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田家地区が陸上初優勝！２年連続石田地区総合優勝！

10月21日㈰に宮野運動公園陸上競技場で、第13
回黒部市民体育大会陸上（大運動会）が開催され
ました。
天候にも恵まれ、清々しい秋晴れのなか各地区
が勝利を目指し競い合いました。
競技は、「新幹線でＧＯ！」や「ナイスキャッチ」
など、全13種目が行われ、接戦の中、見事田家地
区が初優勝しました。２位は石田地区、３位は若栗地区でした。
最終種目の陸上を終え、石田地区が２年連続総合優勝を果たしました。２位
は若栗地区、３位は大布施地区でした。各地区が協力し開催された今大会も、
黒部市のスポーツ振興につながる素晴らしい大会となりました。
陸上（大運動会）の成績、総合成績は次の通りです。
◇陸上（大運動会）※順位は入賞の数によって決定しております。
①田家（79点） ②石田（76点） ③若栗（68点） ④大布施（64点）
⑤東布施（58点） ⑥村椿（50点） ⑦三日市（50点） ⑧前沢（49点）
⑨荻生（46点） ⑩生地（40点） ⑪宇奈月（35点）
◇総合成績
①石田（127点） ②若栗（110点） ③大布施（105点） ④荻生（99点）
⑤田家（98点） ⑥前沢（97点） ⑦生地（95点） ⑧三日市（93点）
⑨村椿（82点） ⑩宇奈月（75点） ⑪東布施（59点）

エブリバディスポーツデイ2018
10月８日（月・体育の日）、黒部市総合体育センター・黒部市総合公園で「エブリバディスポーツデイ
2018」が開催され、約9,000人が来場しました。
屋内では、人気のミニサスケをはじめ、アーチェリー、カローボーリングなどのニュースポーツ体験
コーナーやなぞとき、ボールプールなどがあるちびっこ王国が行われました。屋外ではデビルタッチ（鬼
ごっこ）やカヌー体験、市内スポーツ少年団対抗駅伝競走大会などが行われました。どのコーナーも多く
の来場者で賑わいました。
また、ちびっこ団によるヒップホップやフラダンス、よさこいの発表会が行われました。最後には大
ＢＩＮＧＯゲーム大会も行われ、スポーツの秋が満喫できる１日となりました！
スポ少駅伝結果

【男子】
１位 黒部中央バッファローズＡ
２位 桜井ホークスＡ
３位 黒部南部ボンバーズ
【女子】
１位 宇奈月クイックキャッツM.B.C-A
２位 宇奈月クイックキャッツM.B.C-B
３位 黒部南部エンジェルス
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がんばった！黒部市選手団

イベント情報

全国大会出場の皆さん

■県高校・クラブ対抗駅伝競走大会
●日

時／11月３日(土・祝）
男子 10：00～ 女子
●コース／黒部市駅伝コース

■ＪＦＡバーモントカップ 第28回全日本Ｕ-12フットサル選手権大会
〔ヴァリエンテ富山ジュニア〕濱野心温（三日市）
■第38回北信越レディースソフトボール大会
〔吉島アップルズ〕
富川衣里子
（石田）
・久蔵理恵
（生地）
・得能智恵
（大
布施）
・上坂洋子（浦山）
・松木穂菜美（三日市）
・水野尚子（生地）
■ＮＰＧＡ杯第８回全日本パークゴルフ大会
村瀬克幸（若栗）
・島宗義（村椿）
・岩田かち子（大布施）
■第31回北信越小学生男子・女子ソフトボール大会
室山凜（大布施）
■第38回北信越ブロックスポーツ少年団競技別交流大会（ミニバスケットボール）
上島幸人・佐渡光・小葉松想大・曽田海翔・前田浩希・村椿
琉那（荻生）
・濱住悠至（前沢）
・明和純平（三日市）
・松藤
健太・松田禅生・大川煌太・杉本陸哉・小倉広暉（大布施）
・
松田煌生（三日市）
・横山駈（大布施）
■第24回北信越小学生バドミントン選手権大会
森山羽空（荻生）
■第73回国民体育大会
朝野夏海・新鞍莉音・斎藤大奨（田家）
・岩田栞（村椿）
・松
井駿斗（前沢）
・須永陽（大布施）
・村田祐樹（荻生）
・浜屋
純一（生地）
・鷹田健人・和田紫音・出戸端啓三（石田）
■第49回ジュニアオリンピック陸上競技大会
西出双葉（鷹施中）
・稲垣愛奈（桜井中）
■第21回全日本小学生女子相撲大会
中瀬葵・中瀬日向（若栗）
・園家未樹子・園家由花香（生地）
・
佐々木里桜（浦山）
■第39回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権北信越予選大会
辻来知（三日市）
■平成30年度第66回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会
番場洸太
（田家）
・原田錬
（荻生）
・池森詩温
（生地）
・麻生拓夢
（若
栗）
・石塚瑞希（三日市）
・稲田琉・長谷川実樹（大布施）
■第41回全国選抜高校テニス大会北信越地区大会
辻来知（三日市）
■2018年度少林寺拳法全国大会
川上幸一
（荻生）
・中村謙吾
（大布施）
・小竹繁夫・東山忠裕
（三日市）
■日本空手道連合会第56回全国空手道選手権大会
関谷智子（三日市）
■第８回全国ママさんバレーボール冬季大会
〔椿クラブ〕吉田富美子・稲沢薫・岡田真由美・佐渡さやか・能澤
真希子・御囲啓子・大上戸玲緒奈・浦田亜希子・能澤基未・西村弘
子・住吉彩・松田美耶・窪田美紗子・米山知恵子・大上戸真由美

