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ラグビーＷ杯イングランド大会で、日本チームは最強豪の南アフリカとの初戦で、歴史的な逆転
勝利で世界中を沸かせ年間ファン投票で「Ｗ杯最高の瞬間」賞に輝きました。その舞台で稲垣啓太
選手（新潟工高出、パナソニック）はスクラムの最前線で大活躍するなど、予選１次リーグ３勝１
敗の全４試合に出場し日本チームの快進撃に大きく貢献しました。
写真＝劇的な逆転勝利の試合後に記念撮影する稲垣選手（前列左から 4 人目）ら日本代表

日本代表の稲垣選手、歴史的な快進撃に奮戦

「最高の瞬間」の最前線で活躍
新潟市体育協会会報 第39号

地元の声援を励みに世界の舞台へ
ラグビーＷ杯で大活躍

稲垣啓太選手（新潟工高出・パナソニック）

スクラム最前線の要 1 番の誇り
ラグビーのＷ杯イングランド大会で、日本チーム
は過去２度優勝の南アフリカとの初戦（昨年９月19
日）で大金星。終了間際の劇的な逆転トライで34‑32
という勝利は、世紀の番狂わせと称賛され「Ｗ杯最高
の瞬間」賞に輝きました。日本は初めて３勝そして１
敗。稲垣啓太選手（25）＝新潟工高出、パナソニック＝
はその４戦すべてに出場しスクラムの最前線で日本
の勝利に貢献しました。この大活躍は地元新潟にも
大きな感動を与え新潟市スポーツ大賞、新潟日報ス
ポーツ特別賞が贈られました。
快進撃の勝因の一つがスクラム。その要フォワー
ドの最前列左プロップ（1番）が稲垣選手のポジショ
ン。183㌢、115㌔の屈強な男は機動力を買われて代表
選手に選ばれ、世界の舞台で躍動しました。南ア戦の

久しぶりに新潟市陸上競技場を訪れた稲垣選手。真っ先に芝
生の感触を確かめ「これ、これですよ。ここの芝生は最高だと
代表選手の間でも評判なんです」

激闘で右手中指を骨折しましたが「べつに問題な
かったです」
。１次リーグでサモア、米国も下し３勝
しながら８強入り決勝トーナメントに進めなかった

をでかくしろ、113㌔を120㌔まで増やせ、屈強な肉体

悔しい思いも。しかし強豪国を相手にして「持ち味の

とあふれるパワーでもっと走れ」と言われたそうで

タックルが通用しました。自信になりました」と確か

す。今は「思い出したくはない」ほど、人生で最もきつ

な手応えをつかみました。
「たくさんの応援に感謝し

い休み無しの過酷な量の猛練習に耐えて成長しまし

ています。新潟からもメッセージが届き地元からの

た。日本チームが変わり自分も変わりました。

応援が大きな励みになりました」。

毎朝４時起床、５時から始まる猛練習は12時間に

日本はこれまでの７大会で１勝21敗２分けという

および、選手たちは徹底的に心身とも鍛えられまし

成績でしたが、今大会で新たな歴史を刻み、次回2019

た。朝１番のプロテインや果物やゼリーも含め１日

年に日本で開催されるＷ杯に向け大いに機運を盛り

７回7000㌔カロリー以上の食事と約７㍑の水を摂取

上げました。稲垣選手も３年後となった大会に向け

して体力を維持。巨漢ぞろいの外国選手に当たり負

既に気持ちを切り替えています。
「もっと速くもっと

けしない体力、突破力、スタミナをつけ、弱点とされ

低く突進し、世界レベルに対応するにはさらに体力

たスクラムの圧力を変え、体格で劣っていても低く

を強化する必要がある」と、世界の大舞台で再び大活

当たり相手の体制を崩す、加えて緻密な戦術と組織

躍することを誓っていました。

力と速いパス回し、それが日本フィフティーンの武
器になりました。

「思い出したくない」猛練習
ジョーンズＨＣから特別メニュー

稲垣選手も「世界中のファンが興奮して観たとい
うＷ杯の舞台で、自分の能力を世界のチームにア

日本代表の名将エディー・ジョーンズＨＣ（ヘッ

ピールすることができた。競技人生の選択肢が広

ドコーチ）は、４月からの合宿で、時には理不尽とも

がったと思う。また、スピードとパワーとタックルの

思える猛練習、厳しいメニューを課し日本代表選手

全てで新しい課題も明らかになった」と振り返って

31人の肉体を強化し、意識改革をしてプライドを育

います。

てました。稲垣選手にも特別メニューが課せられ「体
2

野球少年からラグビーへ
１番プロップの専門職に

今シーズンもトップリーグでパナソニックの中心
選手として、順位決定トーナメント戦進出で大活躍、
決勝ではチームの３連覇に貢献しました。今年から
スーパーラグビーに参戦する日本チーム「サンウル
ブズ」に参加、再び国際舞台での活躍が期待されてい
ます。

稲垣選手は中学時代（新津第二中）までは野球少年
でした。３年生の秋に友達に誘われ、兄さんがラグ
ビーをやっていたこともあり新潟市ジュニアラグ
ビースクールに入って初めて楕円のボールを抱えて
走りました。３人兄弟の末っ子、両親はバレーボール
選手で兄弟はみな体が大きく幼稚園の頃には体重が
40㌔あったとか。中３で170㌢、80㌔の恵まれた体格
で突進する姿が「あの子は？どこの誰だ？」と話題に
なり、有望選手として県選抜にも選出されました。
本格的な競技を目指して新潟工高に進学、それ以
来ずっと１番プロップを専門にしています。３年連
続して花園の舞台に。３年生の時に東西のオールス
ター戦である第32回高校東西対抗試合に出場、また
Ｕ−18日本代表（日仏交流フランス代表来日シリー
ズ）に選出されました。関東学院大学では４年生で主
将として活躍。そして国内トップリーグの強豪パナ
ソニックワイルドナイツに加入しました。昨年春に
は南半球の世界最強のプロリーグ、スーパーラグ
ビーの豪州チーム「レベルズ」入りして、日本人最初
のプロップとして注目されました。

「観戦の機会を増やしたい」

県ラグビーフットボール協会水沢一男理事長

「稲垣選手の活躍で県内のラグビー熱も上昇して
誠に喜ばしい。今回の盛り上がったタイミングを逃
さずに生かして、多くの人に試合を観戦してもらえ
る機会を増やしていきたい」と話し、さらに後継者育
成に期待を込めています。
稲垣選手も「このスポーツの認知度が高まってう
れしい」と話し、後輩に向けて「指導者に真剣に耳を
傾け、何のための練習か正しく理解して取り組んで
ほしい。楽しく。そして食事をしっかりとること」な
どとアドバイス。
「できるだけ多くの子どもたちに、
一度は体験してほしいと」小中学生にボールを寄付
しています。

先輩に続けと盛り上がる練習 伝統のジュニアラグビースクール
まな場面を試合形式で体得します。
同スクールはスポーツ少年団から続いている唯一
のクラブ。羽下さんは昭和50年からジュニア指導に
携わり40年の節目を迎えました。これまでに教え子
たちが県選抜チーム入りし３県（新潟、福島、宮城）地
区予選に勝ち、関東大会でベスト４となって、全国大
会（花園）に３回出場しています。さらに大学やトッ
プリーグや実業団チームで活躍するなどと、レベル
の高い選手が育ってきました。
かつてスクラムハーフ（９番）として新潟商高や国
体などで活躍した羽下さんを中心に、指導スタッフ
は10人。さらに熱心な父母たち20人ほどが加わって、
ボールを追って元気に走り回る子どもたちの、たく
ましい成長ぶりに目を細めています。

稲垣選手が育った新
潟市ジュニアラグビー
ス ク ー ル（市 ラ グ ビ ー
フットボール協会主催）
では、Ｗ杯での日本選手
の活躍に刺激されて子
どもたちの気分も盛り
上 が っ て、練 習 に 力 が
入っているようです。
指導に当たる 羽下 仁 校長
指導に当たっている
同協会会長の羽下仁さん（69）も「うれしい現象です。
全体のレベルアップにつながって大学やトップリー
グで活躍する稲垣選手に続く有望選手が育ってほし
い。さらに練習環境が整えば最高です」。もし2019Ｗ
カップの新潟開催が実現していたとしたら、もっと
盛り上がっただろうにと残念がる関係者も多いとい
います。
現在のスクールメンバーは小学生から高校生まで
80人ほど。主な練習場所は阿賀野川ふれあい公園多
目的広場や太夫浜運動公園球技場などで、遠くは長
岡などから父母らと一緒に車でやって来ます。小学
生の内はまずは遊ぶようにして仲間と楽しくボール
と芝のグラウンドに親しみます。中学生になると、け
がをしないような体力づくりを始め、ストレッチや
柔軟体操などで体幹を鍛える。練習も本格的になっ
てキック、パス、キャッチなどの個人の基本技、グ
ループでのユニットプレーの基本などをしっかり学
びます。さらにスクラム、モール、ラックなどさまざ

