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編 集 後 記
　ある大会のことです。「あり
がとう、また来るね。」と言っ
て体育館を帰って行かれました。

　2000年富山国体の翌年から始まったオープン大会です。普
段何気なく使っている『ありがとう』が、とても心に残り大会
まだの苦労が吹き飛ぶような言葉でした。関係者の皆さん、
ありがとうございました。　（Ｋ・Ｓ）

　だんだんと肌寒くなり、今年もあと１カ月となりました。
先月行われた山口国体ライフル射撃競技では、高校生が頑
張ってくれた結果、3名入賞しました。入賞おめでとうござ
います。この頑張りに私も選手として来年国体に出場して入
賞目指してがんばろう！という気持ちになりました。また、
指導者として将来、国体出場を目指してくれる、小・中学生
の指導もしっかりやっていこうと思いました。　（Ｄ・Ｔ）

　山々の稜線を吹く風を受け、8月28日（日）たいらクロスカン
トリーコースにおいて「第23回たいらクロスカントリー大
会」が、2 ･ 4 ･ 5 ･10㎞の男女年代別に設けられた14種目で起
伏に富んだ林間コースで開催されました。
　今回は東日本大震災を考慮し開催中止も検討されました
が、福島県より 5 名の参加と県内外の小学 1 年生から75歳ま
で過去最大の参加でした。
　コースには厳しい上り坂もありますが、時折心地よい涼風
と樹間よりの陽光を受け駆け抜けながらも、さすがに暑さと
の戦いであったようで、レース後はかき氷や手打ちそばが好
評で長蛇の列となっていました。
　大会は年々盛会になり、参加者の方に楽しんでいただく抽
選会を行ない、参加ランナーには安全で安心な大会を提供
し、世界遺産五箇山の観光の一助となればと願っています。

　源の義経の家来であった弁慶が持っていたのがなぎなたです。なぎ
なたとはどんなものか、といえば“西洋のフェンシング”“日本の剣
道”に似て以て非なるもの、でしょうか。試合方法や装束は剣道と殆
ど同じですが、最大の違いはその武器です。刃部と柄部からなり長さ
約210～225センチもあるなぎなたは日本の伝統的な武器の一つであ
り、10～11世紀頃の戦場で活躍し、江戸時代以降は女子の護身用とし
て普及しました。
　その「なぎなた」を修練している大和撫子の集まりが「なぎなたス
ポーツ少年団」です。現在の団員は福野地域の小学生女子が毎週火・
土曜日に南砺市福野体育館で練習を行っています。日本武道館で行わ
れる「全日本少年少女武道練成大会」に出場するなど、合宿練習やぜ
んざい会など楽しい行事も多く行っています。卒団生には、国体選手
となり全国レベルで活躍している選手も多く巣立っています。また、
指導者には80～20歳代の幅広い年代層が揃い、生涯を通じて鍛練でき
るスポーツであるともいえるでしょう。
　地域の枠を超え、南砺市の皆さんが入団できますので、ぜひ一度見
学してみませんか？背筋がピシッと伸びた、素敵な淑女たちに出会え
ますよ。

　南砺市卓球協会では、卓球の普及・振興及び選手の育成・強化を図る
と共に、広く市民生活にも寄与しつつ、会員相互の健康増進と体力の向
上を図ることを旨とし、各種大会や強化事業を開催しております。秋に
行われるラージボール卓球オープン大会は近隣市町村からも多数の参加
があり、技術向上や親睦を図る有意義な大会となっております。
　これからも事業の充実化、運営の強化を図り、皆様方に愛される協会
を目指してまいります。

　南砺市陸上競技協会は、富山陸上競技協会に審判員と
して登録している者を主な会員としています。
　協会内には、ジュニア層を中心とした競技力の強化を
図る強化部。市民体育大会などの競技会を運営する競技
部。審判の養成や各種大会へ派遣する審判部。南砺市駅
伝競走大会の運営や富山県駅伝競走大会に市を代表する
チームを編成して出場する駅伝部の 4つの部会があり、
それぞれ相互協力しながら南砺市における陸上競技の普
及発展に努めています。

