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　明けましておめでとうござ
います。
　令和２年の新春を迎え、皆
様にはお健やかにお過ごしの
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11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２位のアイルランドを相手に金星
を挙げ、史上初のベスト８入りを果たした大躍進は
記憶に新しいところであります。また、朝乃山関が
夏場所で県出身力士としては103年ぶり優勝の快挙
を果たし、令和元年の最多勝にも輝きました。さら
に、バスケットボールの八村塁選手が日本人初とな
るドラフト指名でのＮＢＡ入りを果たし、レギュ
ラーシーズン開幕からチームの期待に応える活躍を
みせるなど富山県を代表する選手の躍動する姿が国
民に勇気と希望を与えてくれました。
　本会においては、競技力向上はもとより市民各層
から参加のもと、市民ひとり１スポーツの更なる普
及を目指し、市民体育大会や
エブリバディスポーツデイな
どの多彩なスポーツ行事やイ
ベントを開催いたしました。
　なかでも、「第36回カーター
記念黒部名水マラソン」は、
特別ゲストに高橋尚子さん、
ゲストに柏原竜二さん、ゲス
トランナーに寺澤徹さんと富
山県出身の野尻あずささんを

迎え、9,294名のランナーが黒部を駆け抜け、2,700
名を超えるボランティアスタッフのもと盛大に開催
することができました。本年の第37回大会は、５月
24日㈰に開催することとなりました。参加されるラ
ンナーの皆様には黒部の自然や市民の温かさを堪能
していただくとともに、大会を支える人、沿道で応
援する人が一つとなり、笑顔あふれる大会になるよ
う諸準備を進めて参ります。
　また、７月からは東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会が開催されます。アスリートの最高
のパフォーマンスを期待するとともに、国民のス
ポーツに対する関心がより一層高まりを見せること
と思います。
　本会といたしましても、市民の皆様の生活向上の
基盤は健康・体力づくりであることを念頭におき、

スポーツ振興に邁進・努力し、
各種事業を推進して参ります
ので、皆様のより一層のご理
解と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

第14回市民体育大会で見事優勝を果たした田家地区
＝昨年10月20日㈰黒部市総合体育センター

第36回カーター記念黒部名水マラソン＝昨年５月26日㈰
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　昨年11月10日㈰、第37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。
　黒部市の選手が一丸となりタスキをつなぎま
した。最終の順位は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７位でした。

第3 7回富山県駅伝競走大会

区間 選手氏名 地　区
１区 山下　優嘉 若　栗
２区 堀内美沙樹 大布施
３区 和田　研正 石　田
４区 山本萌々華 浦　山
５区 樋本　芳弘 荻　生
６区 笹川　桃花 大布施
７区 吉田　淳暉 村　椿
８区 安達　京摩 村　椿
９区 新鞍　莉音 田　家
10区 長田　滉平 大布施
11区 東山なつみ 浦　山
12区 濱田　彪雅 三日市
13区 山本　彩加 荻　生
14区 中島　凰我 大布施
15区 稲垣　愛奈 大布施
16区 末上　哲平 大布施
17区 岩田　　栞 村　椿
18区 石原　愛子 三日市
控え選手 荒木　逞望 若　栗
控え選手 若田　　涼 大布施
控え選手 川上　　玄 三日市
控え選手 朝倉りょう 石　田
控え選手 徳道　瑞稀 愛　本

黒部市選手団名簿

区間 選手氏名 学　校
１区 富川　貴翔 宇奈月小学校
２区 山口真愛咲 宇奈月小学校
３区 大上　　尋 宇奈月小学校
４区 石原　桃子 桜井小学校
５区 前林　士雲 桜井小学校
６区 石田　優奈 生地小学校
７区 山田　聖心 石田小学校
８区 髙山　夏漣 石田小学校
９区 中嶋　　天 荻生小学校
10区 広野　陽彩 桜井小学校
友好 角丸　楓人 若栗小学校
友好 川原　元汰 たかせ小学校
友好 澤田　梨花 たかせ小学校
友好 能登　結愛 石田小学校

富山県駅伝競走大会 小学生駅伝競走大会

トレーニング室にInBody導入!!
　InBodyとは、体を構成している体成分（水分・たんぱく質・ミネラル・体脂肪）や体の
むくみ、身体のバランスなどを約15秒で測定し、詳細で分かりやすい測定結果を見ることが
できる機器です。
料　　金：一般410円　中高生200円
対　　象：中学生以上　※中学生が利用する場合、成人の指導者の付き添いが必要。
　　　　　※ＫＵＲＯＢＥスポーツファミリー発行のチャレンジ券も利用できます。

