Team  NANTO  6位入賞－

　今年３年目を迎えた小学生駅伝競走大会。富
山県庁前をスタート・ゴール、12郡市による小学
生５・６年生男女混合チーム10名が県庁周辺900
ｍを男女交互に周回する駅伝です。少雨の中での
スタート！滑り転んだ選手やコーナーを曲がると
きにも滑りそうになり、悪戦苦闘。小学生の友好
レースも同日に開催され各々記録更新をめざし、
力走していました。今年は５年生の選手が多く、
来年もぜひ参加してほしいですね。

高瀬　裕行 高瀬農産
山﨑　崇史 山﨑木工㈱
柴　　直人 高岡商業高校
高田　隼斗 高岡向陵高校
鈴木　大騎 南砺福野高校
髙宮　佳暉 南砺福光高校
堂口　　琉 富山高校
松本　竜河 城端中学校
早川　涼介 城端中学校
長尾　大輝 城端中学校
山田　浩輔 福光中学校
高田　道希 平中学校

 部　門 選手氏名 学校名・所属

一　般

高　校

中  学

堀　　由季 砺波東部小学校
和田　素子 城端さくら保育園
林　明日香 南砺平高校
金谷　志歩 高岡商業高校
佐々木みのり 南砺福野高校
髙本咲由里 南砺福野高校
稲塚　未知 城端中学校
境　　舞香 城端中学校
柄崎　真優 福光中学校
舘田英里香 吉江中学校
金光こころ 利賀中学校

 部　門 選手氏名 学校名・所属

一　般

高　校

中  学

【男子選手】 【女子選手】

第32
回 －さあ走ろうタスキで結ぶまちと村－－さあ走ろうタスキで結ぶまちと村－－さあ走ろうタスキで結ぶまちと村－

富山県小学生駅伝競走大会富山県小学生駅伝競走大会富山県小学生駅伝競走大会富山県小学生駅伝競走大会富山県小学生駅伝競走大会

の中、ゴールまで必死に走って
くれました。駅伝は陸上の中で
の団体戦。タスキ１本を18人で
走る。来年に向けて日々頑張っ
ていきましょう。
　がんばってくれた選手の皆さ
ん、本当にありがとうございま
した。

五嶋　諒士 福野小学校
岡本虎太郎 福野小学校
石井　　要 上平小学校
中谷　大輝 上平小学校
井口　長洋 福光東部小学校
杉本　裕貴 福光東部小学校
藤本　優生 福光中部小学校

 氏　　名 小学校名
朝山　祐佳 福野小学校
梅澤明日海 福野小学校
城宝陽菜子 福野小学校
稲塚　麻衣 城端小学校
大塚　明実 福光中部小学校
湯浅　彩夢 福光中部小学校
岡田　夕空 福光南部小学校

 氏　　名 小学校名

【男子選手】 【女子選手】
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山岳…今年の紅葉が見られるのもあとわずかになりました。紅葉を感じながらの登山はとても気持ちがいいと思います。最近では
御嶽山の悲しい事故もありましたが、これからも自然と共存し、安全に山に登って、季節の移ろいを身近に感じられればいいなと思
います。

第26回 たいらクロスカントリー大会

第６回南砺市駅伝競走大会

　8月24日（日）たいらクロスカントリーコースにおいて
「第26回たいらクロスカントリー大会」が、今年も県内外
から625名の選手が参加し、開催されました。
　早朝降りだした雨も、開会式が始まるころには止み、平
中学校 3年の石井こはるさんが力強く選手宣誓を行いまし
た。小学 4 年生以下男女 2 kmのスタートから、4 km、
5 km、10kmの男女年代別に設けられた14部門で、アップ
ダウンの激しいコースに一斉に挑んでいきました。朝方
降った雨で、コースはぬかるみ、大変厳しい状況の中、選
手の皆さんは泥だらけでゴールされていました。
　レース後は、お楽しみ抽選会や、平地域の皆さんによる、五箇山の特産品をはじめ、そばやフライド
ポテト、かき氷などのおもてなしに、選手の皆さんも大満足のようでした。
　これからも来て頂いた選手の皆さんの安全で安心できる大会となるよう、そして、また参加したい、
南砺に来たいと思って頂けるような大会運営を心がけたいと思います。