練習に熱が入るジュニアラグビースクールの子どもたち
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世界 へ羽 ばたけ！ ジュニアアスリート育成事業
優れた次代を担う選手の育成強化を推進している新潟市体育協会は、東京オリンピックを視野に、
トップジュニア選手育成を目指した「世界へ羽ばたけ！ジュニアアスリート育成事業」を前年度からス
タートさせました。
「新潟からオリンピック選手を出そう」をスローガンに、競技水準向上などジュニア
選手強化を実施している27団体に、一流選手や指導者を講師に招いた研修会などに助成金を交付し支
援しています。今年度実施したバスケットボール協会、ホッケー協会、バレーボール協会、ボクシング協
会、柔道連盟の５団体の報告を紹介します。

市バスケットボール協会

（鳥屋野総合体育館・6 月 6 日）

ＮＢＡのワークアウトを披露
＜講師＞富樫

勇樹氏

米ＮＢＡテキサス・レジェンズ所属。Ｕ−16日本代表に
選手され、中学卒業後は米高校に留学。帰国後はbjリーグ
のプロ選手として新人賞、最多アシスト、ベストファイブ
に選出される。2014年アジア競技大会で銅メダル。

第１部「ＮＢＡ挑戦で経験したこと」トークショー
では少年時代に考え取り組んでいたこと、ジュニア時
代には競技を楽しむこと、ドリブル練習など基本の大
切さ、目標にひたむきに取り組むことが重要だとメッ
セージ。
第２部ではクリニック教室が開かれました。ＮＢＡ
のコーチが個々の選手に行うワークアウトの内容を
中心に、ドリブルしながら反対の手で床に触れる、パ
ワースタンスの姿勢でのドリブルハンドリング、テニ
スボールをキャッチするドリブルハンドリングなど
新しい練習の仕方や考え方が、実践を交えて伝授され

市ホッケー協会

ました。トップレベルのスムーズなハンドリングなど
の技を間近にして参加者たちは目を輝かせていまし
た。
ジュニア252人、指導者64人、保護者130人など446人
が参加。

（城山運動公園屋内コート・６月 21 日）

ヨーロッパの最新技術を修得
＜講師＞
ジョルディー

カレーラ氏

現スペイン代表選手として活躍。Ｕ−18 スペイン代表
ヨーロッパチャンピオンシップ出場。Ｕ−21 ジュニアワー
ルルドカップ（オーストラリア）出場。ＦＩＨチャンピオ
ンズトロフィー（オーストラリア）、ワールドカップ出場。

カレン

カレーラ氏

バルセロナＨＣ。元スペイン代表選手。クラブチーム
でジュニアのコーチとして活動中。

ヨーロッパで行われているジュニア世代における、
最新技術を修得するための基礎技術や組織基礎ト
レーニングを実施しました。戦術の基礎を身に付けさ
せるための工夫や指導方法など、日本にはない感覚を
味わうことができました。
また、選手に競技を楽しませる雰囲気づくりなど、
外国チームならではの実践が紹介されて参考になり
ました。世界トップクラスの二人の巧みなプレーを直
4

接観覧することができ、日本シニアチームが世界で勝
てない理由を見せつけられて、今後はジュニア世代か
らの育成プランの確立が必須であると感じさせられ
ました。
ジュニア59人、指導者13人など72人が参加。

「新潟からオリンピック選手を出そう」
市バレーボール協会

（東総合スポーツセンター・７月 25 日）

練習方法を実演、ポイントを解説
＜講師＞山本

隆弘氏

Ｖリーグアンバサダー。バレーボールの解説や普及活
動、メディア出演などで活躍中。日体大時代に全日本代表、
2000年の日米対抗戦でエースとしてデビュー。パナソニッ
クパンサーズに所属。2003年ワールドカップでベストスコ
アラーとＭＶＰ獲得。日本人選手として初めてプロ契約。
北京、ロンドン五輪で日本代表。2013年に現役引退。

練習の実技を通して、意識するポイントや体の動か
し方などを、小学生の男女選手たちが直接指導を受け
る貴重な体験講習会となりました。
最初に、代表のチームを相手にして練習方法を実演
しながらポイントを解説。その後は参加者全員が各
チームに分かれて、指示されたレシーブ練習やオー
バーパスの練習を行い、講師が全チームを回って直接
ボールを上げたりトスしたりして、分かりやすく手本

市ボクシング協会

を見せながら指導を繰り返しました。
参加した小学生たちが「もっと上手になりたい」
「自
分も日本代表選手になりたい」などと夢見る大きな
きっかけになりました。
ジュニア180人、指導者25人、保護者35人など240人
が参加。

（開志学園高校体育館・12 月 5、6 日）

現役選手も招きスパーリング
＜講師＞
平野 義幸氏
自衛隊体育学校コーチ。興農館高校で高校チャンピオ
ン。全日本選手権ウェルター級優勝。2012年ロンドン五輪、
2014年仁川アジア大会チームコーチ。

寺中

靖幸氏

佐藤

龍士氏

自衛隊体育学校スポーツ学科。2014年仁川アジア大会
コーチ。同校ボクシング、レスリング、アーチェリーフィジ
カルトレーニング担当トレーナー。

当 のトレーナーを招き直接指導を受け、指導者も選
手も広く深く理解することができました。
専門的トレーニングは、日本トップレベルの練習
内容が体験でき、現役選手を招いたことで、ジュニ
ア選手とスパーリングを行い、国内トップシニアの
実力を肌で感じることができました。
ジュニア 100 人、指導者 15 人など 115 人が参加。

自衛隊体育学校選手。2012年全日本選手権ウェルター級
優勝。2013・2014年国体ウェルター級優勝。

昨年度の内容を拡大して２日に渡って実施。ウォー
ムアップとクールダウンの理論と実技は、今回は担

市柔道連盟

（鳥屋野総合体育館武道場・１月 24 日）

得意の背負い投げに輝く眼
＜講師＞福見

友子氏

ＪＲ東日本女子柔道部コーチ。48㌔級、得意技は背負い
投げ。高校２年の全日本選抜体重別選手権で谷亮子選手を
破り注目される。2009年世界選手権で金メダル。2012年全
日本選手権で４度目の優勝を果たし、ロンドン五輪代表に
選ばれて５位入賞。

世界を舞台に闘ってきた投げ技を仕掛ける技を披
露、
参加した子供たちの眼が輝きました。
技術の向上と
同時に柔道教室を通した心身の発達・育成と参加者相
互の親睦を深めることができました。
180人が参加。
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「スーパージュニア育成事業」
新たな強化策
にいがたスペシャルコーチ（ＮＳＣ）選考も
新潟市からオリンピック選手が誕生し国際舞台で活躍することは、市民に大きな感動・夢・希望をもたらします。東京
オリンピックとその後も視野に、市体協では優れた次代を担う選手育成を強化していますが、オリンピックや国際大会な
どに出場・活躍する選手をもっと多く誕生させるために、新たな強化策として「スーパージュニア育成事業」を新年度から
スタートさせることにしています。
「世界に羽ばたけ！ジュニアアスリート育成事業」を発展強化させた新規事業で、全国
トップレベルで活躍している新潟ゆかりの選手・コーチなどを「にいがたスペシャルコーチ（ＮＳＣ）」として委嘱し、より
いっそうのジュニア強化を図る考えです。
ジュニアアスリート10〜15人程度
＜選抜方法＞競技団体より選出（市体育協会強化委員会
に諮り決定）
＜選抜基準＞小学生（全国大会出場レベル）中学生（北信
越大会出場レベル）高校生（全国大会出場レベル）
＜実施期間＞毎月１回×12カ月（ＮＳＣによる指導）原
則として、高校まで継続的に強化を行い、対象選手につい
ては１年ごとに見直しを行う。2016年〜 2020年までとし、
東京オリンピック以降についても事業の継続を検討する。
また、けがや障害予防のために過度なトレーニングとな
らないように「医学サポート事業」とも連携して選手強化
を進めることにしています。

これまでの市体協のジュニア選手強化策は①種目別
ジュニア強化事業②世界へ羽ばたけ！ジュニアアスリー
ト育成事業（Ｈ26年度から）などですが、①の事業は競技団
体に運営を委託しており、種目によっては「広く浅い」強化
となっていました。また②の事業は自主財源による単発的
強化策であり、両事業ともトップ選手の継続的な強化には
つながりにくいところがありました。
そのため、東京オリンピックを絶好の契機ととらえ、種
目・年齢・対象などのターゲットを絞り「オリンピックを
目指せるトップジュニア選手の育成」に向けた長期的強化
策を実施するものです。
強化種目は①短期強化（近年に実績がある個人競技）②
地域特化（地域に根差した
競技）③長期強化（長期的強
選手育成の役割分担
化で効果が期待される競
技）などのランクで優先順
位を決め、それに沿った「に
いがたスペシャルコーチ
（ＮＳＣ）」の 候 補 を 選 定・
委嘱することにしていま
す。
＜対象選手＞各競技団体
より選出された小学校高学
年から高校生（11〜18歳）の

