
　私の娘は自分と同じ競技を選んでくれた。いい仲間にも恵まれ、小・中・高と一緒
に全国各地の大会にも出場してきた。そんな娘が先日嫁いで行った。卒業式、成人
式、結婚式、人生の大切な節目節目でいつも娘を支えてくれたのは同じ

競技を続けてきたかけがえのない友達だった。
　南砺市にもスポーツを頑張っている子ども達がたくさんいる。この子ども達も娘と同じようにスポー
ツを通じて生涯の友達が出来ることを心から願っている。よき出会いを…。　　   　　　　　　（C.T）

編 集 後 記

親子で様々なボールを使っ
た「あそび」の中で、手足を
使った基礎的プレー・連携
プレー・ゲーム的プレーを
通して楽しく運動能力アッ
プを図ります。

日本のトップアスリートが
ボールを使う運動の楽しさや
技術を指導します。

富山県スポーツフェスタ

４年男子　梅基　煌生
　　　　 （福野バドミントンスポーツ少年団）
　　　　　古瀬　智也
　　　　 （福野バドミントンスポーツ少年団）
６年男子　米　　隆斗
　　　　 （福野バドミントンスポーツ少年団）
　　　　　米　　颯斗
　　　　 （福野バドミントンスポーツ少年団）
　

指導者講習会開催！
SOMPOボールゲームフェスタ2017

福野体育館

有名アスリートや指導者に
よる体験型クリニック。サッ
カー・ラグビー・ハンドボー
ルなどの競技を順番にチャ
レンジして、ボールゲームを
楽しく体験！一流選手のテ
クニックも学べます。

小学3年生～6年生

第27回富山県スポーツ少年団競技別総合交流大会結果（優勝のみ報告）

3月4日（日）平成30年　日時 会場
午前9時～

福野体育館

12月23日（土・祝）
平成29年　

日時

会場 スポーツ少年団指導者、教師、
保育士、関心のある方対象

午前8時40分～

対象5歳～小学校3年生対象

南砺市にて開催

ボールであそぼう！
ボールを使った「あそび」の
中で、手足を使った基礎的な
プレーやゲームなどを習得
しませんか？

五箇山バレーボール
スポーツ少年団

バレーボール競技（男子） バドミントン競技（男子）

平成29年度 

城端ソフトテニス
スポーツ少年団A

ソフトテニス競技（女子）

富山県小学生駅伝競走大会

岡本　獅央 福野小学校
岡本　悠汰 福野小学校
中村　悠新 福光中部小学校
本田　想真 福光中部小学校
前田　伊槻 福光東部小学校
橋本　爽良 福光南部小学校
谷田錬太郎 井波小学校

 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
湯浅　咲渚 福光中部小学校
山本茉由子 福光中部小学校
中島　喜愛 城端小学校
大瀬千恵美 上平小学校

 氏　　名 小学校名

【女子選手】

　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 5・6 年生チーム10名が県庁
周辺900ｍを男女交互に周回する駅伝です。また、サポート選手による
友好レースも行われました。
　沿道にたくさんの応援者が集まり大変盛り上がる中、選手は記録更新
をめざし力走しました。
　NANTOチームは序盤こそ出遅れましたが、チーム結成以来 9回の合
同練習の成果とチーム
ワークの良さを発揮し、
中盤以降盛り返し 8 位
でゴールしました。
　各郡市年々レベルアッ
プする中で、南砺の小学
生はとても頑張り、来年
はもっと上位をめざそ
うと誓い合いました。
”チームNANTO”で頑張
りましょう。

高瀬　裕行　自営業
山﨑　崇史　山﨑木工㈱
島田　正叡　高岡総合プール
石﨑　陽来　砺波高校
長尾　大輝　高岡向陵高校
松川　和真　高岡向陵高校
高下　陽向　高岡向陵高校
稲塚　大祐　城端中学校
中西　　颯　城端中学校
石田　悠真　城端中学校
五嶋　諒士　福野中学校
杉本　裕貴 吉江中学校

選手氏名 学校名・所属

一 

般

高
　
校

中
　
学

【男子選手】

山本　真麻 富山いずみ高校
宮塚　春香 城端うらら
山下　知恵 高岡高校
酒井　柚香 南砺福光高校
百島　夢叶 南砺福光高校
金田　彩希 南砺福野高校
舘田英里香 南砺福野高校
稲塚　麻衣 城端中学校
大塚　明実 福光中学校
酒田　真衣 福光中学校
湯浅　彩夢 福光中学校
宇野　百花 吉江中学校

