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　あけましておめでとうござ

います。

　皆様には、希望溢れる新春

をお過ごしのこととお慶び申

し上げます。

　ここに公益財団法人黒部市

体育協会を代表いたしまして

謹んでごあいさつ申し上げます。

　さて、昨年を顧みますと、９月から10月にかけて

開催されたラグビーワールドカップにおいて、日本

代表が世界ランク３位の南アフリカ代表に勝利する

など、目覚ましい活躍は記憶に新しいところであります。

　本協会におきましても、昨年、黒部市体育協会設

立60周年、黒部市総合体育センター開館20年の節目

の年を迎え、記念事業として各地区体育協会・競技

協会の皆様にご協力いただき、設立50周年以降10年

間にわたる黒部市のスポーツ史をまとめた記念誌

「スポーツ黒部のあゆみ」を発刊いたしました。こ

のほか、「ｂｊリーグプレシーズンゲーム」の開催

や、阪神タイガース監督に就任された金本知憲氏に

よる「スポーツ講演会」をはじめ、新市施行10周年

記念としてスティックリング競技が行われた「第10

回黒部市民体育大会」など様々な大会・イベントを

開催し、いずれも成功裡に終えたことは誠に喜ばし

く、関係各位をはじめ市民の皆様のご支援・ご尽力

に対し、心より感謝申し上げます。

　なかでも、北陸新幹線開業記念大会として開催し

た「第32回カーター記念黒部名水マラソン」では、

ゲストに高橋尚子さん、川内優輝選手、野尻あずさ

選手、中村萌乃選手、寺澤徹さんを迎え、過去最高

の10,000名を超えるエントリーのもと盛大に開催さ

れました。本年開催される第33回大会は、５月29日

㈰の開催が決定しており、参加いただくランナーの

皆さんはもちろん、スタッフとして大会を支える

人、沿道で応援する人が一体となり、笑顔あふれる

大会となるよう、現在、諸準備を進めているところ

であります。

　本協会といたしましても、新年を迎え新たな気持

ちでこれまで以上に地域に根ざした運動教室やイベ

ントの企画運営、そして、市民の皆様のスポーツへ

の参加機会の拡充を図ると共に、より一層スポーツ

振興に邁進・努力し、各種事業を推進してまいりま

すので、皆様方のご理解・ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。

　結びに、市民の皆様のますますのご健勝とご多幸

を心よりお祈り申し上げ、新年のごあいさつといた

します。

新年のごあいさつ
（公財）黒部市体育協会会長　米屋　正弘

金本知憲氏によるスポーツ講演会＝昨年10月10日

第32回カーター記念黒部名水マラソン＝昨年５月24日
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　11月８日㈰、第33回富山県駅伝競走大会が開