　各競技協会から発信される、大会
案内・大会結果、スポーツ少年団の
活動状況がわかります。
　ぜひ、ご覧ください。

「なぎなた」競技ってご存じですか？

卓球協会

　城南スタジアムに隣接する城南ターゲット・バードゴ
ルフ場は県内唯一の常設コースです。日曜の午後は定期
練習、そして毎月、月例会を開催しています。
　これまでに全国大会に何度も参加し、多くの仲間と出
あいました。北陸 3県はもちろん、新潟、岐阜、三重、
山形県多くの仲間たちと交流を深めながら大会に参加し
ています。お酒と遊びが大好きな集まりです。新規会員
募集中です‼ゴルフクラブ 1 本で楽しめます。一度プ
レーしましょう！

ターゲット・バードゴルフ協会

南砺市陸上競技協会

南砺市体育協会の南砺市体育協会の
ホームページを活用ください。ホームページを活用ください。
南砺市体育協会の南砺市体育協会の
ホームページを活用ください。ホームページを活用ください。
南砺市体育協会の
ホームページを活用ください。

◉北野天満宮マラソン大会
◉福野元旦マラソン
◉福光元旦マラソン

…北野スポーツ振興会（62ｰ1542）
……………福 野 体 育 館（22ｰ1131）
……………福 光 体 育 館（52ｰ2831）

詳しくは上記連絡先におたずねください。

　今年は天候に恵まれず、あいにくの雨の
スタートとなりました。南砺市長をはじ
め、武田県議、山瀬市議、赤池市議、水内
市議の特別参加もあり、盛大に開催されま
した。小学生41チームの中には富山市、砺
波市からの参加もありました。沿道からの
声援に子供達も勇気づけられ、どのチーム
も最後まで完走できました。

　一般の部では少し参加チームが少なかったようです
が、永遠と続く上り坂、上りが終われば、永遠と続く、
下り坂。コースの変更はありませんでしたが、大変頑
張っていただき、ありがとうございました。
　来年もたくさんのチームが参加していただけますよ
う、より良い大会をめざしていきたいと思っています。

南砺市駅伝競走大会南砺市駅伝競走大会南砺市駅伝競走大会第３回第３回

 Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ  Ｊｒ．A フラット Ａ．Ｃ．Ｊｒ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ  Ｊｒ．B

 自主自立 不 不屈 チームストライド

 自主自立 誠心誠意 不 不屈

 城端陸上競技クラブ 南砺平高校スキー部Ａ チームMAC Ⓐ 男

 Ｄｒｅａｍ☆Ｔｅａｍ チームMAC Ⓐ 女 チームMAC Ⓔ 女

小 学 生 の 部

中 学 男 子 の 部

中 学 女 子 の 部

高校一般男子の部

高校一般女子の部

1　位 2　位 3　位

体協
HP

なぎなた協会

６９２名６９２名が駆けた、第23回たいら駆けた、第23回たいら
クロスカントリー大会クロスカントリー大会
６９２名６９２名が駆けた、第23回たいら駆けた、第23回たいら
クロスカントリー大会クロスカントリー大会
６９２名が駆けた、第23回たいら
クロスカントリー大会

◉北野天満宮マラソン大会 北 ポ 振 会（

来年のお正月は来年のお正月は
南砺市のマラソン大会から☀南砺市のマラソン大会から☀
来年のお正月は来年のお正月は
南砺市のマラソン大会から☀南砺市のマラソン大会から☀
来年のお正月は
南砺市のマラソン大会から☀
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一口メモ ②一口メモ ①
卓球の起源は１９世紀後半イギリスの｢貴族｣の遊びがスポーツに発展したとか・・テニスが雨でできなくなり、室内のテーブルでで
きないかと考えられ、卓球が誕生したのです。テーブルテニス！！納得。。。
確かにテニスと同様とてもハードで玉も早くついていけないです。

南砺市で盛んなビームライフル。銃にはとても厳しい日本で、射撃競技を普及するために開発された競技です。鉛汚染を防ぐた
め、誰でもできるスポーツです。
　福光体育館では体験会なども開催され、小学生も頑張っています。国体競技、オリンピック競技にもなっています。一度体験
されてはいかがですか？

スポレクｉｎなんと！スポレクｉｎなんと！スポレクｉｎなんと！スポレクｉｎなんと！スポレクｉｎなんと！ 第２８回富山県中学校駅伝競走大会で第２８回富山県中学校駅伝競走大会で
南砺市勢頑張る南砺市勢頑張る
第２８回富山県中学校駅伝競走大会で
南砺市勢頑張る