選手氏名 学校名・所属

一
般

高
　
校

中
　
学

【女子選手】
部門 部門

T E MA A TN ON

いる 1区の髙瀨や16区の山崎が
リーダーシップをとり、一般や
高校生の選手が中学生にアドバ
イスする場面も多く見られた。
今大会の結果を受け、さらに南
砺市一丸となって、3 度目の優
勝を目指そうという意識が高ま
ることを期待したい。

富山県駅伝競走大会
― 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 ―

堂々の

2位に輝く！！

　各チームのエースが集まる花の 1区で、ベテランの髙瀬が
トップと17秒差の 8 位につけ、順調に滑り出した南砺市チー
ムだったが、その後、4区の湯浅（福光中）が区間 1位、6区
大塚（福光中）が区間 2位、7区稲塚（城端中）が区間１位と、
中学生が盤石の走りで順位を 2 位まで引き上げた。8区では
長尾（高岡向陵高）が区間新にあと3秒と迫る快走を見せ、9
年連続優勝を目指す富山市を捉えてついに首位に躍り出た。
その後、底力のある富山市とは距離が開いたが、猛追してくる
中新川や高岡とデットヒートを繰り広げた。一時は、4位にま
で順位を落としたが、各区間の選手が踏ん張り、17区で酒井
（福光高）が 2 位に順位を上げると、そのまま酒田（福光中）
が差を広げゴールを切った。
　南砺市は、大きな市に比べ競技人口は少ないものの、各地
区、各年代のクラブチームや学校での熱心な練習が実り、今
回の結果に繋がった。南砺市陸上競技協会も大会に向けて、
市内のほとんどの長距離選手が出場する中学生の記録会を 2
度開催して選手を選考したり、9月から週に 2回合同練習を
行ったりするなど、選手が県駅伝の南砺市チームの一員とし
ての意識を高めることができた。そのような中、特に本年は、
一般・高校女子の選手が増え、チームの総合タイムを押し上
げてくれた。さらに、練習会では、何度も今大会を経験して

第35回
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32 卓球のボールは、昔は直径38㎜だったのですが、もう少しラリーが続くようにと17年前から直径が40㎜に大きくなり、現在は材質
もセルロイドからプラスチックに変更されました。より魅力ある卓球になってきています。

一口コラム
①

日本シリーズが終了し、ソフトバンクホークスが優勝しました。プロ野球選手が使用する木製バットは、なめらかな円い棒ですが、もっと
も太い部分の直径は6.6㎝以下、長さは106.7㎝以下で1本の木材で作られていることとなっています。ちなみに卓球のラケットはどんな
に大きくても、どんなに小さくてもOKです。

一口コラム
②

第23回 多度津町・南砺市福野スポーツ少年団交流会第23回 多度津町・南砺市福野スポーツ少年団交流会
　 7月29日（土）～31日（月）香川県多
度津町に訪問しました。団員は民泊
を体験し、文化や風習の違いに戸惑
いながらも楽しい時間を過ごすこと
が出来ました。スポーツ交流後に
行った金刀比羅宮参拝は、思いのほ
か階段がきつかったです。

常滑市・南砺市スポーツ少年団交流会常滑市・南砺市スポーツ少年団交流会

金沢市・南砺市スポーツ少年団交流会金沢市・南砺市スポーツ少年団交流会

　 8月19日（土）～ 20日（日）愛知県常滑市に
30名の団員、14名の指導者・母集団が訪問し
ました。１日目は野球、サッカーの交流試合、
レクスポ体験交流をしました。2日目はヨット
乗船体験、セントレア空港付近まで行きまし
た。頭上に大きな飛行機が飛び迫力満点！

　11月 5日（日）福野文化創造センターヘリオスにおいて、
オリンピック柔道金メダリストの古賀稔彦さんを講師にお
招きし、スポーツ講演会を開催しました。古賀さんは、「誰
もが隠し持った才能がある。夢をかなえるには、その夢の
重さと同じくらいの努力をした人にそのチャンスがある。
努力は誰かに言われて行うのではなく、自ら望んで行って
ほしい。」と教えてくださいました。また、フロアの聴講者
に気軽に話しかけたり、生徒をステージに呼び上げて一緒
に写真撮影に応じるなど、気さくで楽しい方でした。

