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部門 氏　名 所　属
高
校
〜
一
般
（
男
子
）

須河　宏紀
山﨑　崇史 山﨑木工㈱
竹原　義之
島田　正叡
高下　陽向 高岡向陵高校
稲塚　大祐 高岡向陵高校
五嶋　諒士 砺波高校

中
学
（
男
子
）

森田　彰伍 城端中学校
櫻井　優太 城端中学校
島田　知来 城端中学校
山本　恵大 平中学校
岡本　獅央 福野中学校

高
校
〜
一
般
（
女
子
）

須河沙央理
岡本千恵乃 湖南工業㈱
朝山　祐佳 南砺福野高校
真井樹里愛 南砺平高校
稲塚　麻衣 南砺平高校
湯浅　彩夢 南砺福光高校
宇野　百花 南砺福光高校

中
学
（
女
子
）

宮﨑　美樹 平中学校
三島　柚乃 城端中学校
山本茉由子 城端中学校
中家　鈴奈 城端中学校
中島　喜愛 城端中学校

小
学
男
子

渡辺　佑希 福光南部小学校
溝口　天俐 福光東部小学校
北島駿乃介 福光中部小学校
道海　爽実 福光中部小学校
三島　大橙 城端小学校
岡本　瑛汰 福野小学校
堀　　快晴 福光南部小学校

小
学
女
子

岡本　虹空 福野小学校
林　　咲花 城端小学校
三宅　優衣 城端小学校
堀川ひかり 城端小学校
三角　仁美 井波小学校
竹本　悠華 福野小学校
古仙　瑞妃 福野小学校

令和元年度　なんとスポーツ講演会

　11 月 10 日（日）に今回で最後となる富山県庁前と高岡市の読売新聞北陸支社を往
復する 18 区間　42.5ｋｍで競われた富山県駅伝競走大会が行われました。
　午前７時に福野庁舎前にて大会前の緊張の中、壮行式が行われ出場する選手・関係
者に力強い激励の言葉をいただき県庁に向け出発しました。
　午前 11 時に石井知事のスタートの合図により始まり、第１区はスタートから須河 
宏紀選手が、トップで次走者にタスキを渡し、大いに期待しました。しかし、他チー
ムの追い上げが厳しく、結果は
７位でありました。一人ひとり
が全力で走り切って戻って来て
くれました。富山県駅伝競走大
会は最後となってしまいました
が、今後の各種大会での南砺市
選手の活躍を期待いたします。

　富山県小学生駅伝競走大会が富山県駅
伝競走大会と同日に行われました。富山
県駅伝競走大会と同様にこの大会は、富
山県庁前をスタート・ゴールとし、県内
12 郡市対抗で、小学校 5,6 年生でチーム
編成し男女交互に 10 名が県庁周辺 900ｍのコースでタスキをつなぎました。また、
サポート選手による友好レースも行われ、これまでの練習の成果を発揮しました。
　練習会が悪天候のため何度か中止になりました。それでも自主練習をしてくれまし
た。大会では、みごと６位入賞とがんばってくれました。この大会も最後となってし
ましましたが、今後の子どもたちに「チームＮＡＮＴＯ」の活躍を期待いたします。

富山県駅伝競走大会 「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

第37回

　９月23日（月・祝）、福野文化創造センターヘリオスにおいて錣山部屋師匠で元関脇寺尾の錣山　
矩幸（しころやま　つねゆき）親方によるスポーツ講演会を開催したところ、約280名の参加があり
ました。
　東京都出身の錣山親方は、井筒昭男親方（元関脇鶴ヶ嶺）の三男として生まれ、高校２年の夏場所
千秋楽に母を亡くして大相撲入りを決意、母方の姓「寺尾」をシコ名にされました。
　講演会では､小学校時代にいじめられていた自分が、中学になっていざケンカをしてみると圧倒

的に自分が強かったことや、角界入り後も、体重を増やす
ために苦労した下積み時代の話から、入幕後の元横綱千代
の富士との思い出、当時大フィーバーの若貴兄弟の話な
ど、往年の相撲ファンにはとても興味深い話をしていだき
ました。
　講演会最後、会場からの質問コーナーでは、「富山県出身
の朝乃山についてどう思いますか」の質問に、「２、３年の
うちに大関に昇進するだろう。持っているものがすごい」
との言葉に、会場は大いに沸き講演会は終了しました。
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国民体育大会のスローガンは 1961 年秋田県で開催された第 16 回大会が始まりです。そのスローガンは「明るい国体」と単純明快な言葉でした。こ
こ近年では開催県にちなんだ言葉が入っているスローガンも多いようです。とやま※なんと国体20202「白銀の世界をかける風になれ」でした。

