
（公財）黒部市体育協会

第 111 号
発行日　平成30年（2018年）１月１日

発行：公益財団法人 黒部市体育協会
〒938-0041 黒部市堀切1142番地
黒部市総合体育センター内
TEL57-2300 FAX57-2323
http://www.kurobe-taikyo.jp/

編集：(公財)黒 部 市 体 育 協 会
印刷：株 式 会 社 す が の 印 刷

（ 1 ）

　明けましておめでとうござ
います。
　希望に満ちた新年を迎え、
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

謹んでごあいさつを申し上げます。
　さて、昨年を顧みますと、ＦＩＦＡワールドカッ
プアジア最終予選において日本代表が１位通過し、
６大会連続で本大会への出場を決めました。陸上界
では、男子100ｍ走で桐生祥秀選手が日本人初の９
秒台を記録し、国民に勇気と希望を与えていただき
ました。本市においては、全国障害者スポーツ大会
において角井俊生選手（荻生）が25ｍ・50ｍ平泳ぎ
少年の部で１位になるなど、全国各地で活躍する黒
部市選手に感動し、スポーツの素晴らしさを改めて
実感した年でありました。
　本会といたしましては、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
ポーツデイなど多彩なスポーツ行事やイベントを開
催いたしました。
　中でも、初の６月開催
となった「第34回カーター
記念黒部名水マラソン」
は、10,000名を超えるエン
トリー、2,800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
35回大会は、５月27日に

開催いたします。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進めて参ります。
　また、世界的なスポーツ大会として、本年２月に
韓国の平昌で冬季オリンピック、６月にはロシアで
サッカーのワールドカップが開催されます。2020年
には東京オリンピック・パラリンピックを控え、国
民のスポーツに対する感心がより一層高まりを見せ
ることと思います。
　本会では、スポーツへの感心の高まりを感じなが
ら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12回黒部市民体育大会陸上（大運動会）＝昨年10月15日

第34回カーター記念黒部名水マラソン＝昨年６月４日
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　昨年11月12日、第35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し、高
岡までの往復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、
最終順位は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９位で
した。

第3 5回富山県駅伝競走大会

区間 選手氏名 地　区
１区 吉田　貴大 三日市
２区 今井　結衣 前沢
３区 山口　　創 大布施
４区 沢田瑠莉菜 三日市
５区 髙森　健也 荻生
６区 山本妃奈乃 宇奈月
７区 長田　滉平 大布施
８区 福田　夢将 大布施
９区 柴山　吹雪 石田
10区 村上　俊介 荻生
11区 布施　日和 大布施
12区 川上　　玄 三日市
13区 池田　彩花 前沢
14区 藤田　捷平 田家
15区 新鞍　莉音 田家
16区 橘　　隼太 宇奈月
17区 髙下　　華 田家
18区 寺田　悠華 村椿
補欠 木下　大悟 前沢
補欠 木下　翔太 石田
補欠 太田　清史 三日市
補欠 中嶋　依織 荻生
補欠 宍戸　文絵 前沢
補欠 長谷川真弓 三日市

黒部市選手団名簿

区間 選手氏名 学　校
１区 大野　愛斗 桜井小学校
２区 笹川　桃花 中央小学校
３区 家敷　佳尚 桜井小学校
４区 山本萌々華 宇奈月小学校
５区 若田　　涼 中央小学校
６区 朝倉りょう 石田小学校
７区 尾花　孔成 石田小学校
８区 粥川　綾音 若栗小学校
９区 中陳　　匠 生地小学校
10区 和田　仁心 村椿小学校
補欠 野村　蘭花 宇奈月小学校
補欠 吉田　　楓 村椿小学校
補欠 村井　春樹 村椿小学校
補欠 池田　亜門 若栗小学校

富山県駅伝競走大会 小学生駅伝競走大会

2017／2018　V・チャレンジリーグⅠ女子が開幕
　昨年11月４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。現在９試合を終
え、７勝２敗で３位につけています。
　２月24日は地元黒部でトヨタ自動車
ヴァルキューレと、25日はＪＡぎふリ
オレーナと対戦します。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
14 日 小松総合体育館 第１試合 対 ＰＦＵ
27 土