　10月 7日（土）、福光総合運動
公園屋内グラウンドで「為末大
陸上教室」が行われ、元オリン
ピック陸上競技日本代表の為末
大さんから「ランニングの基本
動作」を教わりました。
　市教育委員会主催の本教室
は、東京オリンピック・パラリ
ンピックの機運創出を目的に開催され、小中学生約180
名が参加しました。為末さんは「腕を速く振ることも大
切ですが、まずはきれいな姿勢が大切」と指摘され、約
30メートルほどの距離を何度も往復しながらきれいな姿
勢づくりにつながる練習を繰り返し、多くの参加者がき
れいな姿勢で力強いフォームへと変わりました。教室の
後、為末さんから「人生が変わる瞬間がたくさんあるの
がオリンピック。いろいろな形で積極的に関わってほし
い」と大会の魅力が伝えられ、2020年の大会への期待
が大きくなりました。
　東京大会まで1000日を切り
ました。日本で開催されるオ
リンピック・パラリンピック
を皆さんで応援しましょう。

　 8 月 26 日（土）
戸室スポーツ広
場にて野球スポー
ツ少年団が交流試
合を行いました。
試合の後は、自分
で作成した名刺を
交換しました。

　10月 8 日（日）第 9 回南砺市駅伝競争大会が
開催されました。城端中学校を発着するコース
で小中学生、高校一般の選手が 5区間をたすき
でつなぎました。
　選手だけでなく保護者も
応援に走り回り、大会は大
いに盛り上がりました。
　結果は以下のとおりです。

　10月 8 日（日）第 9 回南砺市駅伝競争大会が
開催されました。城端中学校を発着するコース
で小中学生、高校一般の選手が 5区間をたすき
でつなぎました。
　選手だけでなく保護者も
応援に走り回り、大会は大
いに盛り上がりました。
　結果は以下のとおりです。

スポーツ講演会
な ん と平成29年度

～ 挑戦する事の大切さ ～夢の実現

　 8月20日（日）第29回たいらクロ
スカントリー大会が、503名の参加
選手のもと盛大に開催されました。
大会前の大雨で、コースや大会広場
にぬかるみが生じ心配した面もあり
ましたが、天候にも恵まれ、各選手
はそれぞれのペースでゴールを目指
したのではないかと思います。来年
は30回目となる節目の大会となりま
す。多くの皆さんの参加をお待ちし
ております。

たいらクロスカントリー大会開催

テーマ

開催！

第29回

為末大  陸上教室
東京２０２０大会を

応援！

●小学生男子　
１位 城端ＡＸＣ少年団Ａ
２位 ふくの陸上♂ガッツ
３位 福光陸上少年団　ボーイ１
●小学生女子
１位 福光陸上少年団　ガール１
２位 城端ＡＸＣ少年団Ａ
３位 ふくの陸上♀レッツ
●中学生男子
１位 疾風怒濤（城中陸上・スキー部Ｄ）
２位 吉中陸上部　剛健
３位 福光中学校１

●小学生男子　
１位 城端ＡＸＣ少年団Ａ
２位 ふくの陸上♂ガッツ
３位 福光陸上少年団　ボーイ１
●小学生女子
１位 福光陸上少年団　ガール１
２位 城端ＡＸＣ少年団Ａ
３位 ふくの陸上♀レッツ
●中学生男子
１位 疾風怒濤（城中陸上・スキー部Ｄ）
２位 吉中陸上部　剛健
３位 福光中学校１

●中学生女子
１位 福光中学校４
２位 不撓不屈
（城中陸上・スキー部Ａ）
３位 吉中陸上部　友愛
●高校一般男子
１位 南砺平高校スキー部
２位 南砺平高校　教員Ａ
●高校一般女子
１位 南砺平高校スキー部

●中学生女子
１位 福光中学校４
２位 不撓不屈
（城中陸上・スキー部Ａ）
３位 吉中陸上部　友愛
●高校一般男子
１位 南砺平高校スキー部
２位 南砺平高校　教員Ａ
●高校一般女子
１位 南砺平高校スキー部