平野早矢香　卓球教室

①ジャイアントスラローム
　成年男子Ｂ　８位　室田　和馬
　成年男子Ｃ　１位　水口　雄太
②クロスカントリー
　成年男子Ａ（10kmクラシカル）　２位　宇田　彬人
　成年男子Ｂ（10kmクラシカル）　３位　清水　康平
　女子リレー４×５kmフリー
　　７位　宮木　真帆、宮崎　美樹、林　明日香、広瀬　悠
　成年男子リレー４×10kmフリー
　　１位　清水　康平、宇田　彬人、広瀬　崚、山下　陽暉

①ソフトテニス少年男子　団体
　　７位　尾山　仁哉、高田　　翼
②ライフル射撃競技
　成年男子 50ｍライフル三姿勢（120 発）
　　２位　長谷川　智彦
　成年男子 10ｍエア・ピストル（60 発）
　　８位　宮本　愛士
　成年女子 50ｍライフル伏射（60 発）
　　４位　長谷川　結子
　少年女子 10ｍエア・ライフル立射（60 発）
　　３位　山本　優里

第74回国民体育大会

いきいき茨城ゆめ国体2019
第75回国民体育大会　冬季大会スキー競技会

とやま・なんと国体2020

東京2020応援プログラム

◆富山県スポーツ少年団表彰（指導者表彰）
　10 年表彰 辻　純成（福野野球スポーツ少年団）
◆とやまジュニアスポーツ大賞
　優秀活動賞　城端ソフトテニススポーツ少年団

◆元気とやまスポーツ大賞
　中谷　有秀
　　（五箇山スポーツ少年団上平少年柔道教室　理事・育成会長）

　谷村　正拓（福光水泳スポーツ少年団　理事）

スポ少表彰

　2012 年ロンドンオリンピック女子団体銀メダリスト、
全日本卓球選手権の女子シングルスにおいて５度の優勝
など輝かしい経歴をもつ元日本代表の平野早矢香さんの
卓球教室が、初心者対象の「親子卓球教室」、市内の小
中学生を対象にした「ジュニア卓球教室」の２部構成で
開催されました。
　「親子卓球教室」では、親子でダブルスを組み、たく
さんラリーを続けることを目標に行いました。和気あい
あいとした雰囲気の中、平野さんがすべての親子に声を
掛けていらっしゃいました。
　小中学生約 60 名が参加した「ジュニア卓球教室」では、
平野さんが練習する子
ども達の卓球台を回り
ながら、フォアハンド
やバックハンドなどの
技術のポイントについ
てアドバイスを送って
くださいました。
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スキーの歴史は古く、発祥として紀元前 2500 年ころから積雪期に交通手段、あるいは獲物を追って雪の山野を移動する手段と推定されている。古代
スキーと思われるものが北欧をはじめとしてシベリア・中国・朝鮮半島・樺太などの広範囲で発見されているそうです。日本には明治時代後期の
1890年代ころ、オーストリア陸軍少佐らによって普及されたそうです。

① スピード玉入れ……200個の玉を玉入れかごに入れ、タイムを競う
② 台風の目……………１本の棒を持ち、定められたコースを走りタイムを競う
③ ざ・しっぽとり……指導者対抗しっぽとり。しっぽを多く取得したチームが勝利！
④ チーム対抗こおりおに合戦……おにに捕まらなかった団員が多い団が勝ち。
⑤ 運も味方レース……選手全員参加リレー

全体交流

　８月 17 日・18 日の両日、常滑市・南砺市スポー
ツ少年団交流会を開催しました。今までは種目が
限定されていたのですが、今年は種目にこだわら
ず誰もが参加できるように、募集したところ、今
まで参加できなかった団からも参加がありました。
　常滑に到着すると、みんなができるスポーツ交
流を行いました。グループにわかれ、バドミントン、
カローリングなどで常滑市との団員と競い合いな
がら交流を深めることができました。宿泊施設の
海岸のそばの波打ち際で遊んだりもしました。
　次の日は、ヨット乗船です。セントレア空港か
ら飛行機が飛び立ったすぐ下で飛行機を見ること
が出来、とても感動しました。
　２日間楽しく両市の団員で交流できました。
　来年は、南砺市でスキー交流会を行います。

　第４回となるスポーツ少年団全体交流会大運動会が
11 月 30 日（土）、福野体育館で開催されました。

　市内から 450 名の団員が終結した大運動会。班分け
は同じ支部の団員ではありません。でも違う支部の団
員たちと応援したり、協力しながら楽しんでいました。

　11 月 17 日（日）金沢市・南砺市スポーツ少年団
交流会は金沢市で行われました。
　昨年南砺市に来られた「米泉卓球スポーツ少年
団」「エンデバーメイトスポーツ少年団」との交流
です。午前中は、男女に分かれて、中学生、５・
６年生の部と３・４年生の部に分かれて、リーグ戦、
決勝トーナメントが行われました。
　両市の卓球のレベルが非常に高く、各コートで
白熱した試合が行われました。
　試合終了後、クイズ大会も行われ、意外と難し
いクイズがあり、なかなか答えることができなかっ
た問題もありました。昼食後は名刺交換会を行い、
少し恥ずかしながらも、自己紹介をしながら楽し
くお互いの名刺を交換して
いました。楽しい交流もあっ
と言う間に終わりました。

第４回

常滑市と交流 金沢市と交流

南砺市スポーツ少年団
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各種目協会のみなさんへ　ホームページを活用して下さい。

南砺市南砺市南砺市

スポーツ少年
団

団員募集 !!!