猫田記念体育館
第３試合 対 大野石油

28 日 第１試合 対 岡山

２

３ 土 唐津市文化体育館 第１試合 対 ＰＦＵ
10 土

東美濃ふれあいセンター
第１試合 対 大野石油

11 日 第１試合 対 熊本
17 土 山陽ふれあい公園総合体育館 第３試合 対 岡山
24 土

黒部市総合体育センター
第１試合 対 トヨタ自動車

25 日 第１試合 対 ＪＡぎふ

がんばった！黒部市選手団
全国大会出場の皆さん

  　第48回ジュニアオリンピック陸上競技大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　 
　　稲垣　愛奈（三日市）
  　ウインターカップ2017平成29年度第70回全国高等学校バスケットボール選手権大会　  
　　浅野　優菜（生地）・岩瀬　丸紗（生地）・此川ここも（下立）

最後までタスキをつなぎ切った
18区の寺田悠華選手
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問合わせ／（公財）黒部市体育協会
TEL 0765（57）2300イ ベ ン ト 情 報

■2018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
　　　　　　※全館無料開放
・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

【サブアリーナ】
・新春初スポーツに挑戦

【温水プール】
・新春福引　10：00～（先着100名）

【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～
・うどん配布　12：00～　※なくなり次第終了

【ニューイヤーレッスン】
・ホットピラティス（温水プール）11：00～
・ステップエクササイズ（会議室）14：00～

■2017／2018 Ｖ・チャレンジリーグⅠ女子黒部大会
・期　　日／２月24日㈯・25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／
　24日㈯　第１試合開始13：00～
　　①KUROBEアクアフェアリーズ ― トヨタ自動車ヴァルキューレ
　25日㈰　第１試合開始13：00～
　　①KUROBE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）■親子スキー教室

・開 催 日／１月８日(月·祝)・13日㈯・20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6,500円、子ども１回3,000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3,500円
・締　　切／第１回　１月４日
　　　　　　第２回　１月11日
　　　　　　第３回　１月18日
　　　　　　※水曜休館
・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12回黒部市民スキー大会
　・日　　時／２月４日㈰　８時30分～13時30分
　・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／未就学児・小・中・高校生（200円）、
　　　　　　　一般（500円）、　親子リレー１組（500円）
　・申込期限／１月29日㈪
　・申 込 先／総合体育センター
　　　　　　　黒部市役所スポーツ課
　　　　　　　宇奈月市民サービスセンター

１

４㈭
６㈯・７㈰・８㈷
13㈯
	
14㈰
20㈯・21㈰
27㈯・28㈰

2018新春フェスティバル
立山杯女子中学校バレーボール大会
黒部名水室内テニス
新川地区冬季高校卓球
ティーボール大会
県高校新人バレーボール大会
黒部カップフットサル大会（U-11）

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

２

３㈯
４㈰
10㈯・11㈷
12㉁
17㈯・18㈰
24㈯・25㈰

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
北信越ミニバス交流会
全国小学生ドッジボール選手権県予選
黒部カップフットサル大会（U-12）
Ｖ・チャレンジリーグⅠ女子黒部大会

メイン
メイン・サブ
メイン・サブ
メイン
メイン・サブ
メイン・サブ

市総合体育センター行事（１～２月）

お知らせ
■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。冬でも暖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！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！
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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：57－2307
【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、過去最高の10,224名のランナーが黒部扇状地を駆け抜けました。第35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。また、箱根駅伝で活
躍された経験を持つ柏原竜二さん（富士通株式会社）の参加も決定しています。

10,000名のランナーが黒部を駆け抜ける!!

2018年５月27日㈰開催

第35回カーター記念 エントリー
受付中！

■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

■申込締切
○マラソン・10km・車いす
　専用払込取扱票　１月31日㈬
　インターネット　２月28日㈬
○５km・３km・ジョギング
　４月20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

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しょう！

ランナーを「支える」ボランティアを募集!!

【募集期間】
平成30年１月15日㈪

～

平成30年２月28日㈬