南砺市駅伝競走大会第9回



32 卓球のボールは、昔は直径38㎜だったのですが、もう少しラリーが続くようにと17年前から直径が40㎜に大きくなり、現在は材質
もセルロイドからプラスチックに変更されました。より魅力ある卓球になってきています。

一口コラム
①

日本シリーズが終了し、ソフトバンクホークスが優勝しました。プロ野球選手が使用する木製バットは、なめらかな円い棒ですが、もっと
も太い部分の直径は6.6㎝以下、長さは106.7㎝以下で1本の木材で作られていることとなっています。ちなみに卓球のラケットはどんな
に大きくても、どんなに小さくてもOKです。

一口コラム
②

第23回 多度津町・南砺市福野スポーツ少年団交流会第23回 多度津町・南砺市福野スポーツ少年団交流会
　 7月29日（土）～31日（月）香川県多
度津町に訪問しました。団員は民泊
を体験し、文化や風習の違いに戸惑
いながらも楽しい時間を過ごすこと
が出来ました。スポーツ交流後に
行った金刀比羅宮参拝は、思いのほ
か階段がきつかったです。

常滑市・南砺市スポーツ少年団交流会常滑市・南砺市スポーツ少年団交流会

金沢市・南砺市スポーツ少年団交流会金沢市・南砺市スポーツ少年団交流会

　 8月19日（土）～ 20日（日）愛知県常滑市に
30名の団員、14名の指導者・母集団が訪問し
ました。１日目は野球、サッカーの交流試合、
レクスポ体験交流をしました。2日目はヨット
乗船体験、セントレア空港付近まで行きまし
た。頭上に大きな飛行機が飛び迫力満点！

　11月 5日（日）福野文化創造センターヘリオスにおいて、
オリンピック柔道金メダリストの古賀稔彦さんを講師にお
招きし、スポーツ講演会を開催しました。古賀さんは、「誰
もが隠し持った才能がある。夢をかなえるには、その夢の
重さと同じくらいの努力をした人にそのチャンスがある。
努力は誰かに言われて行うのではなく、自ら望んで行って
ほしい。」と教えてくださいました。また、フロアの聴講者
に気軽に話しかけたり、生徒をステージに呼び上げて一緒
に写真撮影に応じるなど、気さくで楽しい方でした。

　10月 7日（土）、福光総合運動
公園屋内グラウンドで「為末大
陸上教室」が行われ、元オリン
ピック陸上競技日本代表の為末
大さんから「ランニングの基本
動作」を教わりました。
　市教育委員会主催の本教室
は、東京オリンピック・パラリ
ンピックの機運創出を目的に開催され、小中学生約180
名が参加しました。為末さんは「腕を速く振ることも大
切ですが、まずはきれいな姿勢が大切」と指摘され、約
30メートルほどの距離を何度も往復しながらきれいな姿
勢づくりにつながる練習を繰り返し、多くの参加者がき
れいな姿勢で力強いフォームへと変わりました。教室の
後、為末さんから「人生が変わる瞬間がたくさんあるの
がオリンピック。いろいろな形で積極的に関わってほし
い」と大会の魅力が伝えられ、2020年の大会への期待
が大きくなりました。
　東京大会まで1000日を切り
ました。日本で開催されるオ
リンピック・パラリンピック
を皆さんで応援しましょう。

　 8 月 26 日（土）
戸室スポーツ広
場にて野球スポー
ツ少年団が交流試
合を行いました。
試合の後は、自分
で作成した名刺を
交換しました。

　10月 8 日（日）第 9 回南砺市駅伝競争大会が
開催されました。城端中学校を発着するコース
で小中学生、高校一般の選手が 5区間をたすき
でつなぎました。
　選手だけでなく保護者も
応援に走り回り、大会は大
いに盛り上がりました。
　結果は以下のとおりです。

　10月 8 日（日）第 9 回南砺市駅伝競争大会が
開催されました。城端中学校を発着するコース
で小中学生、高校一般の選手が 5区間をたすき
でつなぎました。
　選手だけでなく保護者も
応援に走り回り、大会は大
いに盛り上がりました。
　結果は以下のとおりです。