　11月5日（土）井波社会体育館周辺にて約1,000名程の
参加があり盛況に開催されました。｢元気とやまスポ
レク交流会｣では、ラージボール卓球の交流試合が開
催され、｢元気とやまウォークラリー｣では石井県知
事も参加し、井波地域の 2 キロコースを歩かれまし
た。｢スポレクinなんと｣では12種類の多彩なニュー
スポーツ体験ができました。この中から生涯スポー
ツとしてできるスポーツがみつかるといいですね。

　今年の中学校駅伝競走大会で南砺市内の優勝はなかった
ものの、男子・女子ともに好成績な結果でした。
　夏休みから練習を頑張った成果が発揮されました。

　 5月28～29日にかけ、福野支部スポーツ少年団が石
川県能登町を訪問し、交流してきました。
　この交流会では、能都支部とのスポーツ交流、団員
宅へ行き、民泊に行い交流を行います。同じスポーツ
をしている団員宅でもあり、年齢も同じ、他県で友達
が出来るということはとても嬉しいことです。
　29日には恒例の運動会。色別にチームが分けられ、
どの団員も負けないように頑張っていました。

　優良体育・スポーツ団体として受賞
されました。全日本綱引選手権大会に
おける優勝をはじめ、数多くの大会で
優秀な成績をあげていることや、若い
年代の方に振興に寄与していることな
どから表彰を受けられました。

＜男子＞

４位　平中学校
５位　福光中学校
８位　福野中学校
９位　城端中学校

スポーツ少年団スポーツ少年団

久保　結子　立命館大学1年
ライフル射撃　成年女子　伏射　10位

山森　信人　南砺総合福光高等学校3年
ライフル射撃　少年男子　10ｍエア・ライフル立射　6位

大久保諒一　南砺総合福光高等学校3年
ライフル射撃　少年男子　ビーム・ピストル　7位

丹羽　香織　南砺総合福野高等学校3年　
なぎなた　少年女子　演技7位

堀　　唯奈　南砺総合福野高等学校3年　
なぎなた　少年女子　演技7位

能登町交流

　 7月30～ 8 月 1 日にかけ、福野支部スポーツ少年団
が香川県多度津町を訪問し、交流してきました。
　今年は 3月11日に痛ましい災害が日本でおき、未だ
に復興や放射能汚染で毎日のニュースがつきません。
子供達にはこの災害を忘れてほしくはないと支部長の
希望から、広島の原爆ドーム・平和記念館、神戸港震
災メモリアルパークの見学を取り入れ交流会ばかりで
はなく、いろんな社会勉強も行ってきました。
　スポーツ交流会も行い、団員の減少もあり、チーム
が作れない団もありましたが、多度津の子供たちと
チームを組み試合が出来て、とても楽しそうでした。
交流会ができ、とても楽しいスポーツ少年団です。入
団して、交流会にも参加しませんか。

多度津町交流

　 8月20～21日にかけ、福光支部スポーツ少年団が愛
知県常滑市を訪問し、交流してきました。
　天気が悪く、なんとかサッカー団員での交流試合は
できました。グラウンドコンディションは非常に悪
く、ボールが飛ばず、四苦八苦しながらの試合となり
ました。夜も雨にみまわれ、楽しみにしていた花火大
会も中止かと思われましたが、花火を見る事ができま
した。
　次の日、天気も大丈夫だとはりきって、ヨット乗場
に行きました。順番を待ちヨットに乗って、5 分もた
たないうちにどしゃぶりの雨！全身ずぶ濡れになり大
変でした。20年以上も続いている交流会でこんなに雨
に悩まされた交流会は初めてだということです。

常滑市交流

　 7月17日、福光支部剣道スポーツ少年団が石川県金
沢市を訪問し、交流してきました。
　午前にはスポーツ交流を行い、午後からはプラネタ
リュームの見学をしてきました。団員たちは名刺交換
を行うなど、個々に交流会を楽しんでいました。

金沢交流

交流会！交流会！交流会！交流会！交流会！

第６６回国民体育大会

富山県駅伝競走大会富山県駅伝競走大会富山県駅伝競走大会
第29回

　11月13日（日）どんよりとした暗い朝。いかにも雨が降りそうな天気です。なんとか、競技中だけは降らないでほしいと
思いながら、福野行政センター前での壮行会を行い、富山へと向かいました。富山に着いたと同時くらいに雨が降り出して
きました。とにかく、選手の皆には
頑張ってもらうしかないと・・・ス
タート11時には雨もあがり、好ス
タートができました。
　今年はどこの郡市が勝つかわから
ない、ハイレベルな大会でした。南
砺市チームも主力の一般選手も帰っ
てきてくれ、とても嬉しかったで
す。中・高校生も皆とてもがんばっ
てくれました。しかし、結果は 8
位！選手のみんなも悔しかったこと
と思います。来年は30回大会と記
念大会になります。さらなる熱い大
会繰り広げられることでしょう。