催されました。富山県庁前を発着点とする、富

山⇔高岡間（42.5km）を12郡市18区間で争われ

ました。

　第１区を走った上條選手がトップでタスキを

つなぎ、中盤までは入賞圏内につけていました

が、後半は力及ばず、結果は12位でした。

　また、同日開催された小学生駅伝競走大会

（県庁周回コース：全10区間）の結果は10位で

した。

第3 3回富山県駅伝競走大会

区間 選手氏名 地　区

１区 上條　晃良 三日市

２区 菊地　夕子 三日市

３区 山本　　蓮 東布施

４区 柴山　吹雪 大布施

５区 松倉　真也 前　沢

６区 山本妃奈乃 宇奈月

７区 金田　龍心 三日市

８区 松倉　頼人 三日市

９区 飯田　理沙 荻　生

10区 長田　朋洋 大布施

11区 杉田　　陽 三日市

12区 中嶋　亮太 田　家

13区 芦崎　彩加 三日市

14区 佐々木　肇 若　栗

15区 伊東　春香 三日市

16区 沓掛　建樹 宇奈月

17区 平　真由美 東布施

18区 鮫沢　莉奈 石　田

補欠 村上　俊介 荻　生

補欠 福田　夢将 大布施

補欠 斉藤　　岳 三日市

補欠 沢田瑠莉菜 三日市

補欠 長谷川真弓 三日市

黒部市選手団名簿

区間 選手氏名 小学校

１区 吉松　桜雅 石田小学校

２区 中嶋　依織 荻生小学校

３区 橋本　　駿 宇奈月小学校

４区 出村　小優 石田小学校

５区 今井　康太 村椿小学校

６区 川崎　景子 荻生小学校

７区 横田　竜輝 宇奈月小学校

８区 寺田　悠華 村椿小学校

９区 長田　滉平 中央小学校

10区 道徳りおん 中央小学校

補欠 長崎　恵大 たかせ小学校

補欠 尾花　孔明 石田小学校

補欠 地田明寿香 たかせ小学校

補欠 髙山　嵯彩 石田小学校

富山県駅伝競走大会 小学生駅伝競走大会

2015／2016 Ｖ・チャレンジリーグⅠ女子開幕
　昨年11月７日㈯に開幕した標記大会

に地元ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリー

ズが参戦しています。11月28日㈯に滑

川総合体育センターで行われた今シー

ズン最初のホームゲームでは、大野石

油広島オイラーズに３－０のストレー

トで勝利しました！

　ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

は、現在９試合を終え４勝５敗で５位

と苦しい試合が続いていますが、１月

30日㈯にはＪＴマーヴェラスと、31日

㈰はＪＡぎふリオレーナと、地元黒部

で試合が行われます。会場へ足を運ん

で選手たちを応援しましょう!!

〈KUROBEアクアフェアリーズ大会スケジュール〔１・２月〕〉
月 日 曜日 会場 対戦カード

１

９ 土
松任総合運動公園体育館

第１試合 対 柏

10 日 第２試合 対 ＰＦＵ

16 土
ヒマラヤアリーナ（岐阜アリーナ）

第２試合 対 ＪＡぎふ

17 日 第１試合 対 大野石油

30 土
黒部市総合体育センター

第２試合 対 ＪＴ

31 日 第２試合 対 ＪＡぎふ

２

６ 土
トヨタスポーツセンター第一体育館

第２試合 対 ＰＦＵ

７ 日 第１試合 対 ＪＴ

13 土
柏市中央体育館

第２試合 対 柏

14 日 第１試合 対 仙台

20 土
猫田記念体育館

第２試合 対 大野石油

21 日 第１試合 対 熊本

がんばった！黒部市選手団 全国大会出場の皆さん

第43回全日本空手道選手権大会
　小倉勇誠（生地）・谷沙也歌（田家）

富山県駅伝競走大会
区間入賞者

１区・１位　　上條　晃良

５区・３位　　松倉　真也

第29回ジュニアオリンピックカップ全国都道府県対抗バレーボール大会
　大前航世（石田）

１区区間賞の上條選手（左から３人目）
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市総合体育センター行事（１～２月）

１

４㈪

９㈯
10㈰・11(月・祝)
16㈯
17㈰

23㈯
24㈰
30㈯・31㈰

2016新春フェスティバル

県高校新人バスケットボール選手権
立山杯女子中学バレーボール大会
黒部名水室内テニス
全国ドッジボール選手権大会
新川地区高校卓球
県高校新人バレーボール大会
市ティーボール大会
V・チャレンジリーグⅠ女子黒部大会

メイン・サブ
・温水プール
メイン
メイン・サブ
メイン
メイン
サブ
メイン・サブ
メイン
メイン・サブ

２

４㈭
７㈰
11(木・祝)
13㈯・14㈰
20㈯・21㈰
27㈯・28㈰

富山第一高校入学試験
黒部少年フットサル大会　藤森杯
新川地区ソフトテニスインドア研修大会
北信越ミニバスケットボール交流会
アマレーラカップフットサル大会
黒部名水小学生バレーボール大会

メイン・サブ
メイン・サブ
メイン
メイン・サブ
メイン・サブ
メイン・サブ

問合わせ／（公財）黒部市体育協会
TEL 0765（57）2300イ ベ ン ト 情 報

■2016新春フェスティバル
・日　　時／１月４日㈪　10：00～16：00

・場　　所／黒部市総合体育センター

・内　　容／

【メインアリーナ】

・新春卓球大会　９：00～（受付８：30まで）

　※当日参加受付（参加料：１種目500円）

【サブアリーナ】

・新春初スポーツに挑戦

【温水プール】

・水中宝探し、水中サスケ

　（小学生以下対象、入水条件は利用規則のとおり）

　①10：10～　②14：10～

【体育館エントランス】

・おしるこ配布　11：00～　※なくなり次第終了

・ちびっこ教室ヒップホップダンス発表　11：30～

・もちつき大会　12：00～

■2015／2016 Ｖ・チャレンジリーグⅠ女子黒部大会
・期　　日／１月30日㈯・31日㈰
・場　　所／黒部市総合体育センター　メインアリーナ
・対戦カード／
　30日㈯　第１試合開始　13：00～
　　①JAぎふリオレーナ　―　フォレストリーヴズ熊本
　　②KUROBEアクアフェアリーズ　―　JTマーヴェラス
　31日㈰　第１試合開始　12：00～
　　①フォレストリーヴズ熊本　―　JTマーヴェラス
　　②KUROBEアクアフェアリーズ　―　JAぎふリオレーナ
・入 場 券（前売り券）／
　Ｓ　　券（１階自由席）1,500円（当日2,000円）
　Ａ　　券（２階自由席）1,000円（当日1,500円）
　小中高券（２階自由席）　 500円（当日800円）