スポーツ講演会
な ん と平成29年度

～ 挑戦する事の大切さ ～夢の実現

　 8月20日（日）第29回たいらクロ
スカントリー大会が、503名の参加
選手のもと盛大に開催されました。
大会前の大雨で、コースや大会広場
にぬかるみが生じ心配した面もあり
ましたが、天候にも恵まれ、各選手
はそれぞれのペースでゴールを目指
したのではないかと思います。来年
は30回目となる節目の大会となりま
す。多くの皆さんの参加をお待ちし
ております。

たいらクロスカントリー大会開催

テーマ

開催！

第29回

為末大  陸上教室
東京２０２０大会を

応援！

●小学生男子　
１位 城端ＡＸＣ少年団Ａ
２位 ふくの陸上♂ガッツ
３位 福光陸上少年団　ボーイ１
●小学生女子
１位 福光陸上少年団　ガール１
２位 城端ＡＸＣ少年団Ａ
３位 ふくの陸上♀レッツ
●中学生男子
１位 疾風怒濤（城中陸上・スキー部Ｄ）
２位 吉中陸上部　剛健
３位 福光中学校１

●小学生男子　
１位 城端ＡＸＣ少年団Ａ
２位 ふくの陸上♂ガッツ
３位 福光陸上少年団　ボーイ１
●小学生女子
１位 福光陸上少年団　ガール１
２位 城端ＡＸＣ少年団Ａ
３位 ふくの陸上♀レッツ
●中学生男子
１位 疾風怒濤（城中陸上・スキー部Ｄ）
２位 吉中陸上部　剛健
３位 福光中学校１

●中学生女子
１位 福光中学校４
２位 不撓不屈
（城中陸上・スキー部Ａ）
３位 吉中陸上部　友愛
●高校一般男子
１位 南砺平高校スキー部
２位 南砺平高校　教員Ａ
●高校一般女子
１位 南砺平高校スキー部

●中学生女子
１位 福光中学校４
２位 不撓不屈
（城中陸上・スキー部Ａ）
３位 吉中陸上部　友愛
●高校一般男子
１位 南砺平高校スキー部
２位 南砺平高校　教員Ａ
●高校一般女子
１位 南砺平高校スキー部

南砺市駅伝競走大会第9回



　私の娘は自分と同じ競技を選んでくれた。いい仲間にも恵まれ、小・中・高と一緒
に全国各地の大会にも出場してきた。そんな娘が先日嫁いで行った。卒業式、成人
式、結婚式、人生の大切な節目節目でいつも娘を支えてくれたのは同じ

競技を続けてきたかけがえのない友達だった。
　南砺市にもスポーツを頑張っている子ども達がたくさんいる。この子ども達も娘と同じようにスポー
ツを通じて生涯の友達が出来ることを心から願っている。よき出会いを…。　　   　　　　　　（C.T）

編 集 後 記

親子で様々なボールを使っ
た「あそび」の中で、手足を
使った基礎的プレー・連携
プレー・ゲーム的プレーを
通して楽しく運動能力アッ
プを図ります。

日本のトップアスリートが
ボールを使う運動の楽しさや
技術を指導します。

富山県スポーツフェスタ

４年男子　梅基　煌生
　　　　 （福野バドミントンスポーツ少年団）
　　　　　古瀬　智也
　　　　 （福野バドミントンスポーツ少年団）
６年男子　米　　隆斗
　　　　 （福野バドミントンスポーツ少年団）
　　　　　米　　颯斗
　　　　 （福野バドミントンスポーツ少年団）
　

指導者講習会開催！
SOMPOボールゲームフェスタ2017

福野体育館

有名アスリートや指導者に
よる体験型クリニック。サッ
カー・ラグビー・ハンドボー
ルなどの競技を順番にチャ
レンジして、ボールゲームを
楽しく体験！一流選手のテ
クニックも学べます。

小学3年生～6年生

第27回富山県スポーツ少年団競技別総合交流大会結果（優勝のみ報告）

3月4日（日）平成30年　日時 会場
午前9時～

福野体育館

12月23日（土・祝）
平成29年　

日時

会場 スポーツ少年団指導者、教師、
保育士、関心のある方対象

午前8時40分～

対象5歳～小学校3年生対象

南砺市にて開催

ボールであそぼう！
ボールを使った「あそび」の
中で、手足を使った基礎的な
プレーやゲームなどを習得
しませんか？

五箇山バレーボール
スポーツ少年団

バレーボール競技（男子） バドミントン競技（男子）

平成29年度 

城端ソフトテニス
スポーツ少年団A

ソフトテニス競技（女子）

富山県小学生駅伝競走大会

岡本　獅央 福野小学校
岡本　悠汰 福野小学校
中村　悠新 福光中部小学校
本田　想真 福光中部小学校
前田　伊槻 福光東部小学校
橋本　爽良 福光南部小学校
谷田錬太郎 井波小学校