城端綱引クラブが

中山　祐作 北海道大学院
山﨑　崇史 山﨑木工㈱
嶋田　将樹 となみ総合支援学校
安藤　優気 高岡向陵高校
山下　孝之 高岡向陵高校
堂口　一織 富山高校
山田　尚輝 福野中学校
竹原　義之 平中学校
高田　隼斗 城端中学校
北山　慎也 城端中学校
山田　憲満 城端中学校
中畑　道廣 城端中学校

 部　門 氏　　名 所　　属

 高校～
一般
（男子）

中学
（男子）

 部　門 氏　　名 所　　属

 高校～
一般
（女子）

中学
（女子）

佐々木麗奈 龍谷富山高校
和田　素子 富山大学
竹原　春佳 砺波高校
橋場　　唯 南砺福野高校
石﨑昌美代 高岡工芸高校
浅地　千帆 南砺平高校
小千田晴海 平中学校
境　　美月 城端中学校
浅地　李佳 城端中学校
山本　千絵 城端中学校
林　明日香 城端中学校
水口　彩香 福光中学校

＜女子＞

３位　城端中学校
５位　吉江中学校

た

　優良体育・スポーツ団体として受賞
されました。全日本綱引選手権大会に
おける優勝をはじめ、数多くの大会で

ライフル射撃　少年男子　10ｍエアライフル立射　6位 なぎなた　少年女子　演技7位

城端綱引クラブが
富山県教育功労表彰受賞！

同時開催「元気とやまスポレク交流会」「元気とやまスポレク交流会」
「元気とやまウォークラリー」「元気とやまウォークラリー」同時開催
「元気とやまスポレク交流会」
「元気とやまウォークラリー」

入賞おめでとう！！
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一口メモ ②一口メモ ①
卓球の起源は１９世紀後半イギリスの｢貴族｣の遊びがスポーツに発展したとか・・テニスが雨でできなくなり、室内のテーブルでで
きないかと考えられ、卓球が誕生したのです。テーブルテニス！！納得。。。
確かにテニスと同様とてもハードで玉も早くついていけないです。

南砺市で盛んなビームライフル。銃にはとても厳しい日本で、射撃競技を普及するために開発された競技です。鉛汚染を防ぐた
め、誰でもできるスポーツです。
　福光体育館では体験会なども開催され、小学生も頑張っています。国体競技、オリンピック競技にもなっています。一度体験
されてはいかがですか？

スポレクｉｎなんと！スポレクｉｎなんと！スポレクｉｎなんと！スポレクｉｎなんと！スポレクｉｎなんと！ 第２８回富山県中学校駅伝競走大会で第２８回富山県中学校駅伝競走大会で
南砺市勢頑張る南砺市勢頑張る
第２８回富山県中学校駅伝競走大会で
南砺市勢頑張る

　11月5日（土）井波社会体育館周辺にて約1,000名程の
参加があり盛況に開催されました。｢元気とやまスポ
レク交流会｣では、ラージボール卓球の交流試合が開
催され、｢元気とやまウォークラリー｣では石井県知
事も参加し、井波地域の 2 キロコースを歩かれまし
た。｢スポレクinなんと｣では12種類の多彩なニュー
スポーツ体験ができました。この中から生涯スポー
ツとしてできるスポーツがみつかるといいですね。

　今年の中学校駅伝競走大会で南砺市内の優勝はなかった
ものの、男子・女子ともに好成績な結果でした。
　夏休みから練習を頑張った成果が発揮されました。

　 5月28～29日にかけ、福野支部スポーツ少年団が石
川県能登町を訪問し、交流してきました。
　この交流会では、能都支部とのスポーツ交流、団員
宅へ行き、民泊に行い交流を行います。同じスポーツ
をしている団員宅でもあり、年齢も同じ、他県で友達
が出来るということはとても嬉しいことです。
　29日には恒例の運動会。色別にチームが分けられ、
どの団員も負けないように頑張っていました。