新潟市体育協会の将来構想

（要 旨 ）

市体協では、さらなる発展を目指し「夢・理想・使命」
を掲げ、今後10年を見据えた「将来構想 〜輝き〜」を策定しました。
重点目標 ①選手強化
「新潟市からオリンピック選手を！」を合言葉に選手強化を最重点目
標として取り組みます。
＜選 手＞
・スポーツとの出合い―競技スポーツに触れ合う機会を提供し、選手強
化の裾野の拡大を図ります。
・ジュニア選手強化―全中・インターハイ・国体等における上位入賞を
目的に、トップジュニア選手の多数輩出に向けたより一層の選手強化に
取り組みます。
・トップジュニア選手支援―オリンピック選手輩出に向けて、指定強化
選手制度等の新設による支援を検討します。
＜指導者＞
・指導者育成―実績豊富な指導者を招聘した指導者研修会等を充実さ
せ、指導者の資質向上を図ります。
・指導者招聘（雇用）―優秀な指導者を確保するため、キャリアサポート
等を充実させていきます。

＜場所・もの＞
・施設の充実―年間を通じた強化施設の確保のため競技別フランチャイ
ズ制の導入を検討します。また、体協会館を設置しトレーニング機材の
充実も併せて図っていきます。
＜サポート＞
・全国大会、国際大会等の誘致―ジュニア層の競技力・意識の向上のた
め、トップ選手の活躍を目のあたりにできる全国大会、国際大会等の積
極的な誘致について、市や文化・スポーツコミッションと協議を進めま
す。
・選手強化に関するＰＲ―選手の活躍や強化に関するトピックスを市内
外に広く周知するため、各種メディアとの連携やホームページの活用を
図ります。
・医科学サポート―国立スポーツ科学センター (JISS) や県医科学セン
ター等の研究機関との連携を図り、選手の医科学サポート実施を検討し
ていきます。
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家族そろって気分爽快「健康・体力づくりのつどい」

（10/12体育の日）

全力で挑戦、笑顔あふれる
「いつでも、どこでも、いつまでも」生涯スポーツを―体育の日恒例
の「健康・体力づくりのつどい」が10月12日、市陸上競技場で開かれ、
家族連れなどが気分爽快な一日を過ごしました。昨年より多い述べ
2,200人が、さまざまなスポーツレクリエーションを楽しみました。
スポーツ少年団対抗たすきリレー10kmマラソンは、各区から13
チームの選手225人が参加。１周400ｍのトラックを25周してタイムを
競い、横越チームが33分34秒の大会新記録で優勝しました。リレーの
後には慣例となった駐車場の清掃奉仕を行い、前日の新潟シティマラ
ソンの残りゴミ拾いをしました。
小学生かけっこ教室には親子250人が参加。また50ｍタイムトライ
アルには小学生からお年寄りまで約430人が参加、トラックの全力疾
走に挑戦しました。
今回は初めてターゲットバードゴルフとグラウンドゴルフ体験が
あり、150人の親子がニュースポーツを体験。また、人気の体力測定
コーナーにも親子連れなど300人近くが訪れ、列をつくって反復横跳
び、上体起こしなどに挑戦し、予想以上の結果に満足顔でした。

12,142人が柳都を快走

第33回「新潟シティマラソン」

第33回新潟シティマラソンが10月11日に行われ、全国から12,142人
のランナーが参加して、柳都の中心街と日本海沿いの変化に富んだ
コースを駆け抜けました。
時折小雨の降る中、懸命に走るランナーに沿道の市民が旗を振って
温かい声援を送り、フル4,686人、ハーフ2,198人、10㌔4,275人合わせて
11,159人が陸上競技場にゴールして完走。フル女子50歳代と60歳以上
の部で大会新記録が出ました。
今年もゲストランナーに、シドニーオリンピック金メダリストの高
橋尚子さんと、横浜国際女子マラソン優勝の尾崎好美さんが参加し、
笑顔のハイタッチなどで参加者の気分を盛り上げました。
スムースなレース展開のため、今回はフルは８時スタート、ハーフ
と10㌔を８時30分スタートに変更し、フル後半34.3㌔地点に給水所を
追加しました。
全国のランナーにいっそう親しまれ、より魅力ある大会にするた
め、平成29年度から新コースでの開催を検討しています。

重点目標②スポーツの普及振興
「いつでも・どこでも・だれとでもスポーツを！」自主事業を広く展
開しスポーツ人口の拡大に努めます。
＜市民参加型イベント＞
・体協会館を活用した市民向けスポーツ教室・講習会（通年）
・市民総合体育祭（種目・内容の再検討･･･初心者向けの講座など）
・体育の日「健康体力づくりのつどい」など
＜交流型イベント＞
・シティマラソンなど「地域交流型イベント」の実施
・日韓交流少年サッカー大会など「国際交流型イベント」の実施
・水辺のスポーツの普及振興、イベントの実施
＜スキルアップ型イベント＞
・選手、保護者向けスポーツ講座の新設
・スポーツを支える、観る人向けスポーツ講座の新設
重点目標③組織基盤の確立
安定的な組織運営のため財源・組織体制の再構築を図ります。スポー
ツ行政、区体協等との役割を明確にしスポーツ振興を推進していきます。

＜財 源＞
・寄付金、賛助会費の拡大・スポーツ施設の管理運営・自主事業の拡充・
新たな助成金・補助金の導入―日本スポーツ振興センター（toto）などス
ポーツに関する補助金・助成金の活用を検討します。
＜組織運営＞
・事務機能の強化 ・固有職員の採用・専門委員会の充実―専門委員会を
充実させ、将来構想の具体案を検討していきます。
＜関係団体＞
・市との連携―「スポ柳都にいがた」プランと整合性を図りながら、市と
の連携を強めていきます・区体協との役割分担・加盟団体への指導、助
言
重点目標④体協会館の設置検討
スポーツ愛好者が集う拠点施設として、体協会館の設置を検討してい
きます。体協会館には新潟市体育協会の事務局を設置するほか、多種多
様な機能効果が期待されます。
・加盟団体の事務拠点・自主事業の展開・強化事業等に活用
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第17回 新潟市体育協会ジュニア優秀競技者表彰受賞者
第17回（平成27年）新潟市体育協会のジュニア優秀競技者表彰は、各体育連盟、種目別団体ならびに区体育協会から推薦された候補者
を理事会で協議の結果、次の14種目62人に決まりました。表彰式は２月３日にホテルオークラ新潟で行われます。
※（対象期間）H27 年１月〜12 月（対象者）高校生以下の競技者、新潟市在住もしくは在学者

陸

稲川

上

バレーボール

尚汰

水

中野

中之口ジュニア
川端 唯斗（中之口西小６年）長沼

（新潟高３年）

▼平成 27 年度全国高等学校総合体育大会
男子三段跳
第２位

慶太郎（中之口西小６年）田巻 奏登（中之口西小６年）
長沼
斗弥（中之口東小６年）田邊 秋翔（中之口東小４年）
田中 謙太朗（庄瀬小６年）大橋 謙信（中之口東小４年）田邊 悠聖（中之口東小４年）

陸上競技

優太（中之口西小６年）鏡

泳

未夢

▼ファミリーマートカップ第 35 回全日本バレーボール小学生大会
男子
第１位

（長岡大手高３年） アクシーひがし

▼平成 27 年度全国高等学校総合体育大会 水泳競技
女子 200ｍバタフライ
第１位
女子 100ｍバタフライ
第２位
▼第 70 回国民体育大会 水泳競技
女子 200m バタフライ
第１位
▼第 91 回日本選手権水泳競技大会 競泳競技
女子 200m バタフライ
第２位
▼第 38 回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
女子 100m バタフライ
第２位