 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
湯浅　咲渚 福光中部小学校
山本茉由子 福光中部小学校
中島　喜愛 城端小学校
大瀬千恵美 上平小学校

 氏　　名 小学校名

【女子選手】

　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 5・6 年生チーム10名が県庁
周辺900ｍを男女交互に周回する駅伝です。また、サポート選手による
友好レースも行われました。
　沿道にたくさんの応援者が集まり大変盛り上がる中、選手は記録更新
をめざし力走しました。
　NANTOチームは序盤こそ出遅れましたが、チーム結成以来 9回の合
同練習の成果とチーム
ワークの良さを発揮し、
中盤以降盛り返し 8 位
でゴールしました。
　各郡市年々レベルアッ
プする中で、南砺の小学
生はとても頑張り、来年
はもっと上位をめざそ
うと誓い合いました。
”チームNANTO”で頑張
りましょう。

高瀬　裕行　自営業
山﨑　崇史　山﨑木工㈱
島田　正叡　高岡総合プール
石﨑　陽来　砺波高校
長尾　大輝　高岡向陵高校
松川　和真　高岡向陵高校
高下　陽向　高岡向陵高校
稲塚　大祐　城端中学校
中西　　颯　城端中学校
石田　悠真　城端中学校
五嶋　諒士　福野中学校
杉本　裕貴 吉江中学校

選手氏名 学校名・所属

一 

般

高
　
校

中
　
学

【男子選手】

山本　真麻 富山いずみ高校
宮塚　春香 城端うらら
山下　知恵 高岡高校
酒井　柚香 南砺福光高校
百島　夢叶 南砺福光高校
金田　彩希 南砺福野高校
舘田英里香 南砺福野高校
稲塚　麻衣 城端中学校
大塚　明実 福光中学校
酒田　真衣 福光中学校
湯浅　彩夢 福光中学校
宇野　百花 吉江中学校

選手氏名 学校名・所属

一
般

高
　
校

中
　
学

【女子選手】
部門 部門

T E MA A TN ON

いる 1区の髙瀨や16区の山崎が
リーダーシップをとり、一般や
高校生の選手が中学生にアドバ
イスする場面も多く見られた。
今大会の結果を受け、さらに南
砺市一丸となって、3 度目の優
勝を目指そうという意識が高ま
ることを期待したい。

富山県駅伝競走大会
― 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 ―

堂々の

2位に輝く！！

　各チームのエースが集まる花の 1区で、ベテランの髙瀬が
トップと17秒差の 8 位につけ、順調に滑り出した南砺市チー
ムだったが、その後、4区の湯浅（福光中）が区間 1位、6区
大塚（福光中）が区間 2位、7区稲塚（城端中）が区間１位と、
中学生が盤石の走りで順位を 2 位まで引き上げた。8区では
長尾（高岡向陵高）が区間新にあと3秒と迫る快走を見せ、9
年連続優勝を目指す富山市を捉えてついに首位に躍り出た。
その後、底力のある富山市とは距離が開いたが、猛追してくる
中新川や高岡とデットヒートを繰り広げた。一時は、4位にま
で順位を落としたが、各区間の選手が踏ん張り、17区で酒井
（福光高）が 2 位に順位を上げると、そのまま酒田（福光中）
が差を広げゴールを切った。
　南砺市は、大きな市に比べ競技人口は少ないものの、各地
区、各年代のクラブチームや学校での熱心な練習が実り、今
回の結果に繋がった。南砺市陸上競技協会も大会に向けて、
市内のほとんどの長距離選手が出場する中学生の記録会を 2
度開催して選手を選考したり、9月から週に 2回合同練習を
行ったりするなど、選手が県駅伝の南砺市チームの一員とし
ての意識を高めることができた。そのような中、特に本年は、
一般・高校女子の選手が増え、チームの総合タイムを押し上
げてくれた。さらに、練習会では、何度も今大会を経験して

第35回
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