■スキー教室
・開 催 日／１月10日㈰・17日㈰・24日㈰

・会　　場／糸魚川シーサイドバレースキー場

・対　　象／小学生以上のスキー初心者、初級者、中級者

　　　　　　※小学２年生以下には保護者の付き添いが必要

・定　　員／各50名　※定員になり次第締切

・参 加 料／親子１組１回7,000円、子ども１回3,500円、

　　　　　　一般１回4,000円（保険料込み）

　　　　　　※ 親子で参加の場合、追加子ども１人につき

3,000円、大人１人につき3,500円

・締　　切／各開催日の２日前　※水曜日休館

・申 込 先／黒部市総合体育センター内

　　　　　　（公財）黒部市体育協会

■第10回黒部市民スキー大会
　・期　　日／２月７日㈰

　・場　　所／黒部市宇奈月温泉スキー場

　・種　　目／ジャイアントスラローム

　・参 加 料／小・中・高校生（200円）、一般（500円）、

　　　　　　　親子リレー１組（500円）

　・申込期限／２月１日㈪

　・申 込 先／黒部市総合体育センター内　

　　　　　　　　（公財）黒部市体育協会

お知らせ
■平成28年度採用　黒部市体育協会職員募集
■募集内容／ 一般職員１名　平成元年４月２日から平

成６年４月１日までに生まれた方で大学
卒業程度の学力を有する方（詳細は募集
要項をご参照下さい。）

■募集期間／１月７日㈭～１月31日㈰
■試験日程／２月11日（木・祝）

　募集要項は、総合体育センター事務所
受付、協会ＨＰをご覧ください。

■問 合 せ／黒部市総合体育センター

■温水プールスタンプキャンペーン
　下記の期間中、温水プールにてスタンプキャンペー

ンを実施します。１回利用するとスタンプを１つ押し

ます。冬でも温かいプールを利用して運動の習慣を身

につけましょう！スタンプが貯まると良いことがある

かも!?

■実施期間：１月５日㈫～３月31日㈭　※水曜日休館

■対　　象：幼児・定期利用者を除くプール利用者
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次回第100号は、３月１日に発行します。
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フルマラソンコース図

■種目・種別
○マラソン、10km、車いす、５km

　３km（小学男子、小学女子）

　ジョギング：３km

■参加料
○マラソン
　一 般　7,000円

○10km・車いす・５km
　３km・ジョギング
　一　般　3,000円

　高校生　2,000円

　中学生　1,500円

　小学生　1,000円

〔大会ホームページ〕
http://www.kurobe-taikyo.jp/road/

　約10,000名のランナーをサポートす

るため、約2,600名のボランティアス

タッフを募集しています！おもてなし

の心でランナーのみなさんを、そして

大会を支えてみませんか!?

【募集期間】
平成28年１月15日㈮～平成28年２月29日㈪

ボランティア募集中!!

黒部名水マラソン

　第32回大会は過去最高の9,518名のランナーが黒部の街を駆け抜けました。第33回大会も「走る人」「支える

人」「応援する人」が笑顔になれる大会を目指します。

　今年も特別ゲストとして高橋尚子さんの参加が決定しています。前日のトークショーや、ランナーの皆さん

とのハイタッチなど、Ｑちゃんスマイルで今年の大会も盛り上げてくれることと思います。

カーター記念黒部名水マラソン
実行委員会事務局

■申込締切
○マラソン・10km・車いす

　インターネット　２月29日㈰

　専用払込取扱票　１月31日㈰

○５km・３km・ジョギング

　４月22日㈮
■定員
○マラソン　5,500名（先着）

○10km　　　2,000名（先着）

○車いす　　15名（先着）

※定員になり次第締切

10,000名のランナーが黒部を駆け抜ける!!

特別ゲスト
高橋　尚子 さん

2016年５月29日㈰開催

第33回カーター記念 エントリー

受付中！

NEW

新企画！チーム戦・男女ペア戦
チーム戦： マラソンの部において、１

チーム５人以上10人以内で

上位３人の合計タイムを競

います。

ペ ア 戦： 男女２人の合計タイムで競

います。

　それぞれ上位３組には、黒部市特産

品など豪華景品をプレゼント！