■第16回世界男子ソフトボール選手権大会�
宮路充（石田）

■2019年度全日本卓球選手権大会�
魚住咲月（石田）・柴田麗緒（村椿）

■アルインコカップ争奪　敬愛まちづくり財団旗争奪�
　第27回ヤングリーグ選手権中学部大会�
　ＢＡＮＤＩＴＳ　ＹＯＵＮＧ
■第14回全日本小学生アーチェリー選手権大会�
道添彩芽（浦山）

■第10回全日本女子相撲郡上大会�
佐々木里桜（浦山）・中瀨葵・中瀨日向（若栗）・園家未樹子・
園家由花香（生地）

■第71回中部日本卓球選手権大会�
柴田麗緒（村椿）

■第７回ヤングリーグジュニア選手権大会�
ＢＡＮＤＩＴＳ　ＹＯＵＮＧ

■第19回全日本少年少女空手道選手権大会�
石田優花（若栗）・鈴木流加・鈴木万閃（浦山）・西田優亜（前沢）・
高村らん（荻生）

■第27回全国中学生空手道選手権大会�
幅口佳七歩（前沢）・田原和奏（大布施）・辰莉乃佳（若栗）

■日本スポーツマスターズ2019バレーボール競技（男子）�
黒部クラブ

■日本スポーツマスターズ2019バレーボール競技（女子）�
ミズ・ピュア魚津

■第103回日本陸上競技選手権大会�
岩田栞（村椿）

〈区間３位〉８区　安達　京摩

がんばった！黒部市選手団 全国大会出場の皆さん
■令和元年度全国高等学校総合体育大会�
安達京摩（村椿）・児島優太・須永陽・河内大空・舟川楓（大
布施）・西本壮汰・福井拓人・前本勘太（前沢）・和田紫音（石
田）・浅野愛樹（田家）

■全国高等学校定時制通信制体育大会�
若林厚志（大布施）・沢田瑠莉菜（三日市）・湊屋和可（若栗）

■第43回全日本中学ボウリング選手権大会�
岩戸翔（大布施）

■日本スポーツマスターズ2019女子ソフトボール競技�
ドルフィン

■第10回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会�
ＱＵＥＥＮＢＥＥＳ

■第46回全日本中学校陸上競技選手権大会�
和田研正（石田）

■第35回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会
須永陽（大布施）・村上太陽（前沢）

■第13回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ�
菊地謙伸（三日市）

■第19回全国障害者スポーツ大会�
吉澤育男（大布施）

■第４回全日本中学女子軟式野球大会�
高見愛子（荻生）・中林風馨（大布施）

■第33回全国ホープス東日本ブロック大会�
魚住咲月（石田）

■第71回中部日本卓球選手権大会�
魚住咲月（石田）
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１

４㈯
５㈰・６㈪
11㈯・12㈰	
12㈰
18㈯
19㈰
25㈯・26㈰

2020新春フェスティバル
立山杯中学女子バレーボール
県高校新人バスケットボール大会
新川地区冬季卓球大会
黒部名水室内テニス
ティーボール大会
黒部カップフットサル大会（U-12）

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

２

１㈯
２㈰
６㈭
７㈮・８㈯・９㈰
22㈯

新川地区高校冬季バスケットボール大会
黒部少年フットサル大会　藤森杯
富山第一高校入学試験
北信越ミニバスケットボール交流大会
紙ヒコーキ大会

メイン・サブ
メイン・サブ
メイン・サブ
メイン・サブ
メイン

市総合体育センター行事（１～２月）

お知らせ
■温水プールビンゴキャンペーン
　下記の期間中、温水プールでビンゴキャンペーンを実施します。
冬でも温かいプールを利用して運動をする習慣を身に付けましょ
う！ビンゴになると景品がもらえます！
■実施期間：１月５日㈰～３月15日㈰　※水曜日休館
■対　　象：幼児・定期利用者を除くプール利用者

黒部市体育協会ＨＰにアクセス！

総合体育センターで開催される
イベントやスポーツ教室の受付案
内・開催日程などをチェック！

■第57回全国空手道選手権大会�
長澤吟・由井天音（大布施）・関谷智子・吉野正治（三日市）

■2019年度少林寺拳法全国大会�
若林栄伸（三日市）・東山忠裕（三日市）

■第74回国民体育大会　会期前競技：バレーボール競技（ビーチバレーボール種目）
久蔵水夢（生地）

■第74回国民体育大会�
陸上／才記壮人（三日市）・安達京摩・岩田栞（村椿）・朝野夏
海（田家）　バレーボール／大前航世（大布施）　自転車／村田
祐樹（荻生）　ソフトテニス／西田慎（三日市）　スポーツクラ
イミング／鷹田健人（石田）　アーチェリー／斎藤大奨（田家）・
佐々木百音（下立）・西本壮汰（前沢）