12：00～

■第36回富山県駅伝競走大会

●日 時／11月11日㈰ 11：00～
●コース／富山＝高岡間

※小学生駅伝競走大会も同日開催 県庁周回コース

■北信越高校駅伝競走大会

●日 時／11月18日㈰
男子 10：00～ 女子
●コース／黒部市駅伝コース

12：00～

■スポーツ講演会

サッカー選手として日本や世界で
活躍し、今なおサッカーを通じて世
界の子ども達を支援できる環境を目
指す活動を続ける北澤豪氏による講
演会を開催します。
Ⓒ馬場道浩
●日 時／12月２日㈰ 17：30～19：00
●会 場／黒部市総合体育センター・サブアリーナ
●講 師／北澤 豪 氏（サッカー元日本代表）
●演 題／
「熱き思いを大切に！」
●入場料／無料

○2018-19シーズンＶ１リーグ開幕！

みんなでＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズを応援しよう！
11月３日
（土）
に開幕する2018-19シーズンＶ１リー
グにアクアフェアリーズが参戦します。また、11
月17日㈯はＮＥＣと、18日㈰はデンソーとのホーム
ゲームがＹＫＫ体育館で開催されます。そして、１
月５日㈯はＪＴと６日㈰は埼玉上尾とのホームゲー
ムが黒部市総合体育センターにて開催されます。

ＫＵＲＯＢＥスポーツファミリー
Ⅲ期（12～３月）教室申込み開始

〈表

◆申込期間：11月９日㈮～11月23日㈮
◆申込場所：黒部市総合体育センター事務所受付

彰〉

平成30年度生涯スポーツ優良
団体表彰として文部科学大臣か
ら表彰を受けました。
●生涯スポーツ優良団体
【（スポーツクラブ）】
ブラックベアーズ（代表 志摩

ジュニアスイミングスクール
ちゃくちゃくコース生徒募集！

◆開 催 日：木曜日（12月～３月 全13回）
間：19：00～20：00
◆時
象：小学生（定員／先着40名）
◆対
※定員になり次第、締切となります。
申込み・問合せは温水プールにて ☎︎ 57–2318

哲）

○臨時休館
・温水プール…11月12日㈪・13日㈫プール清掃のため。
・全館…11月15日㈭総合体育センター定期点検のため。
※水曜日は休館日
○年末年始の休館日
・全館…12月28日㈮～翌年１月３日㈭

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！

市総合体育センター行事（11～12月）
11

３㈷
４㈰・５㈪
11㈰
17㈯・18㈰
23㈷・24㈯・25㈰

県高校・クラブ対抗駅伝競走大会
ねんりんピック（ソフトバレーボール）
市児童クラブドッジボール交流大会
北信越高校駅伝競走大会
県秋季ミニバスケットボール大会

黒部市駅伝コース
メイン・サブ
メイン
黒部市駅伝コース
メイン・サブ

12

２㈰
８㈯・９㈰
15㈯
16㈰
22㈯・23㈷
24㈪・25㈫

スポーツ講演会（北澤 豪氏）
かがやき杯バレーボール大会
黒部カップジュニア卓球大会
市ビーチボール冬季大会
黒部カップフットサル大会（U-12）
県高校ソフトテニス選手権

サブ
メイン・サブ
メイン
メイン
メイン・サブ
メイン

次回第117号は、１月１日に発行します。
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