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「大変ありがとうございました。」「大変ありがとうございました。」「大変ありがとうございました。」「大変ありがとうございました。」
日本環境クリーン㈱
㈲鍛冶
くぼクリニック
西能　伸夫
西　賢一郎
中嶋接骨院
澤田接骨院
神林　　悟
眞田　　剛
村井　憲治
杉木鉄工㈱
杉木　　徹
池田　　公
南砺市野球協会福野支部
権堂　恭視
南砺市ビーチボール協会
福野地域クラブ員一同
イノハラスポーツ
大家　善一
武島　尚行
内山　和雄
武蔵　栄一
斉藤　昭雄
㈲恵伸工業
金田　雄介
南部　久吉
福野スキークラブ
㈲福野自工
吉井工業㈱
㈱クリヤマ

栗山　雅明
福野陸上競技協会
中谷　有秀
城端卓栄会
城端ペタンク協会
城端柔道会
城端ゲートボール協会
山田　清志
髙桑　昭寿
松下　博志
木矢村庄樹
城端パークゴルフ協会
立野ヶ原スキークラブ
盛田　幸男
城端陸上競技クラブ
城端剣友会
城端ソフトボール協会
城端地域体育協会役員
櫻井　光雄
岩瀬　幹夫
倉　　一雄
北　　博通
生田　長範
羽馬　信夫
岡部　孝雄
上平建設業協会
城端野球協会
南砺市ライフル協会
福光バレーボール協会
福光ソフトテニス協会

紙居石油㈱
福光バスケットボール少年団
福光晴武館
福光パークゴルフクラブ
福光ペタンク協会
福光ゲートボール協会
得能建設工業㈱
福光バドミントンクラブ
福光ＳＣ相撲スクール
福光卓友会
福光ファインズ
旭工業ソフトボールクラブ
建部　雅人
西村　義弘
山田　繁隆
在沢　　司
神田　謙治
富山県公認福光珠算学校
英語教室　だるま塾
立野原建設㈱
福光ビーチボール協会
福光スキークラブ
嶋　　信一
石黒　伸郎
高田　　厳
上田　　忠
舘　　英二
大塚　照雄
㈱喜八食品
山村商会

福光ライフル協会
福光山岳協会
イケダスポーツ
㈲精工舎
スナックマドンナ
福光体育協会
高田　　敏
川原　昌彦
鵜野　幸男
医王アローザ㈱
髪結い　たけだ
和多屋
吉尾　孝司
渡辺　秀一
西井　満年
笠野　千尋
ローソン井口池尻店
㈱タカサキ
中山電機商会
トナミロイヤルゴルフ㈱
ＴＳＵＢＡＫＩ工業
山下　吉男
齊藤　孝臣
脊戸川商店
中山　清貴
荒岡　信次
梅原　健治
匿　　　名

（順不同）　

　12月11日（土）城端芸能会館じょうはな座で「命を輝
かす人間」と題して、マラソンランナー／スポーツコメ
ンテーターの千葉真子氏を講師として平成22年度なん
とスポーツ講演会を開催しました。
　千葉氏は、立命館宇治高校から旭化成に入社し、
1996年アトランタ五輪 1万メ－トルで 5位入賞、97年ア
テネ世界選手権 1万メートルでトラック初となる銅メダ
ルを獲得されるなど、日本女子長距離界のトップ選手
として世界で活躍されてきました。その後マラソンラン
ナーとなり、小出義雄監督の指導を受け、パリ世界選
手権マラソンで銅メダルに輝き、世界初トラック、マラ
ソン両種目のメダルを手にしたランナーです。そんな千
葉ちゃんに講演していただきました。
　「みなさーん、こんにちは。千葉ちゃんでーす。」テレ
ビで聞いたことのあるとても可愛らしい声が会場内に
響き、講演会が始まりました。講演では、自身の陸上と
の出会いから世界に出場するまでの苦労、何度も陸上
を辞めようと思われ、かなりの挫折感など、本当に苦労
して上位入賞ができた体験談をいっぱい話して下さい
ました。その中で、自分の目標を設定し、その目標を達
成したら、次の目標を設定するとのことでした。これ