　優良体育・スポーツ団体として受賞
されました。全日本綱引選手権大会に
おける優勝をはじめ、数多くの大会で
優秀な成績をあげていることや、若い
年代の方に振興に寄与していることな
どから表彰を受けられました。

＜男子＞

４位　平中学校
５位　福光中学校
８位　福野中学校
９位　城端中学校

スポーツ少年団スポーツ少年団

久保　結子　立命館大学1年
ライフル射撃　成年女子　伏射　10位

山森　信人　南砺総合福光高等学校3年
ライフル射撃　少年男子　10ｍエア・ライフル立射　6位

大久保諒一　南砺総合福光高等学校3年
ライフル射撃　少年男子　ビーム・ピストル　7位

丹羽　香織　南砺総合福野高等学校3年　
なぎなた　少年女子　演技7位

堀　　唯奈　南砺総合福野高等学校3年　
なぎなた　少年女子　演技7位

能登町交流

　 7月30～ 8 月 1 日にかけ、福野支部スポーツ少年団
が香川県多度津町を訪問し、交流してきました。
　今年は 3月11日に痛ましい災害が日本でおき、未だ
に復興や放射能汚染で毎日のニュースがつきません。
子供達にはこの災害を忘れてほしくはないと支部長の
希望から、広島の原爆ドーム・平和記念館、神戸港震
災メモリアルパークの見学を取り入れ交流会ばかりで
はなく、いろんな社会勉強も行ってきました。
　スポーツ交流会も行い、団員の減少もあり、チーム
が作れない団もありましたが、多度津の子供たちと
チームを組み試合が出来て、とても楽しそうでした。
交流会ができ、とても楽しいスポーツ少年団です。入
団して、交流会にも参加しませんか。

多度津町交流

　 8月20～21日にかけ、福光支部スポーツ少年団が愛
知県常滑市を訪問し、交流してきました。
　天気が悪く、なんとかサッカー団員での交流試合は
できました。グラウンドコンディションは非常に悪
く、ボールが飛ばず、四苦八苦しながらの試合となり
ました。夜も雨にみまわれ、楽しみにしていた花火大
会も中止かと思われましたが、花火を見る事ができま
した。
　次の日、天気も大丈夫だとはりきって、ヨット乗場
に行きました。順番を待ちヨットに乗って、5 分もた
たないうちにどしゃぶりの雨！全身ずぶ濡れになり大
変でした。20年以上も続いている交流会でこんなに雨
に悩まされた交流会は初めてだということです。

常滑市交流

　 7月17日、福光支部剣道スポーツ少年団が石川県金
沢市を訪問し、交流してきました。
　午前にはスポーツ交流を行い、午後からはプラネタ
リュームの見学をしてきました。団員たちは名刺交換
を行うなど、個々に交流会を楽しんでいました。

金沢交流

交流会！交流会！交流会！交流会！交流会！

第６６回国民体育大会

富山県駅伝競走大会富山県駅伝競走大会富山県駅伝競走大会
第29回

　11月13日（日）どんよりとした暗い朝。いかにも雨が降りそうな天気です。なんとか、競技中だけは降らないでほしいと
思いながら、福野行政センター前での壮行会を行い、富山へと向かいました。富山に着いたと同時くらいに雨が降り出して
きました。とにかく、選手の皆には
頑張ってもらうしかないと・・・ス
タート11時には雨もあがり、好ス
タートができました。
　今年はどこの郡市が勝つかわから
ない、ハイレベルな大会でした。南
砺市チームも主力の一般選手も帰っ
てきてくれ、とても嬉しかったで
す。中・高校生も皆とてもがんばっ
てくれました。しかし、結果は 8
位！選手のみんなも悔しかったこと
と思います。来年は30回大会と記
念大会になります。さらなる熱い大
会繰り広げられることでしょう。

城端綱引クラブが

中山　祐作 北海道大学院
山﨑　崇史 山﨑木工㈱
嶋田　将樹 となみ総合支援学校
安藤　優気 高岡向陵高校
山下　孝之 高岡向陵高校
堂口　一織 富山高校
山田　尚輝 福野中学校
竹原　義之 平中学校
高田　隼斗 城端中学校
北山　慎也 城端中学校
山田　憲満 城端中学校
中畑　道廣 城端中学校