■第40回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会�
七沢信（浦山）

■第22回全日本小学生女子相撲大会�
園家由花香・園家未樹子（生地）・中瀨日向・中瀨葵（若栗）・
千代彩生（田家）・佐々木里桜（浦山）

■全国選抜フットサル大会�
沖本健太（大布施）

■2019U-15全国選抜ジュニアテニス選手権�
宮﨑凰雅（若栗）

■第50回ジュニアオリンピック陸上競技大会�
和田研正（石田）・能登悠晴（生地）・堀田凌慈（三日市）

■日本スポーツマスターズ2019ソフトテニス競技�
清水弘之（荻生）・深草博之（浦山）

■第18回全国社会人９人制バレーボール東ブロック男女優勝大会�
ＹＫＫ男子バレーボール部

■第37回全日本実業団空手道選手権大会�
関谷智子（三日市）

■中日スポーツ杯第14回日本少年野球中日本秋季大会�
富山呉東ボーイズ

■第２回全日本ゴールデンエイジカップアーチェリー大会�
道添光輝（宇奈月）

■2019台北市国際野球大会�
菊地謙伸（三日市）

■第49回後藤杯卓球選手権大会�
魚住咲月（石田）・柴田麗緒（村椿）

■第59回大阪招待卓球選手権大会�
魚住咲月（石田）

■2020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／全館無料開放
【メインアリーナ】
・新春卓球大会　９：00～（受付８：30まで）
【サブアリーナ】
・お正月遊び・初スポーツに挑戦　10：00～12：00
・ちびっこ教室ヒップホップダンス発表　11：00～
【温水プール】
・新春福引き
【トレーニング室】
・InBody測定

■親子スキー教室
・開 催 日／１月11日㈯・12日㈰・18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

とその保護者
　　　　　　※�初心者の参加者には、保護者の受講・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7,500円、子ども１回4,000円
　　　　　　（リフト券・昼食・保険料込み）
　　　　　　※�親子で参加の場合、追加１人につき子ども

3,000円、大人4,000円
・締　　切／�１月11日㈯、12日㈰の教室のお申込みは9日㈭まで

１月18日㈯の教室のお申込みは16日㈭まで
・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14回黒部市民スキー大会
・期　　日／２月２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／幼保・小・中・高校生（200円）、
　　　　　　一般（500円）、　親子リレー１組（500円）
・参加資格／市内在住、在学または勤務している方
・申込期限／１月27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

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



（ 4）次回第124号は、３月１日に発行します。

問合わせ：カーター記念黒部名水マラソン実行委員会事務局　 TEL：57－2300
【大会ホームページ】http://www.kurobe-taikyo.jp/road/

黒部名水マラソン

　昨年は、9,294名のランナーが黒部のコースを駆け抜けました。第37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、ゲストとして柏原竜二さん（富士通株式会社）の参加が決定してい
ます。前日のトークショーのほかランナーの皆さんとのハイタッチなどで今年の大会も盛り上げてくれること
と思います。

10,000名のランナーが黒部を駆け抜ける!!

2020年５月24日㈰開催

第37回カーター記念 エントリー
受付中！

■参加料
○マラソン
　一　般　8,000円
○10km
　一　般　4,000円、高校生　2,000円
○上記以外
　一　般　3,000円、高校生　2,000円
　中学生　1,500円、小学生　1,000円

■種目・種別
○マラソン、10km、車いす、５km
　３km（中学男女、小学男女）
　ジョギング（３km）
　※�今大会から中学生の参加種目は�

５kmから３kmに変更となりました。

■定員
○マラソン　5,500名（先着）
○10km　　　2,000名（先着）
○車いす　　���15名（先着）
※定員になり次第締め切りとなります。

約10,000名のランナーをサポートするため、約2,800名のボランティアスタッフを募集します！
主な業務内容は、①選手対応係　　選手受付や会場内の案内、スタート・ゴール地点の管理
　　　　　　　　②会場係　　　　会場周辺の交通整理や駐車場整理、会場内の美化活動など
　　　　　　　　③コース沿線係　�コース沿線でランナーへの給水・給食のサポート、紙コップの回収作業、
　　　　　　　　　　　　　　　　コース上の車両誘導や観客整理

全国から集まるランナーの皆さんをおもてなしの心で支え、笑顔溢れる大会
を一緒につくりませんか！？

ランナーを「支える」ボランティアを募集!!

【募集期間】
令和２年１月14日㈫

～

令和２年３月31日㈫

■申込締切
○全種目
　インターネット� ２月29日㈯
　専用払込取扱票� ２月29日㈯