柔

菅原

バドミントン
県代表

目﨑
韮澤

▼第 24 回全国小学生バドミントン選手権大会
都道府県対抗団体戦女子
第２位

道

大斗

プログレス

（豊栄高３年）

矢田

▼第 37 回全国高等学校柔道選手権大会（全国高校選抜）
男子個人 60kg 級
第２位

絆徳

県代表

大竹
石田

（有明台小２年） 巻っずレスリングクラブ

▼第 32 回全国少年少女レスリング選手権大会
小学生の部 ２年 25kg 級
第３位

本名

帝心
一晟
璃咲

県代表

（巻北小６年） 巻っずレスリングクラブ

阿部

（巻西中３年） 巻っずレスリングクラブ

アルビレックス新潟レディース U-15
和田 涼花（山潟中３年）三条 理奈（小針中３年）三条

白井
生田
山後
後藤
渡邉
遠藤

（大江山中３年） 新潟市ボクシング協会

▼第２回全日本 UJ ボクシング王座決定戦
中学生男子 48kg 級
第２位

近藤

陸

（開志学園高１年）

▼第 70 回国民体育大会 ボクシング競技
少年男子ミドル級
第２位

卓

渡辺

美優
朋佳

夢乃

▼バレンティン・グラナトキン記念
（U-18 日本代表）

宮崎

（亀田東小６年） 新発田ジュニア

▼AFC U-16 女子選手権中国 2015
（U-16 日本代表）

平岩

（新潟商業高３年）

出場

第２位

佑利（巻東中３年）

▼F-H-E 交流カップ
出場
（ホッケー U-16 ジュニアユース日本代表）

▼平成 27 年度全国高等学校総合体育大会 フェンシング競技
女子サーブル個人
第１位
▼ジュニア女子サーブルコスタリカワールドカップ
女子サーブル団体
第３位

聖

巧（開志学園高２年）

ホッケー

フェンシング

古俣

幾笑（開志学園高３年）長谷川

アルビレックス新潟レディース U-18
唐橋 万結（新潟中央高１年）

（葛塚中１年） 新発田ジュニア

かなえ

第 27 回国際ユースフットボールトーナメント

▼第 22 回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメント
（U-17 日本代表）

▼第 34 回全日本クラブ卓球選手権大会
女子団体 小中学生の部
第２位

小林

第３位

アルビレックス新潟ユース
阿部 航斗（開志学園高３年）

（亀田東小４年） 新発田ジュニア

▼第 34 回全日本クラブ卓球選手権大会
女子団体 小中学生の部
第２位
▼第 33 回全国ホープス卓球大会
女子団体
第３位

相馬

理緒（小針中３年）
ひめ乃（藤見中３年）髙山 菜々香（宮浦中３年）中江 萌（木崎中３年）
千尋（大形中３年）小山 夏美（東新潟中２年）佐藤 茉由（東新潟中２年）
玲奈（寄居中２年）橋本 美空（濁川中２年）小林 花鈴（東新潟中２年）
渚月（宮浦中２年）小泉 七瀬（坂井輪中１年）山口 歌子（東石山中１年）
さくら（鳥屋野中１年）小野 杏菜（南浜中１年）阿部 文音（上山中１年）
沙和（濁川中１年）

▼第 20 回全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会

球

▼第 33 回全国ホープス卓球大会
女子団体
第３位

立川

恵夏（巻東中３年）

サッカー

ボクシング

栄吉

真夕（巻東中３年）河村

▼第 26 回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会
女子団体
第３位

▼沼尻直杯第 41 回全国中学生レスリング選手権大会
女子 57ｋｇ級
第３位
▼ジュニアクイーンズカップレスリング選手権大会
中学生の部 57kg 級
第２位

滝沢

望月（新津第五中２年）五十嵐 温（白根第一中３年）
有紀乃（濁川中３年）三輪 泰輝（小針中３年）

ソフトテニス

▼第 19 回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
小学生の部 ５年 42kg 級
第３位

真田

大智（東山の下小５年）

▼第 15 回全日本中学生バトミントン選手権大会
都道府県対抗団体戦 第３位

（巻北小６年） 巻っずレスリングクラブ

▼第 32 回全国少年少女レスリング選手権大会
小学生の部 ６年 39kg 級 Blue
第３位

本名

楓雅（東山の下小５年）相澤

▼第 24 回全国小学生バドミントン選手権大会
男子ダブルス５年生以下
第２位

レスリング

里村

舞桜（桜が丘小６年）遠藤 愛加（竹尾小６年）
百羽（荻川小５年）石川 莉佳子（和納小６年）

バスケットボール

神田

（新潟第一高３年）

▼平成 27 年度全国高等学校総合体育大会 フェンシング競技
男子エペ個人
第３位
▼第 22 回 JOC ジュニアオリンピックカップフェンシング大会
ジュニア男子エペ個人
第１位
カデ男子エペ個人
第２位
▼アジアジュニア・カデフェンシング選手権
カデ男子エペ個人
第２位
▼世界ジュニア・カデフェンシング選手権大会
カデ男女ミックス団体
第２位

大輔（帝京長岡高２年）

▼平成 27 年度全国高等学校総合体育大会

バスケットボール競技

第３位

ゴルフ

木庭

輝（開志学園高３年）小川

▼第 70 回国民体育大会 ゴルフ競技
少年男子団体
第２位
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詠次郎（開志学園高３年）

出場

期待のジュニア選手を訪ねて
期待のジュニア選手を訪ねて
バレーボール

中之口ジュニアクラブ
主将がジャンプして高い位置から相
手コートの中央にスパイクを決めて熱
戦を制し、ついに日本一に。第35回全日
本バレーボール小学生大会
（昨 年 ８ 月・東 京 体 育 館）で
中之口ジュニアクラブの男
子チームは念願の初優勝、県
勢初の快挙を成し遂げました。

チームが発足してちょうど25年目の
輝かしい記念となりました。今回で全
国大会の出場は11回目となりますが最
高の成績はベスト８まででした。いつ
かは全国制覇をとの夢を諦めないでき
ました。今回のチームは小学３〜６年
生14人の仲間たち。中之口東小学校の

で、続く準決勝でも福岡のチームに２
−０のストレート勝ちの快進撃。遂に
決勝のコートに立つことができまし
た。
相手は全国大会では常連の強豪、古
河ますらお（茨城）です。まず１セット
を先取。しかし相手の必死の反撃で２
セット目を取られ１−１の
タイに。今大会で初めてセッ
トを落としましたが、慌てず
に最後まで集中力を切らさ
ず乱れかけた守備を立て直
し、大接戦の末に最終セット
の最後は主将でエースの坪谷悠翔君
（燕南小６年）がスパイクを中央に決め
15−12で熱戦にけりを付けました。
これまでチームは、６年生が卒業す
るたびにメンバーが足りず廃部の危機
もありました。セッターの川端唯斗君
（中之口西小６年）らのスカウト組が
入って練習を積みチーム力がアップ。
試合ではレシーブのボールを確実につ
ないで165㌢の長身の坪谷主将に集め、
鋭いスパイクで相手チームを圧倒して
きました。

全日本小学生大会で日本一に
14人でパスつなぎ県勢初の快挙
体育館を主な会場
に、毎週３〜５回、
夜７時からから
２時間ほどしっ
かりと猛練習して
きました。
準決勝までの８
試合を全てスト
レートで勝ち上が
りました。８チー
ムによる決勝トー
ナメントでは、ま
ず宮 崎 に ２ − ０

空
る

手

ね

小泉 瑠寧

君 （内野中１年）

技の速さと力強さ、さらに流れるよ
うな演武の美しさ。小泉君は
空 手 の 第 １ 回 ア ジ ア・オ セ
アニア選手権大会、男子13歳
形で見事優勝を果たしまし
た。決勝戦では規定の７つの
形 か ら 得 意 の「慈 恩」を 選 ん
で、突き・蹴りなどをより速く正確に
完璧に２分間を演じ切りました。
同大会は日本空手協会が主催し昨年
８月にタイ・バンコクで開催、フィリ
ピンや中国など16カ国から500人余が
参加、男子13歳形には８カ国18人が技
を競いました。海外での優勝は、９歳の
時にタイ・パタヤで開催の世界空手道
選手権で年齢別形で初Ｖ以来２度目の
快挙です。
今回の海外試合の前、全国空手道選
手権の中学１年形では優勝を逃し、そ
の悔しさを胸に秘め練習にいっそうの
めり込みました。演武の流れのリズム
と速さを正確にメリハリ良く美しくな
るよう、両親が記録し続けているビデ
オでチェックして大会に臨み、他の選
手を大きくリードする高得点を出しま

した。
空手を始めたのは３歳からで10年の
節目に。これまで県大会では形・組手
の６連覇、北信越大会では小学６年生
まで形４連覇と昨年は形・組手優勝な

はると

校での部活は陸上。短距離を得意とし
100㍍ハードルでは市内中学で最速の
記録を出して注目されています。
今年こそは中学の全国大会で優勝す
るんだと決めています。２年後にはま
た世界大会に挑戦します。空
手は2020年東京オリンピッ
クの追加種目になる可能性
が高く、メダルを目標にます
ます夢を大きく膨らませて
います。

アジア・オセアニア選手権で優勝
正確で速い演武、目指すは東京五輪

じおん

どと素晴らしい活
躍をしてきまし
た。始 め た き っ か
けは兄さんが小学
１年生から習い始
め一緒に道場に遊
び に 行 く よ う に。
やがて父親の求さ
んも始めて９年た
ち 今 で は ３ 段 に、
さらに母親さゆり
さんも４年前から
練習に加わるよう
に な り 初 段 に。家
族そろって道場で
汗を流しお互いの
励みになっていま
す。瑠寧君は中学
9

中央が小泉選手

ジュニア強化の指導者
ジュニア強化の指導者
板井

勝

さん（44）

中之口ジュニアクラブ監督
バレーボール王国といわれる
西蒲区の中之口ですが、全国の
番付は今まで序の口か幕下とさ
れてきました。その中之口ジュ
ニアクラブの男子チームが、昨
年の全日本小学生大会で日本一
に輝きました。横綱に初めて挑
んで大金星を挙げた県勢初の快
挙に、選手の子どもたちと父母
らと、板井さんと前の監督だっ
た西村誓コーチと、地域の喜び
が爆発しました。
平成２（1990）年に旧西蒲中之
口村で、小学生を対象にしたバ
レーボールスクールが始まって
からちょうど25年目の金字塔。
監督就任３年目にして長年の夢
だった全国制覇を成し遂げて板
井さんは「失点しても動ぜず素
晴らしい子どもたちに感謝です」