 部　門 氏　　名 所　　属

 高校～
一般
（男子）

中学
（男子）

 部　門 氏　　名 所　　属

 高校～
一般
（女子）

中学
（女子）

佐々木麗奈 龍谷富山高校
和田　素子 富山大学
竹原　春佳 砺波高校
橋場　　唯 南砺福野高校
石﨑昌美代 高岡工芸高校
浅地　千帆 南砺平高校
小千田晴海 平中学校
境　　美月 城端中学校
浅地　李佳 城端中学校
山本　千絵 城端中学校
林　明日香 城端中学校
水口　彩香 福光中学校

＜女子＞

３位　城端中学校
５位　吉江中学校

た

　優良体育・スポーツ団体として受賞
されました。全日本綱引選手権大会に
おける優勝をはじめ、数多くの大会で

ライフル射撃　少年男子　10ｍエアライフル立射　6位 なぎなた　少年女子　演技7位

城端綱引クラブが
富山県教育功労表彰受賞！

同時開催「元気とやまスポレク交流会」「元気とやまスポレク交流会」
「元気とやまウォークラリー」「元気とやまウォークラリー」同時開催
「元気とやまスポレク交流会」
「元気とやまウォークラリー」

入賞おめでとう！！
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編 集 後 記
　ある大会のことです。「あり
がとう、また来るね。」と言っ
て体育館を帰って行かれました。

　2000年富山国体の翌年から始まったオープン大会です。普
段何気なく使っている『ありがとう』が、とても心に残り大会
まだの苦労が吹き飛ぶような言葉でした。関係者の皆さん、
ありがとうございました。　（Ｋ・Ｓ）

　だんだんと肌寒くなり、今年もあと１カ月となりました。
先月行われた山口国体ライフル射撃競技では、高校生が頑
張ってくれた結果、3名入賞しました。入賞おめでとうござ
います。この頑張りに私も選手として来年国体に出場して入
賞目指してがんばろう！という気持ちになりました。また、
指導者として将来、国体出場を目指してくれる、小・中学生
の指導もしっかりやっていこうと思いました。　（Ｄ・Ｔ）

　山々の稜線を吹く風を受け、8月28日（日）たいらクロスカン
トリーコースにおいて「第23回たいらクロスカントリー大
会」が、2 ･ 4 ･ 5 ･10㎞の男女年代別に設けられた14種目で起
伏に富んだ林間コースで開催されました。
　今回は東日本大震災を考慮し開催中止も検討されました
が、福島県より 5 名の参加と県内外の小学 1 年生から75歳ま
で過去最大の参加でした。
　コースには厳しい上り坂もありますが、時折心地よい涼風
と樹間よりの陽光を受け駆け抜けながらも、さすがに暑さと
の戦いであったようで、レース後はかき氷や手打ちそばが好
評で長蛇の列となっていました。
　大会は年々盛会になり、参加者の方に楽しんでいただく抽
選会を行ない、参加ランナーには安全で安心な大会を提供
し、世界遺産五箇山の観光の一助となればと願っています。

　源の義経の家来であった弁慶が持っていたのがなぎなたです。なぎ
なたとはどんなものか、といえば“西洋のフェンシング”“日本の剣
道”に似て以て非なるもの、でしょうか。試合方法や装束は剣道と殆
ど同じですが、最大の違いはその武器です。刃部と柄部からなり長さ
約210～225センチもあるなぎなたは日本の伝統的な武器の一つであ
り、10～11世紀頃の戦場で活躍し、江戸時代以降は女子の護身用とし
て普及しました。
　その「なぎなた」を修練している大和撫子の集まりが「なぎなたス
ポーツ少年団」です。現在の団員は福野地域の小学生女子が毎週火・
土曜日に南砺市福野体育館で練習を行っています。日本武道館で行わ
れる「全日本少年少女武道練成大会」に出場するなど、合宿練習やぜ
んざい会など楽しい行事も多く行っています。卒団生には、国体選手
となり全国レベルで活躍している選手も多く巣立っています。また、
指導者には80～20歳代の幅広い年代層が揃い、生涯を通じて鍛練でき
るスポーツであるともいえるでしょう。
　地域の枠を超え、南砺市の皆さんが入団できますので、ぜひ一度見
学してみませんか？背筋がピシッと伸びた、素敵な淑女たちに出会え
ますよ。