は、一流選手と言われる誰もが考えていたことかもしれ
ません。昨年度の講演会で話されたイチローの考え方
も同じでした。着実に段階を踏み、継続することが重要
だと話されていました。来場された方々に獲得された
銅メダルを直にみせていただきました。ずっしりと重み
を感じました。市内のスポーツ少年団に所属している団
員や指導者の方々もじっくり話を聞いていました。今回
の講演は、「最後まであきらめないこと」。これが何事に
も大切なことだと思いました。

じょうはな座で「命を輝

なんとスポーツ講演会なんとスポーツ講演会なんとスポーツ講演会平成２２年度

　市体育協会で協賛金の募集を行って
いましたが、ご賛同いただいた皆様のご
理解とご協力に厚くお礼申しあげます。
　協賛金をいただきました方々には、深
く感謝の意を込め、お名前の公表をさせ
ていただきました。115の個人、団体、
法人の方よりいただいております。な
お、お名前の公表を希望されない方々
につきましては、匿名として、掲載させ
ていただいております。
　また、南砺市体育協会ホームページ
にも掲載させていただいております。
　競技力の強化などに利用させていた
だきます。引き続き皆様の一層のご支援
とご協力を賜りたく、よろしくお願い申
し上げます。
　2011年 3 月 4 日までの協賛金合計額
は1,074千円です。多くの皆さまからの
ご支援深く感謝申し上げます。
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　３月５、６日上平バイアスロン競技場で開催されました。
バイアスロン競技は「二種目の競技」を意味し、クロスカ
ントリースキーとライフル射撃が合わさった複合競技です。
　ヨーロッパ各国では毎試合ＴＶ放送され、レース会場に
も大勢の観客が訪れるなど、冬季スポーツとして絶大な人

気を誇っているそうです。南砺市も競技人口が増えるとい
いですね。
　今年は嶋田将樹選手がスプリント競技で見事優勝！ユニ
バーシアード冬季大会日本代表選手としても大変活躍され
ました。今後の活躍に期待します。

　3月6日、東京都で行われた全日本
綱引選手権男子の部で城端綱引クラブ
が3位に入賞されました。
　今年は主力選手のケガや、雪の影響
で思うような練習ができなかったらし
いですが、全国3位入賞はなかなか出
来ないことです。来年度は、優勝に向っ
て頑張ってください。

一口メモ ①
　国民体育大会の「ゆるキャラ」マスコットご存じですか？この頃、大会ＰＲには欠かせないものです。第30回の三重国体でカモ
シカをデザインしたキャラクターが初めて登場したそうです。でも、名前も付けてもらえず何と呼ばれていたのでしょうか？それから
8年後、あかぎ国体（群馬県開催）で初めて「ぐんまちゃん」が登場したそうです。2000年富山国体で頑張ってくれたマスコットキ
ャラ「時丸＆風丸」思い出して下さい。そういえば・・・（国体マスコット）

第６６回 国民体育大会

「あきた鹿角国体２０１１」
　 2月12～15日まで秋田県鹿角市花輪スキー
場で国体冬季大会が開催されました。上位入
賞者の報告をさせていただきました。

水口かおり 成年女子Ａ ジャイアントスラローム　優勝
　　　　　　　　　

波多　　優 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム　４位
　　　　　　　　　

水口　雄太 成年男子Ａ ジャイアントスラローム　８位
　　　　　　　　　
中谷　拓哉
鉢蝋　孝輔
西田　　真

 成年男子
 クロスカントリーリレー　富山県選抜８位
西田田　　真

おめでとうございました。
　　　今後の活躍を期待します

！

平成22年度
財団法人 富山県体育協会表彰

全日本綱引選手権大会全日本綱引選手権大会

城端綱引クラブ城端綱引クラブ
全日本綱引選手権大会

城端綱引クラブ 　全日本都道府県対抗剣道大会富山県選考会が行われ、大
学生の部で永森  駿君（東海大学在学）井波在住が優勝し、
4月29日（金）に大阪市で開催される全国大会に出場を決
めました。　