と感激しています。
強いチームに変身するきっか
けの一つは、長野の強豪、小布施
スポーツ少年団との交流試合を
始 め た こ と で し た。前 衛・後 衛
どのポジションの選手もアタッ
クやブロックができるフリーポ
ジション制のルールを自在に活
用することを学びました。当時
の西村監督と板井コーチは、こ
れを工夫した戦法を考え続けて
きました。
毎年変わる子どもたちの年齢
構成と体格を生かしてチームを
作り、さまざまな試合展開を想
定して練習に集中しました。今
回は長身の体格を生かした６年
生エースアタッカーに球を確実
につなぐために全員がレシーブ
をみっちりと練習し、速くて巧

平成 27 年度
種目（春季）

期日

会場

サッカー

４/４（土）・５（日）・26（日） アルビレッジ

テニス

４/12
（日）
５/４（祝）
６/27
（土）

市庭球場
豊栄総合体育館テニスコート
白根総合公園テニスコート

参加人数
440
1,034

バスケットボール

４/19（日）〜５/31（日） 横越総合体育館ほか

1,757

４/25（土）
・26（日） 東総合スポーツセンターほか

1,651

インディアカ

５/３（日）

北地区スポーツセンター

少林寺拳法

５/３（日）

新潟市体育館

ボウリング

５/10
（日）

グランドボウル黒埼

32

トリットボール

５/10
（日）

農村公園（江南区）

43

ゲートボール

５/14
（木）

デンカスワンフィールド

112

アーチェリー

５/17
（日）

西総合スポーツセンター
（屋外ゲートボール場）

28

ボクシング

５/17
（日）

ソフトボール

５/17（日）
・24（日） 阿賀野川第二野球場

セーリングクルーザー

５/23（土）
・24（日） 新潟西港沖〜佐渡両津港

11

ターゲットバードゴルフ

５/30（土）
・31（日） 県立青少年研修センター

140

バウンドテニス

５/31
（日）

ソフトテニス

６/７（日）

市庭球場

258

バレーボール

６/７（日）

鳥屋野総合体育館ほか

330

テコンドー

６/21
（日）

鳥屋野総合体育館武道場

バドミントン

６/28
（日）

東総合スポーツセンター

アイスホッケー

４/18（土）〜６/13（土） アサヒアレックスアイスアリーナ

62

サイクリング

５/24
（日）

25

合

北地区スポーツセンター

阿賀野川河川公園〜北区一円
計

第 51 回
期日

西海岸公園市営プール

８/30
（日）

ソフトボール

９/６（日）
・13（日） 阿賀野川第二野球場

347

レクリエーション（ダンス）

９/９（水）

266

新潟市体育館
新潟西港沖

672

期日

会場

参加人数

10月中旬予定

新潟市馬術競技場

卓球

10/12（祝）
18
（日）
24
（土）

鳥屋野総合体育館ほか

ゲートボール

10/14
（水）

陸上競技場

141

軟式野球

10/17
（土）

小針野球場

80

バウンドテニス

10/18
（日）

西総合スポーツセンター

48
123

28

36
1,280

横越総合体育館
西川総合体育館ほか

９/20
（日）

西総合スポーツセンター

308

合気道

10/18
（日）

鳥屋野総合体育館武道場

ソフトテニス

９/20
（日）

市庭球場

215

柔道

10/18
（日）

亀田総合体育館武道場

ラグビーフットボール

９/20
（日）〜
10/11
（日）

鳥屋野球技場ほか

820

ボクシング

10/18
（日）

ボクシング練習場

179
396

９/23
（祝）

鳥屋野総合体育館
西総合スポーツセンター
黒埼地区総合体育館

太極拳

バレーボール

1,743

360

体操

９/26
（土）

鳥屋野総合体育館中体育室

テニス

９月27日（日）
10月３日（土）
10月12日（祝）

市庭球場
豊栄総合体育館テニスコート
白根総合公園テニスコート

セーリング

９月27日（日）

関屋浜沖

少林寺拳法

10/10
（土）

新潟市体育館

115

44

剣道

10/11
（日）

鳥屋野総合体育館

789

213

弓道

10/12
（祝）

鳥屋野総合体育館弓道場

142

ボウリング

10/12
（祝）

グランドボウル黒埼

トリットボール

10/12
（祝）

阿賀野川ふれあい公園

41

相撲

10/12
（祝）

鳥屋野総合体育館相撲場

45

62

6,769

種目（秋季）
馬術

９/13
（日）〜
10/25
（日）
までの日・祝日

バスケットボール

123
207

参加人数

水泳

74
123

25

みな実戦をスポーツ紙に「変幻
自在」と戦評されました。
板井さんも子どものころから
地元でバレーに親しみ、中之口
中時代に全国大会に出場、加茂
高では県大会で優勝し、新潟選
抜として北信越国体に出場し大
学までずっとセッターとして活
躍してきました。郷里に帰って
社会人チーム加茂クラブが15年
ほど前にクラブカップバレー全
国大会でベスト８まで勝ち進ん
だこともありました。ジュニア
チームとのかかわりは自分の子
どもが加わって練習に付き添う
よ う に な っ て か ら。５ 年 前 に
コーチ役を引き受け、西村さん
から引き継いで４代目の監督に
就きました。
まだ幼い低学年にはボールと
遊ぶことから始め、親子で対抗
戦をやったりバーベキューやク
リスマスを楽しんだりと練習以
外の交流でチーム力、団結力も
養ってきました。強くなるばか
り で な く、感 謝、礼 儀、あ い さ つ
などがしっかりできるように、
全人格的な育成も大切にしてき
ました。毎年６年生が卒業する
たびに有力メンバーが抜けて、
一時は３人だけとなるピンチに
陥って、選手の友達の家を一緒
になって家庭訪問して勧誘した
こともありました。
心身ともに大きく成長した子
供たちが、今春には半数の7人が
卒業していきます。残るは４年
生が５人、３年生が２人に。一か
ら出直して練習を積んで、２、３
年後にはまた最強のチームに仕
上げたいと思っています。

市民総合体育祭
会場

セーリングクルーザー ９/19
（土）

卓球

ボクシング練習場

種目（秋季）

結成 年で夢の全国制覇
幕下格が横綱を破って大金星

バレーボール

10

47
897
34

28

バドミントン

10/18
（日）

東総合スポーツセンター

アーチェリー

10/18
（日）

西総合スポーツセンター
（屋外ゲートボール場）

空手道

10/18
（日）

鳥屋野総合体育館

80

41
316

サイクリング

10/25
（日）

上堰潟公園

13

ウェイトリフティング

10/25
（日）

新潟工業高校トレーニングルーム

17

テコンドー

11/１（日）

鳥屋野総合体育館武道場

32

ターゲットバードゴルフ

11/１（日）

亀貝運動公園

44

インディアカ

11/３（祝）

西川総合体育館

スキー

３/15
（日）

大原スキー場（魚沼市）

合

計

104
72
9,899

ジュニア強化の指導者
ジュニア強化の指導者

高 い 志 で 修 練﹁ 志 塾 ﹂の こ だ わ り
より速く強く極めの道を目指す

明るく志の高い青少年を育
成する「志塾」、という名称が市
橋さんの主宰する道場のこだ
わりです。これは日本空手協会
の 道 場 訓「人 格 完 成 に 努 め る・
誠 の 道 を 守 る・努 力 の 精 神 を
養 う・礼 儀 を 重 ん じ る・血 気
の勇を戒める」そのもの。
「 なに
も難しくはないです。まずは楽
しく練習、そして継続は力なり
で、皆 が 出 来 る こ と で す」と 教
えています。
練習は月曜から金曜までの夜
は鳥屋野総合体育館など４カ
所、土曜の午前は新潟西コミュ
ニティーセンターの、合わせて
市内６か所で、15人ほどの有段
者と力を合わせ指導していま
す。年長幼児から小・中・高校生、
一般まで年齢層は広く、掛け持
ちで複数の会場に通う人もいま
す。会 員 数 は 約100人 で、今 ま で
500人余りが巣立って行きまし
た。
まずは正しく美しい隙の無い
立 ち 姿・構 え が 大 切 で、下 半 身
がしっかりしなければならな
い。子 ど も た ち の 成 長 に し た
がって無理の無いように20〜30
分の跳躍、腕立て、腹筋ストレッ
チ、リズム体操などで基礎体力
を 養 っ て い ま す。突 き、蹴 り、受
けの基本技、一本一本を最高の
技に。
どの会場でも気合のこもった
元気な声が響きます。練習を始
めてから４〜６年で黒帯（初段）
を締められるようになります。
気力と努力で練習に励みあっと
いう間に２〜３年で初段となる
子供もいます。子供と一緒に練
習を始め黒帯になり、会の運営

