
富山県小学生駅伝競走大会

岡本　獅央 福野小学校
山田　柊翔 福野小学校
加藤　颯真 井波小学校
古瀬　健太 井波小学校
水口　皓仁 上平小学校
岩城幸太郎 福光中部小学校
吉﨑　克紀 福光中部小学校

 氏　　名 小学校名

【男子選手】

井口　侑香 福光東部小学校
谷山須弥子 福光東部小学校
五嶋　理子 福野小学校
吉光　明理 福野小学校
井上　莉来 井波小学校
三島　柚乃 城端小学校
宮﨑　美樹 上平小学校

 氏　　名 小学校名

【女子選手】

　11月13日（日）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。例年にない素晴らしい秋空のもと、大会が開催さ
れました。昨年より順位を上げようと監督、選手共に力
をあわせて大会に臨みました。タスキ 1本を18人で走り
ます。それぞれの区間でデッドヒートが繰り広げられ、
沿道で声援している人も、ラジオを聞きながら応援して
いる人も手に汗をかくほど白熱したレースとなりました。
　 7位という結果にはなりましたが、昨年よりは 1分30
秒も早くゴールを
することができま
した。がんばって
くれた選手の皆さ
ん、応援してくだ
さった皆さん、本
当にありがとうご
ざいました。

　富山県駅伝競走大会と同日開催される小学生駅伝競走
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900ｍを男

女交互に周回する駅伝です。
　沿道にはたくさんの応援者が集まり大変盛り上がりました。記

録更新をめざし、力走
していました。
　今年は11位でした
が、とても頑張りまし
た。来年は上位入賞で
きるよう、みんなで頑
張りましょう。

　体協だより第35号に掲載しました「南砺市体育協会表彰」に
おいて、受賞者の記載漏れ及び誤記載がありました。ご本人様、
ご家族様及び関係者の皆様に不快な思いをさせてしまいました
こと大変申し訳なく思っております。深くお詫び申し上げます。

11月13日（日）県庁前から高岡読売新聞社前を往復す

富山県駅伝競走大会第34回

― さあ走ろうタスキで結ぶまちと村 ―

高瀬　裕行 自営業
山﨑　崇史 山﨑木工㈱
松原　　賢 ㈱松井製材所
早川　涼介 高岡高校
松本　竜河 砺波高校
中嶋　諒和 高岡商業高校
長尾　大輝 高岡向陵高校
早川　悠也 城端中学校
石﨑　陽来 城端中学校
山﨑　奏空 城端中学校
荒木　鷹人 城端中学校
中島　智耶 福野中学校

選手氏名 学校名・所属
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【男子選手】

堀　　由季 砺波東部小学校教諭
和田　素子 城端さくら保育園
稲塚　未知 南砺福光高校
小西　未菜 南砺福光高校
酒井　柚香 南砺福光高校
石井　祥子 南砺福野高校
金田　彩希 南砺福野高校
稲塚　麻衣 城端中学校
中島　朱梨 城端中学校
大塚　明実 福光中学校
酒田　真衣 福光中学校
舘田英里香 吉江中学校
百島　夢叶 福野中学校

選手氏名 学校名・所属
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【女子選手】
部門 部門

－TEAM  NANTO－

功労表彰
　中嶋與四雄 さん

1

第35号
平成28年11月25日

川田　亮祐 さん国体、高校総体の入賞者、
県民体育大会の優勝者

一般表彰
＊記載が抜けておりました ＊表彰受賞者では

　ありませんでした



2 エアボール…パラシュートを持った２組ずつがネットをはさんで、直径60㎝のエアボールを投げ合います。ボールを受けるのも投げ
るのもパラシュートで行い、先に床に落としたほうが負けとなります。

　10月 1 日（土）富山県総合運動公園において、平
成28年度富山県中学校駅伝競走大会（男子33回・女
子25回）が開催されました。この大会は、県下全82
校が出場する、中学校では最大規模の大会です。県
内の全中学校が参加する大会は全国的にもとても珍
しい大会です。
　過去には、井端政等さん（吉江中出・愛三工業監
督）や西村哲生さん（福光中出・ＹＫＫコーチ）須
河宏紀選手（利賀中出・ＤｅＮＡ）、永井秀篤選手
（城端中出・ＤｅＮＡ）など箱根駅伝でも活躍した
選手も、この駅伝を足がかりに、後に全国大会やア
ジア大会・国際大会等で活躍しています。
　市内の各中学校では、この大会への出場を目指し

て夏休み前から厳しい練習に取り組んでいます。中学生のこの大会での活躍が、富山県駅伝競走大会での成
績を左右すると言っても過言ではないくらい重要な大会にもなっています。今年度は、男子では城端中学校
が 4位、福野中学校が 7位に、女子では福光中学校が 6位に入賞しています。
　中学生期は最も全身持久力が向上する時期だと言われています。陸上競技の長距離走だけでなく、あらゆ
るスポーツの基礎となる走力をこの時期にしっかりと身に付け、永くスポーツに親しむ子供たちが育まれれ
ばと願っています。南砺市の中学生の頑張りに、市民の皆さんも温かいご声援をよろしくお願いします。