　女子の部個人戦で中山  愛（小矢部商工会）井波在住が、
優勝しました。昨年のＨ22年9月26日（日）に静岡県で開
催された第49回全日本女子剣道大会にも富山県代表とし
て参加されています。

総合3位

1．富山県民体育大会
　 一般の部、中学の部、シニアの部等を得点化

2．富山県民スポーツ・レクリエーション祭
　 地域対抗が可能となる種目を得点化

3．富山県駅伝競走大会【平成22年11月14日㈰】
　 駅伝競走大会を地域対抗として得点化

3
つ
の
総
合
得
点

日本都道府県対抗剣道大会富山県選

伝競走大会を地域対抗として得点

剣　道

表彰された方をご紹介します。
おめでとうございます。

「特別表彰」
齋藤　幸子　県体協理事10年以上在職
水口かおり　第88回全日本スキー選手権  優勝
金田亜希世　国体に通算10回以上出場者
岡村　智子　国体に通算10回以上出場者
岡村　聡子　国体に通算10回以上出場者

「国体表彰」
田中　大輔　国体成年の部に通算５回以上出場者
北川　智之　国体成年の部に通算５回以上出場者
廣瀬　敬久　国体成年の部に通算５回以上出場者

「感 謝 状」
長田　一政　加盟団体発展に寄与し、  

役員として10年以上在職
伊藤　満夫　加盟団体発展に寄与し、  

役員として10年以上在職

西日本バイアスロン選手権大会開催第７回

Ｈ23 2/27㈰Ｈ23 2/27㈰

Ｈ23 2/20㈰Ｈ23 2/20㈰全日本都道府県対抗剣道大会 出場へ全日本都道府県対抗剣道大会 出場へ全日本都道府県対抗剣道大会 出場へ

平成22年度  富山県スポーツフェスタ
地域対抗スポーツ部門地域対抗スポーツ部門地域対抗スポーツ部門地域対抗スポーツ部門地域対抗スポーツ部門

富山県実業団大会 優勝富山県実業団大会 優勝富山県実業団大会 優勝
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　3月13日（日）、2010年度とやまジュニアスポーツ
大賞の表彰式が開催され、福光スキースポーツ少年団の
実績が認められ、優秀活動賞を受賞されました。

一口メモ ② 　生涯スポーツ始めませんか？健康の保持・増進やレクリエーションを目的に「だれもが、いつでも、どこでも気軽に参加でき
る生涯スポーツ」。各競技協会では皆さんの会員募集をしています。お問合せは南砺市体育協会まで。

　

　 2月20日（日）、福光体育館において第 4回ジュニア王
選手権大会が開催されました。この大会は冬場の健康、
体力づくりやスポーツ少年団間の親睦を目的に開催して
います。競技種目は低学年、高学年、男女別にわかれ 8
種目（綱引種目は今までで最高の15チーム参加）約250
名が参加してくれました。スポーツ少年団の活動とは全
く違う種目の目かくし片足バランス、片足ジグザグ、手
のひら棒立ての競技で新記録がでるなど、大いに会場は
盛り上がりました。わんぱく綱引の種目の決勝戦は地域
関係なく、大きな声援が会場内を埋め尽くしました。そ

こで見事、優勝した「福光野球ス
ポーツ少年団」は、小学 6年生の
チームで小学校の思い出になった
ことと思います。大人になって綱
引チームに参加してるかも？

第第4回 ジュニア王選手権大会ジュニア王選手権大会第4回 ジュニア王選手権大会ジュニア王選手権大会第4回 ジュニア王選手権大会

表彰おめでとう！表彰おめでとう！

　2月26日（土）～27日（日）イオックス・アローザスキー
場において福光支部スポーツ少年団とスキー交流が行わ
れました。好天にめぐまれ、ゴンドラで頂上まで上がると、
一面に広がる散居村。なかなか見られない景色に団員達
は喜んでいました。
　スキーが全く滑れない常滑の団員も指導者に教えても
らいながらボーゲンが出来るまでに！！みんな自慢げに
帰って行きました。
　今年の夏は常滑市に行く予定です。とても気さくな子
供達に会えるのを楽しみにしています。