　とやま＊なんと国体 2020 が無事終
了いたしました。
　今年の冬は、２月まではほとんど雪
が降らず開催がなかなか決定出来ずに

開催が危ぶまれる状況でした。
　富山県、南砺市職員の方、県スキー連盟の役員の方々の気苦労は
計り知れないものだったと思います。
　また、地元のスキー協会、スキークラブの方々の連日のコースへ
の雪入れのご苦労があったからこそ願いが通じ、大会数日前に雪が
舞い降りてくれました。
　代表選手諸君も遺憾なく力を発揮してくれました。
　選手の活躍、大会関係者の熱意、努力を目のあたりに見た子供た
ち、観戦された方々か゛今後、スポーツに対する理解が深まること
を願います。
　大会関係者の皆様、お疲れ様でした。
　裏方があってのスポーツであることを皆様にお伝えてしていきた
いと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｏ.Ｔ）

　「とやま＊なんと国体 2020」は南砺市民ならずとも沢山の皆さん
に感動を与え、生で一流選手の競技を観戦出来た地元ジュニア選手
にもいい刺激となったことだろう。南砺市体育協会でも選手の育成
強化にはそれなりに予算もつけて力を入れてきた。来年度は新たに
「ジュニアアスリート事業」を小学３年生まで学年を下げて取組む
ことになる。理事会では６年に渡り実施してきたこの事業に成果が
出ているのかという意見も出た。スポーツ少年団、中学校の部活動、
南砺市出身の高校生や大学生、一般、どの世代にどういった選手が
育って来ているのか各競技別に一度検証してみるのものいいかも知
れない。そして南砺市体育協会の強化事業が実を結び、次代を担う
南砺市のジュニア世代から将来また私たちを感動させてくれるよう
な素晴らしいアスリートが何人も育って来てくれることを期待した
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（C.T）

編 集 後 記

南砺市民体育大会開催のお知らせ ６月14日（日）～６月21日（日）

■対　象　スポーツ、文化、ボランティア活動、地域活動等を行う４名以上のグループ
■保険料　◆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 …… 　800 円
　　　　　◆高齢者（65 歳以上）のグループ ………………………………………………… 1,200 円
　　　　　◆成人のスポーツグループ …………………………………………………………… 1,850 円

　南砺市内の小学５、６年生！
将来アスリートとして活躍して
いただけるステップとして必要
なトレーニングを専門の先生か
ら習得するよい機会です。あな
たの参加を待っています。

　新規事業として南砺市内の小
学３、４年生！運動嫌いの子ど
もたち、何か運動したいけどガッ
ツリはやりたくないけど何かし
たい！と思っている子どもたち
ぜひ参加しませんか。楽しく運
動しましょう。

　年少から 2 年生までそれぞれの学年で
親子 20 組を募集します。幼児期に身につ
けたい運動スキルの入った親子で楽しむ
運動遊びを提案します。富山大学のお兄
さんやお姉さんも加わり、親子で一緒に
身体を動かし、わくわくする時間を過ご
しませんか？

事務局／南砺市苗島 4880 体育協会内　TEL 22-2299　FAX 22-2259

下記の各支部連絡先まで

南砺市スポーツ少年団本部

お 問 合 せ

スポーツ安全保険に加入しませんか？
スポーツ活動の普及に伴い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。

（公財）スポーツ安全協会　富山県支部　TEL（076）429－1230お問合せ

（一人あたりの年額）

第16回 中心会期

南砺市体育協会強化事業

ＮＡＮＴＯから世界へ
！

遊んで動いて楽しもう！

・福野支部……福野体育館 TEL 22-1115　FAX 22-1132
・井波支部……井波社会体育館 TEL 82-5026　FAX 82-5042
・城端支部……城南屋内グラウンド TEL 62-2701　FAX 62-2718
・福光支部……福光体育館 TEL 52-2831　FAX 52-7782
・五箇山支部……平行政センター TEL 66-2131　FAX 66-2130
　　　　　　　　上平行政センター TEL 67-3211　FAX 67-3030
・利賀支部…利賀複合教育施設「アーパス」
 TEL 68-2016　FAX 68-2875

……