　１１月２日（日）、井波社会体育館、井波中学校グラウンドに
て今年も「スポレクデーinなんと」が開催されました。オープニ
ングでは、可愛い子どもたちによる新体操とリズムダンスが披
露され、華々しい一日の始まりを彩ってくれました。９時30分
からは井波よいとこ！ウォークラリーがスタートし、参加者は
各チェックポイントでクイズに答えながら井波の街中を元気に
楽しく歩きました。
　体育館やグラウンドでは、スポーツ体験ラリーが行われまし
た。9 種類のスポーツを全て体験することで、景品が当たり、
更にお楽しみ抽選会に参加できるということで、子ども達を中
心に、家族全員で様々なスポーツ
を楽しんでおられる様子でした。
　スポレクデーを通じて、気軽に
スポーツを楽しんで頂き、たくさ
んの方が生涯に渡ってスポーツに
親しむことができるような環境を
作っていきたいと思っています。

年の合併から本年
で10周年を迎えることとなりました。南砺市
体育協会はスポーツの普及、振興を通して市
民の健康増進、体力向上及び体育文化の伸展
に貢献されたと表彰を受けました。

　透き通るような青空のもと、10月26日（日）、城端中学校グラ
ウンドをメイン会場として第６回南砺市駅伝競走大会を開催し
ました。小学生から高校一般までの男女６部門、計52チームの
参加がありました。開会式では武田和一大会長が開会の挨拶を
し、才川市議会議長、武田県議の激励のことばをいただきまし
た。９時30分、号砲により小学生の部がスタート、息つまるデッ
トヒートが繰りひろげられていました。小学生友好記録会も行
われました。10時30分には中学、高校一般の部がスタートしま
した。アップダウンのある厳しいコースでしたが、沿道からの市
民のあたたかい声援が力になり、もてる力を出し切ってアン
カーまで襷をつなぎました。区間新記録が出ました。南砺市内
の小中学校からの参加がもっとあればいいなと思います。

小学生男子の部 １位　AC.TOYAMA Jr
  ２位　T.Ｓジュニア
  ３位　城端ＡＸＣファイト
小学生女子の部 １位　AC.TOYAMA Jr
  ２位　ふくの陸上レッツ
  ３位　福光ジュニアＡ

中学男子の部 １位　城中陸上スキー部誠心誠意
  ２位　城中陸上スキー部不撓不屈
  ３位　福光中陸上部Ａ
中学女子の部 １位　城中陸上スキー部不撓不屈
  ２位　城中陸上スキー部誠心誠意
  ３位　ソフトテニス部Ａ

高校一般男子の部 １位　南砺平高校スキー部Ａ
  ２位　城端陸上競技クラブ
  ３位　南砺平高校スキー部Ｘ
高校一般女子の部 １位　南砺平高校スキー部
  ２位　Dream Team+

－さあ走ろうタスキで結ぶまちと村－

富山県小学生駅伝競走大会富山県小学生駅伝競走大会
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　オリンピック種目にもなってい
るクレー射撃ですが、日本国内の
射撃人口は年々低下し、特に若い
人が少なくなっているのが現状で
す。しかし年齢に関係なくキツイ
筋トレーニングなどは必要ない中
高年から始めても、生涯にわたっ
て楽しめる数少ないスポーツの一
つです。東京オリンピックまで、
まだ時間はたっぷりとありますか
ら、今からクレー射撃を始めて選
手を目指しませんか？女性の方も
大歓迎しています！　　  （Ｓ・Ｔ）