 　種　　目 クラス 性別 氏　名 記　録
 

目かくし片足バランス

 低学年 男 石﨑　洋平 1分14秒00
   女 嶋田　梨沙 3分00秒00
  高学年 男 三部　伊吹 9分48秒00
   女 小幡　莉加 6分51秒00
 

片足ジグザグ

 低学年 男 荒井　春翔 10秒09
   女 井口　栞奈 9秒78
  高学年 男 南部　天良 8秒31
   女 谷口　舞奈 9秒85
 

手のひら棒立て

 低学年 男 石﨑　暁士 29秒52
   女 鈴木　玲奈 10秒52
  高学年 男 藤井　遥斗 15分03秒43
   女 長田　生那 6分17秒62
 

輪投げ

 低学年 男 森　　拓馬 16点
   女 嶋田　梨沙 9点
  高学年 男 木村　颯人 20点
   女 関原　愛理 17点
 

ビーチボール遠投

 低学年 男 西村　元希 11ｍ57㎝
   女 井口　栞奈 9ｍ16㎝
  高学年 男 天池　理希 14ｍ51㎝
   女 百島　涼香 12ｍ73㎝
 

コイン回し

 低学年 男 横井　雅哉 15秒88
   女 井口　栞奈 16秒63
  高学年 男 大野　颯太 19秒80
   女 岩崎　　彩 16秒20
 

空き缶タワー

 低学年 男 森田　　潤 12個
   女 大窪　愛莉 9個
  高学年 男 上田祥太郎 14個
   女 古瀬　莉子 12個
 
わんぱく綱引

 優　勝  福光野球スポーツ少年団
  次　勝 ふくのリバプール 
  参　勝 井波野球スポーツ少年団Ａ

☆各種目1位選手

3月13日（日）、2010年度とやまジュニアスポーツ

表表彰彰おめでとうう！！
福光スキースポーツ少年団福光スキースポーツ少年団福光スキースポーツ少年団



・福野支部…福野体育館 TEL 22-1115
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市民体育大会のお知らせ

IOX-AROSAパークゴルフ場

第7回市民体育大会（夏季大会）を福野地域、城端
地域（城端、平、上平）、井波地域（井波、井口、利賀）、
福光地域による地域対抗戦を開催します。冬季大会、
夏季大会のそれぞれの成績を合算し、夏季大会の閉
会式において総合表彰を行います。

中心会期　6月26日（日）～7月3日（日）

第6回 南砺市民体育大会 スキー競技
まだまだ冬季競技を行います。3月27日（日）、
スノーバレー利賀スキー場で開催いたします。参加
及び観戦、お待ちいたしております。

☆インディアカは、羽根のついたボール（インディアカ）を
　手だけで打ち合う、スポーツです。（１チーム４人）
★コートの広さは、バドミントンコートと同じです。
　ルールはバレーボールやビーチボールと似ています。
☆ネットの高さは２ｍと高いこと、ボールに羽根がついているのでスピード
が和らぐことなどから、誰にでも楽しめる優しいスポーツです。

I

会式

中

☆インディアカは、羽根のついたボール（インディアカ）を
　手だけで打ち合う、スポーツです。（１チーム４人）
★コートの広さは、バドミントンコートと同じです。

似

インディアカを楽しもう！ “クラブ員募集”