　南砺市卓球協会では、卓球の普及・振興及び選手の育成・強化を図る
と共に、広く市民生活にも寄与しつつ、会員相互の健康増進と体力の向
上を図ることを旨とし、各種大会や強化事業を開催しております。秋に
行われるラージボール卓球オープン大会は近隣市町村からも多数の参加
があり、技術向上や親睦を図る有意義な大会となっております。
　これからも事業の充実化、運営の強化を図り、皆様方に愛される協会
を目指してまいります。

　南砺市陸上競技協会は、富山陸上競技協会に審判員と
して登録している者を主な会員としています。
　協会内には、ジュニア層を中心とした競技力の強化を
図る強化部。市民体育大会などの競技会を運営する競技
部。審判の養成や各種大会へ派遣する審判部。南砺市駅
伝競走大会の運営や富山県駅伝競走大会に市を代表する
チームを編成して出場する駅伝部の 4つの部会があり、
それぞれ相互協力しながら南砺市における陸上競技の普
及発展に努めています。

　各競技協会から発信される、大会
案内・大会結果、スポーツ少年団の
活動状況がわかります。
　ぜひ、ご覧ください。

「なぎなた」競技ってご存じですか？

卓球協会

　城南スタジアムに隣接する城南ターゲット・バードゴ
ルフ場は県内唯一の常設コースです。日曜の午後は定期
練習、そして毎月、月例会を開催しています。
　これまでに全国大会に何度も参加し、多くの仲間と出
あいました。北陸 3県はもちろん、新潟、岐阜、三重、
山形県多くの仲間たちと交流を深めながら大会に参加し
ています。お酒と遊びが大好きな集まりです。新規会員
募集中です‼ゴルフクラブ 1 本で楽しめます。一度プ
レーしましょう！

ターゲット・バードゴルフ協会

南砺市陸上競技協会

南砺市体育協会の南砺市体育協会の
ホームページを活用ください。ホームページを活用ください。
南砺市体育協会の南砺市体育協会の
ホームページを活用ください。ホームページを活用ください。
南砺市体育協会の
ホームページを活用ください。

◉北野天満宮マラソン大会
◉福野元旦マラソン
◉福光元旦マラソン

…北野スポーツ振興会（62ｰ1542）
……………福 野 体 育 館（22ｰ1131）
……………福 光 体 育 館（52ｰ2831）

詳しくは上記連絡先におたずねください。

　今年は天候に恵まれず、あいにくの雨の
スタートとなりました。南砺市長をはじ
め、武田県議、山瀬市議、赤池市議、水内
市議の特別参加もあり、盛大に開催されま
した。小学生41チームの中には富山市、砺
波市からの参加もありました。沿道からの
声援に子供達も勇気づけられ、どのチーム
も最後まで完走できました。

　一般の部では少し参加チームが少なかったようです
が、永遠と続く上り坂、上りが終われば、永遠と続く、
下り坂。コースの変更はありませんでしたが、大変頑
張っていただき、ありがとうございました。
　来年もたくさんのチームが参加していただけますよ
う、より良い大会をめざしていきたいと思っています。

南砺市駅伝競走大会南砺市駅伝競走大会南砺市駅伝競走大会第３回第３回

 Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ  Ｊｒ．A フラット Ａ．Ｃ．Ｊｒ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ  Ｊｒ．B

 自主自立 不 不屈 チームストライド

 自主自立 誠心誠意 不 不屈

 城端陸上競技クラブ 南砺平高校スキー部Ａ チームMAC Ⓐ 男

 Ｄｒｅａｍ☆Ｔｅａｍ チームMAC Ⓐ 女 チームMAC Ⓔ 女

小 学 生 の 部

中 学 男 子 の 部

中 学 女 子 の 部

高校一般男子の部

高校一般女子の部

1　位 2　位 3　位

体協
HP

なぎなた協会

６９２名６９２名が駆けた、第23回たいら駆けた、第23回たいら
クロスカントリー大会クロスカントリー大会
６９２名６９２名が駆けた、第23回たいら駆けた、第23回たいら
クロスカントリー大会クロスカントリー大会
６９２名が駆けた、第23回たいら
クロスカントリー大会

◉北野天満宮マラソン大会 北 ポ 振 会（

来年のお正月は来年のお正月は
南砺市のマラソン大会から☀南砺市のマラソン大会から☀
来年のお正月は来年のお正月は
南砺市のマラソン大会から☀南砺市のマラソン大会から☀
来年のお正月は
南砺市のマラソン大会から☀
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