空

手

市橋

拓三さん（71）

日本空手協会新潟県本部長・師範会員教士七段
新潟志塾塾長・白山空手道会会長
新潟県空手道連盟相談役・新潟市連盟副会長
日本体育協会公認空手道上級コーチ

に協 力 し て い る 保 護 者 も い ま
す。
佐渡で育った市橋さんが、本
格的に空手に取り組んだのは日
大理工学部の空手道部に入って
からでした。卒業後は新潟に帰
り県庁に勤務。当時市内の空手
道場も少なく、空手の普及推進
にと日本空手協会新潟支部白山
空手道会をつくったのが昭和48
年。市の体育館に２、３人の子供
を相手に始めた道場でした。協
会や連盟の役員などを務めなが
ら多くの選手を育てて来まし
た。平 成15年 県 庁 退 職 後 は 県 連
盟理事長としてトキめき新潟国
体の準備と本大会の円滑な運営

に携わり、県 選 手 団 の 総 合 優 勝
で喜びを分かち合いました。
自宅にも小さな道場があり、
審査や試合を前にした選手が稽
古にやってきます。市橋さんも
毎 日、松 濤 館 流25の 形 を １ 時 間
ほどかけて稽古しています。
今年８月には朱鷺メッセを会
場に全国中学生選手権（全日本
空手道連盟主催）があり、小泉瑠
寧君や所属選手の優勝で地元を
盛り上げたいと願っています。
大きな目標を掲げコツコツと努
力を重ね、オリンピックで活躍
する夢を子どもたちと一緒に見
ています。

平 成 2 7 年 度 賛 助 会 員 （敬称略）

個人会員
︵ 名︶

21

一般社団法人新潟アルビレックス女子バスケットボールクラブ
株式会社アルビレックス新潟
株式会社池田看板
株式会社ｎＢｂ‐１ｏｎ１
株式会社三英
株式会社ＣＳコーポレイション
株式会社新潟カントリー倶楽部
株式会社新潟東急ＲＥＩホテル
株式会社新潟パティネレジャー
株式会社新潟プロバスケットボール
株式会社白新商会

◆
◆
◆
◆

今井
佐藤
中屋
目黒

英雄
羊治
昭夫
勤

◆
◆
◆
◆

荻荘
下川
鳴海
山下

誠
信也
丈支
正臣

◆
◆
◆
◆

笠原
白川
西
渡辺

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

株式会社ホテルオークラ新潟
株式会社ヨシカワ
共立印刷株式会社
グリーン産業株式会社
公益財団法人新潟市開発公社
サイトウスポーツ株式会社
スポーツショップ株式会社ファイブ
スポーツショップペレ
セノー株式会社関東信越支店
新潟市武術太極拳連合会
新潟市野球連盟

一男
敏男
和男
京子

◆ 片桐
◆ 友正
◆ 羽下

輝久
慧
仁

11

◆ 斉藤
◆ 中島
◆ 速水

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

新潟綜合警備保障株式会社
新潟中央ヤクルト販売株式会社
新津カントリークラブ
長谷川体育施設株式会社北信越支店
萬国徽章工業株式会社
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社
有限会社イトウスポーツ
有限会社さくら電気
有限会社白川屋
有限会社まるたか

賢一郎
正雄
裕

◆ 佐藤
◆ 中村
◆ 細野

實
厚郎
忠雄

◆印の方に︑平成 年度の感謝状を
贈呈︵ 年以上継続︶

企業・団体会員
︵ 団体︶

32

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

10

27

﹁巻っずレスリングクラブ﹂健闘

トピックス

全国高校選抜 柔道60㌔級

西蒲区の「巻っずレスリングクラブ」の小
中学生たちが健闘しています。
７月24〜26日に東京で行われた全日本少
年少女選手権（日本レスリング協会主催）
で、39㌔級の本名帝心君（巻北小６年）と25
㌔級の里村絆徳君（有明台小２年）が３位に
入賞しました。本名君は２度目、里村君は初
めての栄誉です。
大会には全国から男女合わせ約1500人が
参加。本名君は初戦を猛攻に耐えて逆転勝
ち、２回戦はタックルで攻めて勝利、準決勝
では一歩及ばず悔しい思いをしました。里
村君も落ち着いてポイントを取って勝ち進
みましたが、準決勝で徳島の選手の猛攻に
敗れました。二人とも今後もレスリ
ングを続け、来年こそは優勝をと
誓っています。
また、全国少年少女選抜選手権大
会（岐 阜・３ 月14，15日）で は、本 名
一晟君（巻北小５年）は42㌔級で３
位に入賞。判定で惜敗したものの全
国規模の大会では初メダルで、自信
をつけました。
全国中学選抜選手権（東京・12月７日）で
は、真田璃咲さん（巻西中３年）が、女子57㌔
級で３位に。45都道府県から155チーム、479
人（女子97人）が参加し、57㌔級には14人が参
加しました。
真田さんはタックルと投げなどで完勝を
続け準決勝へ。４月の対戦で負けている相手
を攻めきれずポイントを奪われてまたも惜
敗。しかし３位決定戦では茨城の選手を後半
に攻め抜いてフォール勝ちしました。中学で
は柔道の部活を続けながらレスリングも続
け好成績につながりました。
たいしん

はんと

菅原選手（豊栄高）が銀メダル

小中学生の３人が相次ぎ３位に

全国高校選抜大会
（日本武道館・３月20
日）の柔道男子60㌔級
で、菅 原 大 斗 選 手（豊
栄高）が準優勝を果た
しました。決勝ではバ
ルセロナ五輪で金メ
ダリスト古賀稔彦氏
の次男、古賀玄暉選手
（愛 知・大 成 高）と 対
戦して大健闘しまし
たが、優勢で惜敗しま
した。
いつもの通りの闘
新潟日報社提供
志あふれる試合運び
で１回戦から勝ち上がって、３回戦までいずれも優
勢で相手を圧倒してきました。準々決勝では第３の
シードの強豪、羽田野航選手（三重・四日市中央工）
に堂々と渡り合って、大腰で会心の一本勝ちを決め
ました。準決勝でも東京の杉本大虎選手（日体荏原
高）を相手に、支え釣り込み足を見事に決めて一本勝
ちしました。
その勢いで臨んだ決勝。強敵をものともせずに奮
戦しましたが、攻撃のリズムに乗り切れず悔しい思
いをしました。
前年に主将となったばかりで、これまで以上に熱
心に練習に取り組んできました。自分の積極的に練
習に向かう姿を見せて部員を引っ張ってきました。
体幹を鍛え、技を磨いてきました。
初めて全国大会で銀メダルを胸に掛けることがで
きましたが、次こそ全国制覇を目指します。

いっせい

り

さ

新潟市スポーツ大賞を贈る
ラグビーＷ杯イングランド大会で日本代表として
大活躍した稲垣啓太選手には10月21日に贈呈され、
副賞としてすし券も手渡されました＝写真左下。
また全日本高校・大学ダンスフェスティバルで文
科大臣賞（１位）となった新潟明訓高と、ＮＨＫ賞（２
位）の新潟中央高の両ダンス部には10月24日、市民プ
ラザでの高校生文化フェスティバル
会場で、副賞として練習用機器が贈ら
れました＝写真右上。
サッカー女子Ｗ杯カナダ大会で準
優勝なでしこジャパンの、アルビレッ
クス新潟レディース所属の上尾野辺
めぐみ、北原佳奈、本市出身でベガル
タ仙台レディース所属の川村優理の
３選手にも７月12日、副賞としてすし
券が贈られました＝写真右下。
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トピックス
インターハイ 男子三段跳び

稲川選手（新潟高）が準優勝
全国高校総体（インターハイ・
和歌山市紀三井寺陸上競技場・
８月２日）の陸上男子三段跳び
で、稲川尚汰選手（新潟高）が15
㍍06を跳んで準優勝に輝きまし
た。２日前の走り幅跳びでは７
㍍41を記録して５位入賞となり
初の２種目入賞を果たしまし
た。
本命としていた走り幅跳び
は、６月の県高校総体で７㍍53
の県高校新記録を出して初優
勝。その勢いのまま臨んだ全国

決勝でしたが、力を出し切れず
悔しい思いをしていました。
三段跳びは１年前に始めたば
かりでしたが、本番ではスピー
ドに乗った助走が大ジャンプと
なって、予選１回目で通過ライ
ンを楽々越えました。
決勝では２、３回と15㍍近い
ジャンプを繰り返していました
が、６回目に自己ベストにあと
３㌢という15㍍06を跳んで２位
に浮上しました。

インターハイ ボート女子

新潟南チーム４位悔いなし
インターハイのボート競技（兵庫県豊岡
市円山川城崎漕艇場・８月３日）では、女
子かじ付き４人スカルで新潟南高チーム
が決勝に進み４位入賞を果たしました。県
勢が同種目で決勝に進出したのは阿賀黎
明高に続く５年ぶりとなりました。
前年は決勝進出を逃しており、南菜月、
湯本琴乃、草牧里佳、田中晴、コックス西脇
双葉の５人のクルーは雪辱を期してレー
スに臨みました。ラストスパートを強化す
る練習が実って、予選から準決勝までは終
盤の追い上げで全レースを逆転で１位
ゴール。４チームによる決勝は全力を尽く
しての結果で悔いは残りませんでした。