平成２8年度

第28回たいらクロスカントリー大会開催

緑いっぱいの芝生グラウンドで選手が力走！！緑いいっっぱいいのの芝芝生生ググララウンンドでで選手がが力力走走！！！
　 8月27日の大会には、600名を超える選手の参加の下、
盛大に開催することが出来ました。 6月には多くの方に
協力いただき芝の苗をいっぱいに植えていただいたお陰
で、大会には緑一面の素晴らしいグラウンドに仕上がり
ました。
　今年の大会も、臨時駐車場をたいらスキー場に設け、
昨年の反省点を生かすべく車両の早めの誘導、シャトル
バスの運用等に重点を置いた結果、大きなトラブル等も
なく、大会もスムーズに運営出来たかと思います。
　大会開催にあたり、大会役員、競技役員の皆様並びに
地域各種団体等の皆様には厚く御礼申し上げます。
　ますます充実した大会になるよう役員一同努力して行
きたいと思います。

富山県中学校駅伝競走大会



3キンボール…１チーム４人×３チームで、直径122cmのボールを使って競います。ボールをヒットするとき必ず「オムニキン」と言い、続い
てレシーブするチームを指定します。ヒットまたはレシーブに失敗すると、他の２チームに点が入ります。

五箇山バレーボールスポーツ少年団
南砺市なぎなた連盟

　11月12・13日 福井県あわら市にて開催。
　12日の3チームでのリーグ戦は一勝一敗で
リーグ2位。次の日のトーナメントは一試合目、

石川県七尾ドルフィンズに2－0で勝ち、
二試合目の準決勝には福井県の国高に
0－2で惜しくも負け、結果は第3位と
いうことで大会を終えて来ました。
　又、来年もがんばれ！！

　南砺市なぎなた連盟は「南砺市福野体育館」をホー
ムとして小・中・高校生をメインに成年も加わり、お稽
古をしています。
　スポーツ少年団の児童や中学生が、元気に取り組む
一生懸命さ、高校生や成年の演技から発せられるピン
と張りつめた空気や、試合稽古で繰り広げられる多彩
な技に触れることができ、お互いが刺激を受けて高め
合っています。
　成年会員は働きながら、子育てをしながら取り組んで
おり、指導者不足とお稽古に集まりにくいという悩みを
抱えています。強化練習会や合同練習を行うことで、お
互いの技の向上に励む工夫をしながら取り組んでいます。
　昨年度から、年２回トレーナーを呼んで、なぎなたの
動きの特性に応じた準備体操、必要とされる筋力アップ
や、怪我をしない体作りなどを学んでいます。
　県なぎなた連盟の会員の多くが南砺市なぎなた連盟
を構成しています。昨年度は県なぎなた連盟の創立50
周年の記念大会として東日本なぎなた選手権大会を福
野体育館で行いました。大会を運営しながら、歴史を
受け継いでいくことは大変ですが、意義のあることと感

じました。これからも
積み重ねて行けるよ
う、連盟会員一丸と
なって取り組んで行き
たいと思います。

【城端綱引クラブ】
東日本綱引選手権大会
　 9月25日（日）に群馬県総合スポーツセンターALSOK
ぐんまサブアリーナに於いて開催された大会にて、連覇
を果たしました。
苦しい戦いの末、
全日本大会への出
場権も獲得しまし
た。今後の活躍を
期待したいもので
す。

４連覇達成！

第35回北信越ブロックスポーツ少年団競技別交流大会バレーボール競技
五箇山バレーボールスポーツ少年団出場

平地域体育協会
　平地域体育協会は、平地域内の各種スポーツ団体を主にして組織
されており、スポーツの普及や振興、地域住民の体力の向上とスポー

ツ精神の高揚を図り、明朗活発な体
育文化の進展に寄与することを目的
としています。
　年間を通じ、各種スポーツ団体と
協力しながら球技大会や体育大会、
スキー大会等の開催・運営を行うこ
とにより、地域住民同士の交流や健
康増進等に努めております。

優勝おめでとうございます

第8回

　 5月14、15両日、奈良県立
橿原公苑　明日香庭球場にて
ソフトテニス全日本シングル
ス選手権女子の
部で徳川愛実さ
んが初優勝され
ました。

　第 8回南砺市駅伝競争大会が10月 9日、城端中学校を中継所とする
コースで開かれました。昨夜の大雨のためグランドは使用不可能とな
り、中継所を城端中学玄関前に変更し競技を開始しました。早朝から
の小雨もやみ、小学生、中学生、高校一般の男女それぞれの部門に43チー
ム参加し、5人がたすきをつないで健脚を競いました。コースではデッ

トヒートが繰り返され、沿道の応援も熱が入り、大会は大いに盛り上がりました。

　各部門の優勝チームは次の通り。
小学生の部　男子　城端AXC少年団A　　　女子　福光ジュニアAC
中学生の部　男子　城端中陸上部疾風迅雷　女子　吉中陸上部友愛
高校一般の部　男子　城端陸上協会　　　　　女子　ドリーム☆チーム