《練習日・時間》 月曜日、木曜日　午後7時50分より午後9時30分
《練習会場》 南砺市福野体育館　アリーナ（南砺市寺家321）
《対象年齢》 18歳以上
《会費及び経費》 5,600円 〔内訳：協会会費 2,000円、スポーツ保険料 1,200円、
 　　　　　　　　　　　　ふくのスポーツクラブ登録料 2,400円〕
《問合せ・申込》 南砺市インディアカ協会事務局　まで
　　　　　 　南砺市松原新1701　リリーフ内
 　Tel（0763）22-8550　Fax（0763）22-8555

スポーツ活動の普及とともに、それに伴うケガも増加し
てきています。万一の事故のために加入をお勧めします。

☆対　象　スポーツ、文化、ボランティア活動、地域活動等を行う５名以上のグループ
☆保険料　（年額一人あたり）

◆児童会などの中学生以下のグループ、成人の文化・奉仕活動のグループ …… 600円
◆高齢者（65歳以上）のグループ …………………………………………………… 800円
◆成人のスポーツグループ ……………………………………………………… 1,600円

※お問合わせ　㈶スポーツ安全協会富山県支部　℡（076）439-7090

を

スポーツ安全保険に加入しませんかスポーツ安全保険に加入しませんかスポーツ安全保険に加入しませんかスポーツ安全保険に加入しませんかスポーツ安全保険に加入しませんか

南砺市全域から募集しています。
たくさんの参加をお待ちしております。

と　き：4月10日（日） 午後２時より
ところ：福光屋内グラウンド
　　

・なぎなたスポーツ少年団
・福野サッカーガールズ

新年度団員募集新年度団員募集新年度団員募集

協会員募集！！協会員募集！！協会員募集！！

お楽しみ会もあります

平成23年度のスポーツ少年団員を募集します。

お問合せ　南砺市スポーツ少年団本部（南砺市体育協会内　℡22－2299）

スポーツ少年団
入団式

さわやかな
　　風を感じながら
　楽しくプレーしましょう

南砺市パークゴルフ南砺市パークゴルフ南砺市パークゴルフ
・プレー代 800円

 400円

・全27ホール 老人会、親子野外
教室などにどうぞ
ご利用下さい。

（大人）

（小人）

道具レンタル代
200円（大人）・100円（小人）（　　　　　　　　　　）

HP  http://www.nanto-taikyou.jp

　いよいよ春らしい天候となって来ま
したが、今年の降雪には大変参りまし
たね。学校などでは、インフルエンザ

も昨年と同様に流行となりました。
　第 6回南砺市民体育大会スキー競技もスノーバレー利賀スキー場で
月末に開催され、体育協会も平成23年度へ向けて最後の行事となります。
大勢のみなさん、利賀へ集まりましょう。
　バドミントン協会では、昨年・今年とヨネックスチームの横山エミ、
大熊倫子（旧姓）選手を招き強化講習会を開催し（毎年 2月）ジュニア
から中学・高校生徒までを対象に競技力のレベルアップに努めておりま
す。参加した児童、生徒は目を丸くして、トレーニングや基礎打ち、試
合と取組んでくれました。南砺市出身で日本リーグ、実業団で活躍して
いる選手を目指し今後も皆で頑張っていきましょう。（Ｍ．Ｔ）　

　一昨年の 5月に広報部長を命ぜられ、早いものでもう2年の月
日が流れました。部会では体協だよりの発刊（年 3回）、ホーム
ページなどの活用で情報発信などを手掛けて参りました。ホーム
ページも新しく一新し、各競技協会の方々からの情報の発信地と
して、より多く活用出来るようにさせていただきました。体協だ
よりも18号を迎え、市が合併しても6年が過ぎた事になります。
昨年は合併 5 周年記念事業として市民体育大会も協賛事業とし
て開催でき、地域対抗戦（郡体）として、自分も選手として参加
し、楽しませていただきました。また、全国スポレクや、スポー
ツ講演会など数多くのイベントにも参加させていただきました。
　次年度には、より多くの情報を広報部から発信させていただき
たいと次期広報部にお願いし、終わりにしたいと思います。あり
がとうございました。（Ｍ．Ｋ）

編 集 後 記