新潟・ハバロフスク姉妹都市提携５０周年記念事業

新体操選抜チームを派遣 ハバの少年バスケと試合
新潟・ハバロフスク姉妹都市
提携50周年の記念事業の一環と
し て、７ 月21日〜28に ス ポ ー ツ
交流団（新体操選抜チーム）がハ
バロフスクへ派遣されました。
小・中高生15人の選手と指導者
合わせて20人が、ハイレベルの
技術に触れ競技力向上につなが
りました。特に、高校生はその後

に開催されたインターハ
イや国体で上位入賞する
など、早速、交流の成果を
発揮することができまし
た。
また、ハバロフスクから
は８月４日から11日まで、少年
バスケットボールチームを迎
え、市内のミニバスケットボー
13

ハバロフスク「オリンピア」で合同練習

ルチームと親善試合をするなど
して交流を深めました。

トピックス

新潟市で初開催「第99回日本陸上選手権」
陸上の「第99回日本選手権」
（日本陸上競技連盟主
催）が新潟市で初めて６月26〜28日に開催され、会場
のデンカビッグスワンスタジアムにはトップアス
リートの熱戦が展開され、連日多くのファンが詰めか
けて声援を送りました。
女子
800ｍ

山田選手が初優勝

女子
走り幅跳び

永井選手は３位に

県勢では女子800ｍで山田はな選手（新潟南高出・
東京学芸大）が初優勝を飾りました。予選を組２位で
通過、７人で争われた決勝では終盤に一気に飛ばして
２位と０秒42差の２分８秒20のタイムでゴールしま
した。後半に仕掛けるレース運びを守り、最終第４コーナー
からの直線ラスト50ｍで先頭に立ちテープを切りました。
陸上競技を始めたのは高校から。全国的には無名に近い選
手が大学から急成長して結果を出しました。
また、女子走り幅跳びでは永井佳織選手（新潟商高出・長
谷川体育施設）が３位となりました。昨年は新潟医療福祉大

国 体 ボクシング少年ミドル級

新潟日報社提供

４年で初出場して５位と健闘し、地元開催の今大会で優勝
を目指していました。
ビッグスワンは中学、高校時代に自己ベストを記録した
所で、後半の５回目のジャンプで今季自己ベストとなる５
㍍99を跳んで表彰台に上がりました。

ボールのセンターで活躍してい
ました。友達に誘われてボクシン
（開志学園）
近藤選手
が準Ｖ グを始めるようになり、本格的に
練習を始めてからまだ１年くら
第70回国体「紀の国わかやま国 いしかたっていません。国体出場
体」
（田辺スポーツパーク体育館・ が公式戦６試合目ということで、
10月５日）ボクシング少年ミドル いきなり高校王者と対戦しまし
級で、近藤陸選手（開志学園高１ た。第１ラウンド開始間もなくか
ら攻め込まれ、間合いも取れずに
年）が準優勝しました。
決勝の相手はインターハイを 連打を浴び、第２ラウンドの後半
連覇している梅村錬選手（岩手・ には強烈な右クロスを浴びて、ス
江南義塾盛岡高３年）、２回１分 タンディングダウンを奪われた
29秒ＴＫＯで敗れました。格上の ところでタオルが投げ込まれま
相手と戦った後は、悔しさよりも した。試合を終わって実力差を痛
先輩にいい経験をさせてもらっ 感させられましたが、相手の隙の
たと、前向きにとらえて次戦に向 ない動き、パンチの強さと速さな
ど多くを学んで進化し、次の王者
けて成長しています。
近藤選手は曾野木中では178㌢ を目指しています。
の長身を生かしてバスケット

事務局から
＜スポーツの力＞
今年はオリンピックイヤーであり、真夏には
スポーツの話題で満載となるでしょう。４年後
の2020年には東京オリンピック・パラリンピッ
クが開催されます。大舞台での活躍を目指し猛
練習に励んでいる多くの地元選手がいます。
昨 年 は、ラ グ ビ ーＷ杯 で 日 本 代 表 フ ィ フ
ティーンが大活躍して世界中の話題になり、そ
の舞台に稲垣啓太選手がいました。新潟市で初
開催された陸上の日本選手権でも、地元出身の
選手が健闘して会場のデンカビッグスワンス
タジアムが大歓声で湧きました。
身近に感じられるトップアスリートの活躍

新潟日報社提供

わかやま国体のゴルフ競技（和歌山ラ・グ
レースＧＣ・10月29日）で県勢の少年男子団体
チームが準優勝を達成しました。
初日の５位から順位を上げて２位に躍り出
たのは小川詠次郎キャプテン（開志学園高３
年）、木庭輝選手（同）、大沢優選手（開志国際高
１年）の仲良しトリオ。３人の２日間の合計ス

国 体 ゴルフ少年男子団体

最終日スコアアップし2位に
コアで争う団体は、優勝した千葉とは６打差に
迫る大健闘でした。最終日、木庭選手は４連続
バ ー デ ィ ー な ど で67を マ ー ク し 通 算 ２ ア ン
ダーとして個人でも７位に入りました。大沢選
手は上がり３ホールを連続バーディーで締め
くくり、通算１アンダーとして個人でも８位タ
イに。小川キャプテンはチップインバーディー
を決めるなど後半でスコアをまとめました。

は大きな感動と勇気を与え、ジュニア選手を大 夢・希望｣をもたらします。スポーツを愛する
いに刺激して夢を膨らませてくれました。
すべての子ども達よ！夢を持ち続けよう。
＜ジュニアアスリートに夢を＞
＜栄光の記録は市体協のホームページで＞
市体協では一人でも多くのオリンピック選
市体協のホームページで「栄光の記録」をご
手を新潟市から出そうと｢世界に羽ばたけ！ 覧ください。
「新潟市体育協会」で検索を。市民
ジュニアアスリートたち｣をテーマにジュニア 大会やスポーツ情報・記録なども更新してい
強化に取り組んでいます。新年度から新たな強 ます。
化策「スーパージュニア育成事業」がスタート
また、事務連絡などはＥメールでお願いいた
します。平成29年度に財団設立50周年を迎える します。
体協では、10年後を見据えた「将来構想」も策定
U R L http://www.niigatashi-taikyo.com
Ｅメール info@niigatashi-taikyo.com
しました。
目標に向かって努力することは、一人の人間
として成長させ、仲間と協力する大切さや、お （掲載写真の一部は日本ラグビーフットボール
世話になっている方々への感謝の心が育まれ 協会JRFU、新潟日報社などにご協力いただき
ます。結果を出すことで市民に大きな｢感動・ ました）
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「スポーツと音楽都市」宣言記念

新潟市スポーツ功労者
平成27年度（第48回）

浅野

昌禧（69）

五十嵐

新潟市ボート協会会長
新潟市体育協会評議員

正親（67）

久保田

新潟市相撲連盟副会長

三郎（85）

相馬

治平（77）

政則（69）

元新潟市剣道連盟理事

新井田

元スポーツ推進委員連盟理事

山寺
正人（73）

良夫（60）

元スポーツ推進委員連盟理事

新潟市ソフトテニス協会顧問

平成27年度 県教育委員会表彰（敬称略）

新潟市卓球連盟事務局長

新発田

新潟市卓球連盟理事で、総務部長・事務部長を
務め、現在は事務局長として長年にわたり連盟の
発展に寄与してきました。
また、加盟団体のニーズを反映させ、新規事業に
も積極的に取り組んでいるほか、各講習会の企画・
実施など、卓球の普及や選手強化にも努めていま
す。

山内

律雄（64）

新潟市硬式野球連盟理事・事務局長

平成27年度

信夫（63）

新潟市ソフトテニス協会の理事・理事長・副会
長を歴任し、協会の行事および運営に携わり、長年
にわたって協会の発展に寄与してきました。
また、自らは国体に５回出場し、現在も選手強化
に対し率先して指導に当たるなど、ソフトテニス
の普及・拡大に努めています。

新潟市硬式野球連盟理事、常任理事、日本野球連
盟北信越地区連盟理事・監事、新潟県野球協議会
理事・監事を歴任し、野球連盟の近代化および運
営に携わり、連盟の発展に寄与してきました。
また、意欲的に社会人チームの育成、野球技術向
上と野球審判員技術向上に尽力し、東新潟野球連
盟の理事長として、生涯スポーツとしての野球、地
域スポーツとしての野球の振興に大きく貢献して
います。

和田

新潟市ソフトボール協会常任理事・事務局長

昭和50年に体育指導委員に就任して以来、地域
のスポーツ振興に尽力し、学校開放の運営やス
ポーツ振興会において中心的な役割を担ってきま
した。
現在も積極的に地域活動に携わり、無くてはな
らない存在として活躍しています。