　今回 10 周年事業として行われた東日本
綱引選手権大会。南砺市では初めての開
催ということで、準備もゼロからのスタ
ートでした。綱引協会のみなさんや色ん
な方にアドバイスを頂き、大会当日は、
競技役員としてたくさんの方にご協力頂
いたおかげで競技がスムーズに進み、大
盛況で終わりを迎えることができました。
今回の大会を通じて、たくさんの方々に
支えられているからこそひとつの大会が
成り立つのだなと改めて感じました。こ
の大会に関わって頂いた皆さんに感謝の
気持ちでいっぱいになりました。ありが
とうございました。　　　　　　（M・H）

　9月の御嶽噴火災害では行方不明者の把
握が難しい事が問題になり、対策の一つ
として登山届の重要性がクローズアップ
された。この届は登山をする人以外は縁
のないものですが、この場を借りて少しお
話したいと思います。
　登山届の内容は、メンバー、登山コース、
予定行動時間、装備等を記載したもので、
通常は登山口辺りにある所定の場所へ届
け留守宅にも置きます。所轄の警察等に
届ける事もあります。これを作成して参加
者で確認することにより登山の楽しみも増
し安全な行動への意識も一層高まります。
　登山をする人のみでなく、ハイキング、
山菜採りなどの場合でも簡略な形式（メ
モ書き）でも良いので作りたいものです。
近くにそのような人がいらっしゃる時には
是非おすすめして下さい。  　　　（K・T）

　8月3日（日）福光体育館において、南砺
市・金沢市スポーツ少年団交流会として
バスケットボール交流を行いました。
　南砺市から福光バスケットボール少年
団、井波バスケットボール少年団が参加
し、金沢市から弥生バスケットボール少年
団が参加し、男子・女子分かれて各チー
ム２試合の交流試合を行いました。
　交流試合の他に、試合前に各チームで
工夫して作成した色紙の交換を行い、昼
休みにはフリースロー大会を行い交流し
ました。
　試合では白熱した、その他の交流では
リラックスした雰囲気で、それぞれの団
員との交流を楽しみました。
　今年度は南砺市で開催しましたが、来
年度は金沢市で開催します。

　台風の影響を
もろに受けた今
回の交流会。半端
ない雨が降り続く。香川県では夏になると
水がないと有名な県であるはずが、多度津
町にいる間ずっと大雨警報がでる惨事と
なりました。競技別交流会も雨のなか開催
され、サッカーのボールを蹴っても水たま
りにボールがはまり前に進まない。二度と
ない経験でした。金毘羅にも登りましたが
合羽を着ていても全身ずぶ
濡れ。きっとご利益はあった
はずです。

8月3日（日）福光体育館において

多度津

常陸宮賜杯第65回中部日本スキー大会

南砺市たいらスキー場

南砺市たいらクロスカントリー場

会　場

25日（日）第１日目
15:00　開会式

27日（火）第３日目
14:30　閉会式

平成26年度

皆川 賢太郎氏
未来を掴む力

井波総合文化センター

平成26年
午後2時から午後3時30分（開場：午後1時30分）

南砺市山見1400　☎0763－82－5885

12月7日（日）

平成27年1月25日（日）～1月27日（火）
講 師

演 題

日 時

会 場

みな　がわ　　けん　　た　  ろう

元アルペンスキー日本代表、プロスキーヤー

南砺 市民大学講演会

 交流

入場
無料

申込
不要

スポーツ講演会
スポーツ講演会

（アルペン）

（クロスカントリー）

ママママ バレーバレーさん
　11月16日（日）福野体育館で開催さ
れたはつらつママさんバレー inなん
と。バレーボール教室やフレンドリー・

マッチが行われました。オリンピックや全日本で活躍された選手の方に直
接指導をしてもらったり、試合ができたりと、参加された皆さんは大興奮で
した。中でも、津沢クラブとのフレンドリ
ー・マッチは大接戦となり、同点に次ぐ
同点で、最後までどうなるかわからない
試合展開となりました。また、平高校郷
土芸能部による民謡披露や田中市長に
よる始球式、ドリーム抽選会などで、会
場全体も大いに盛り上がっていました。