S　券 １階自由席 前売り　3,000円　　当日　3,500円
A　券 ２階自由席 前売り　2,000円　　当日　2,500円
中・高生券 ２階自由席 前売り　1,500円　　当日　2,000円
小学生券 ２階自由席 前売り　1,000円　　当日　1,500円
ファミリー券 ２階自由席 前売り　2,500円　　当日　3,000円

　待ちに待った日本バレーボール最高峰の試合が南砺市で観戦出来る日が
間近となりました。
　１２月３日（土）、４日（日）南砺市福野体育館。
　２０１６／１７　Ｖ・プレミアリーグ男子南砺大会の開催です。
　昨年のＶ・プレミアリーグ。全日本バレーボール選手権優勝のチャンピ
オンチーム、豊田合成トレフェルサのホームタウンゲームとなります。
　昨年のリーグ得点王、サーブ賞、ベスト6賞に輝いたイゴール選手。同じ
くベスト6賞受賞選手にはセッターの内山選手。全日本デビューを果たした
傳田選手。常に全力プレーの高松選手と４名も選ばれております。
　キャプテンでリベロの古賀選手はサーブレシーブ賞、ベストリベロ賞を受
賞。さらに永きに渡り高いレベルをキープし、リーグに出場し続けなけれ
ば与えられない栄誉賞を受賞しております。
　レベルの高い選手のプレーはもちろん、チームを1つにまとめ上げるアン
ディッシュ・クリスティアンソン監督の戦術と駆け引き。見どころ満載の試
合が繰り広げられると確信しております。
　１１月６日現在、豊田合成は２勝１敗。勝ち点６の３位となっており、１
位との差は２Pで射程距離内に有ります。

　南砺大会までには成績を上げて来市しているとは思いますが、中盤、後
半に向けて勢いを付けたい大事な２試合となります。応援お願い致します。
　尚、JTサンダ―ズには石川県金沢市出身の越川優選手も在籍。越川選
手にも熱い声援をお願い致します。
　チケットは福野体育館をはじめとする南砺市内の主な体育館、チケット
ぴあ、バレーボール協会にて絶賛発売中です。当日券はそれぞれ５００円
高となりますので、前売りが断然お得。お買い求めはお早めに。

観戦、応援宜しくお願い致します。

　アメリカの時期大統領にトランプ氏が選ばれました。日本では『もしかしたら選ばれるかもしれな
いけど、まぁ普通ならあり得ないよ』などと考えていた、或いは『トランプ氏が選ばれないでほしい』
と望んでいた方がとても多いのではなかろうかと推測します。私がスポーツ指導している小学生でさ

え『大丈夫かな？』と話題にします。しかし、なんといっても『大統領』ですから、なるべくしてなったと考えなければいけないのでしょう。
　今の状態がこれからもずっと続くと考えがちです。悲観的に考えすぎるのもよくないと思いますが、自ら何らかのアクションを起こ
さなければ、いつの間にか取り残されていることに気づかされるかもしれません。さしあたり休日の朝の散歩でもすれば、少しは未来
のためになるかもしれません。（Ｉ・Ａ）

内履き持参でのご来場。お待ち致しております。観戦、応援宜しくお願い致します。

　上平地域で行われてい
る「西日本バイアスロン
選手権大会」を皆さんは
ご覧になられたことはあ
りますか？
　挑戦してみたい方（銃の免許
が必要となります）や興味のあ
る方は、平成29年3月4日～5日
にタカンボースキー場で開催さ

れる大会に是非、お越しください。
　簡単に競技の説明をしますと、クロスカントリースキー
にライフル銃をかついで走り、射場でいかに早く、正確
に射撃を行うことができるかを競う競技です。コース途
中の射場で“立ち撃ち”と“伏せ撃ち”それぞれの体勢から
射撃して、的を外すとその数だけペナルティーコースを周
回した後、ゴールを目指すタイムレースです。
　大会期間中には、ライフル銃の代わりにBB弾のライフ
ル銃を使用したミニバイアスロン大会を小学生4年生から

中学生を対象に実施します。一般
の方にはビームライフル銃を使用
したミニバイアスロン大会も併せ
て行いますので、お気軽に参加を
お待ちしております。

開催間近
!

　待ちに待
間近となり
　１２月３日
　２０１６／
　昨年のＶ
オンチーム
　昨年のリ
くベスト6賞
傳田選手。
キャプテ

チケットのお求めはお早めに!

西日本バイアスロン選手権大会南砺市民大学

ゆめ じん　 せい

『夢と人生』

東京国際大学女子ソフトボール部総監督/
ビックカメラ女子ソフトボール高崎シニアアドバイザー

う　　つ　　ぎ た え こ

宇津木妙子

平成28年度

第2回

平成28年

井波総合文化センター
　

月 日㈰
平

日時

宇講師

演題

会場

入場無料
臨時保育室あり
（詳しくはお問い合わせください）

（開場：13:30）
14:00～15:30

南砺市山見1400
☎0763ｰ82ｰ5885

（事前予約必要）
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