昭和53年に体育指導委員に就任以来、地域のス
ポーツ振興に尽力し、学校開放の運営やスポーツ
振興会において中心的な役割を担ってきました。
バウンドテニス、インディアカなどのニュース
ポーツの普及・発展にも貢献しています。

新野

新潟市野球連盟常任理事

新潟市ソフトボール協会の監事・事務局長とし
て協会の各大会の計画と立案、開催に長年携わり、
協会の発展に寄与してきました。
また、ジュニアの指導を手掛け選手強化に力を
入れる一方、市民への大会参加を広く呼びかける
など、ソフトボールの普及・拡大に努めています。

昭和57年から21年間の長年にわたり、新潟市剣
道連盟の幹事、理事を歴任し連盟事業推進の実質
的役割を担ってきました。
また、平成元年に発足の海援隊（家庭婦人の剣道
愛好団体）指導者として、平成13年からは主席指導
者として、現在も剣道の指導を通して健全な心身
の育成を図り、剣道指導者、愛好家を数多く育て剣
道の普及と活性化に深く携わり、健全な地域社会
の発展に貢献しています。

中川

光佳（70）

新 潟 市 野 球 連 盟 の 理 事、常 任 理 事 を 長 年 に わ
たって歴任し、平成21年からは審判部長として組
織の運営、選手強化に力を注ぎ、連盟の発展に寄与
してきました。
また、この間30年余にわたり主に審判畑を歩ん
でこられ、自己の技術の向上、後輩の指導に手腕を
発揮しています。

新潟市相撲連盟の理事・強化部長・審判長など
を歴任し、現在は副会長として会長を補佐し組織
の円滑なる運営に努めています。相撲の普及・振
興に携わり長年にわたって連盟の発展に寄与して
きました。
特に強化部長時代では、ジュニア育成に力を注
ぎ、全国小学生わんぱく相撲大会や全国中学校体
育大会などの全国大会に出場する選手を多く育
て、上位入賞を果たす選手を輩出してきました。

小日向

新潟市柔道連盟理事

新潟市柔道連盟の理事、副会長を歴任し、長年に
わたって連盟の運営に携わり連盟の発展に寄与し
てきました。
また、平成10年から15年間、新潟市内野スポーツ
少年団柔道部の団長を務めてきました。現在も積
極的に小学生の指導を行うとともに、若手の指導
者を育てるなど柔道の普及に努めています。

新潟市ボート協会の理事長・会長を歴任し、協
会の基礎づくりおよび運営に携わり、長年にわ
たって協会の発展に寄与してきました。
ボート競技の経験者として、その技法や練習方
法など高校生や大学生に広くアドバイスするな
ど、競技力の向上にも尽力しています。また、市民
の参加を広く呼びかけるなど、ボートの普及・拡
大に努めています。

遠藤

忠（71）

(五十音順/敬称略)

貞夫（72）（公財）新潟市体育協会理事

（公財）全日本軟式野球連盟監事
新潟県野球連盟理事長
前（公財）新潟県体育協会理事

市民スポーツの普及と野球の振興

県体育協会 スポーツ功労者表彰（敬称略）

春夫（65）（公財）新潟市体育協会副会長

渡辺

新潟県・市野球連盟会長
新潟市早起き野球大会実行委員会会長
新潟市スポーツ推進審議会委員

市民スポーツの普及・振興と野球の発展
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第６回「スポーツグランプリ」 ２人を表彰
新潟市体育協会は１月７日の理事会で、第６回（平成27年度）スポーツグランプリ表彰の受賞者に、競泳の中野未夢選手
（東石山中出・長岡大手高３年・アクシーひがし）と、フェンシングの小林かなえ選手（新潟商高３年）の２人を全会一致で
正式決定しました。中野選手は２年連続３度目の表彰となります。スポーツグランプリは、アマチュアスポーツ界で顕著な
活躍をして話題を提供した市内の選手または団体を毎年度表彰しています。また特別賞は、全日本大学選抜相撲大会など
で優勝した小柳亮太選手（光晴中・金沢学院東高出・東京農大４年）に贈られました。

競 泳 200mバタフライ

フェンシング・サーブル

中野 未夢さん

小林 かなえさん

（東石山中出・長岡大手高３年）

（新潟商高３年）

中野選手は、全国高校総体（イ
ン タ ー ハ イ・京 都・８ 月）と 第
70回国体（紀の国わかやま国体・
９月）の競泳女子200ｍバタフラ
イで２冠を達成しました。また、
日本選手権大会（東京辰巳国際
水泳場・４月）の同種目で２位
など、今年度も好成績の活躍で
した。
本格的に競泳練習を始めたの
は小学３年生のころからで、平
成24年 の 全 中 で200、100ｍと も
に圧勝して県勢の優勝は18年ぶ
り、２種目制覇は49年ぶりの快
挙を成し遂げました。高校に進

小林選手は全国高校総体（イ
ンターハイ・奈良桜井市・８月）
フェンシング女子サーブルで、
県勢初の２連覇。また日本代表
としてコスタリカで開催された
ジュニア女子サーブル団体戦で
３位の好成績に貢献しました。
女子サーブルのトップ選手と
して高校では敵なしの存在。イ
ンターハイ決勝でも相手の剣を
払い素早くポイントを奪い 15−
４の圧勝でした。国際大会の体
験も多く中学２年のヨーロッパ
カデサーキットでドイツをはじ
めフランス、イギリス、ヨルダ

高校総体で自己ベスト初V

突いて斬って敵なし２連覇

学し一昨年はパンパシフィック選手権で４位、アジア大会（韓
国・仁川）では最年少銅メダルに輝くなど、日本女子競泳界の実
力者に成長しました。
４月の日本選手権では２位となりましたがタイムは２分10秒
36という不本意な結果で悔しい思いを。８月のインターハイ決
勝では、序盤から積極的に飛ばして残り25㍍でトップに出て２
分８秒11の自己ベストを記録しての初優勝でした。
リオ五輪の標準記録は２分７秒82。あとわずかに迫りました。
既に五輪出場権を獲得している憧れの星奈津美選手（ミズノ）に
は「一緒に泳ごうね」と励まされています。200mの残り出場枠は
あと一つ。
「絶対に行く」と心に決めホームプールのアクシーひ
がしで厳しい練習に取り組んでいます。持ち前の強いキックに
加え、レース前半から飛ばす腕かきの強化、
「プレッシャーはな
いです」とメンタルも大丈夫。
最終選考会を兼ねる日本選手権は、間もなく４月に迫ってい
ます。この大舞台で標準記録を突破して優勝する、と決めた気持
ちは揺るぎません。
今春は東洋大に進学が決まっています。この大学を練習拠点
にしている星選手と、日本代表監督も務める平井伯昌監督が
待っています。新たな飛躍の年になりそうです。

ン、アメリカなどへ。日本のサーブル強化選手として合宿に派
遣されるなどの機会に恵まれ、競技団体、地元地域や学校、両
親らの支援に感謝しながら成長してきました。
フェンシングに興味を持ったのは小学２年で、聖籠の体験会
に参加したことから。ジュニアクラブで練習を積み、コーチの
助言もあって中学の時に剣をサーブルに替えました。高校 1 年
のインターハイで６位に入賞。新潟はエペやフルーレの強い地
域ですが、もともと足が速かった俊敏さを武器に素早くアタッ
クして相手の剣を払い、突いて斬ることもできる多様な戦法に
魅せられました。
ジュニアクラブで毎週２回夜６時からと、他高校の部活など
で男子選手を相手に練習の日々。一昨年からはコーチの紹介で
東京女子体育大でハイランクの女子選手と対戦する機会にも恵
まれ、インターハイでは熱い声援と貴重なアドバイスも受けま
した。
今春には同大学に進学と同時に、４年後の東京五輪に出たい
という思いが明確に。まずは日本シニアランキングのベスト４、
世界ランキング 100 位入りを目指し、身長 155 ㌢の小柄な剣士
が、夢をかなえる活躍が期待されます。

素早い剣さばきで東京五輪を

リオ五輪目指し決意の猛練習

特別賞
相 撲

小柳 亮太さん

（光晴中出・東京農大４年）

小柳さんは第20回世界選手権大会（堺市・８月）重量級で、日本人選手として７年ぶりの
優勝を果たすとともに、東日本学生選手権（東京両国国技館・６月）、全日本大学選抜（十和
田市・８月）、全国学生個人体重別選手権無差別級（靖国神社相撲場・９月）など、今年度の
主要大会で４冠の実績を収めました。
184㌢、165㌔の恵まれた体格で、鋭い当たりと得意の押し相撲で実力を発揮しています。
全国学生選手権（堺市・11月）では不覚を取り学生横綱の座を逸しましたが、全日本選手権
（両国国技館・12月）では８強入りし、大相撲の三段目付け出しの資格を得ました。
大学卒業後は大相撲の時津風部屋に入門が決まっており、将来有望な関取を目指しての
活躍が期待されています。
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右から２人目が小柳選手

