
 

 

南砺市城端支部スポーツ少年団 広報誌【第５号】 平成２５年 ７月２５日発行 

 ４月７日（日）福野体育館にて、
平成 25 年度南砺市スポーツ少年
団の入団式が行われました。当日
は城端支部から 80 名ほどの子ど
も達が開会式と交流大会に参加
しました。また、各支部の代表団員
として、城端支部代表、卓球少年
団が元気よく誓いの言葉を述べ
てくれました。 
  スポーツ少年団活動を通して、
スポーツの楽しさや、仲間の大切
さ、礼儀作法など多くのことを学
んでほしいと思います。 

平成２３年 ７月  日発行 

月 期 日 行 事 名 

４月 
７日(日) 南砺市スポーツ少年団入団式 

７日(日) 南砺市スポーツ少年団総会 

６月 

２１日(金) 南砺市スポーツ少年団城端支部総会 

２９(土)～ 第２３回富山県スポーツ少年団競技別総合

交流大会(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、卓球、ｿﾌﾄﾃﾆｽ参加) ７月７日(日) 

１０月 
１３日(日) 第５回南砺市駅伝競走大会 

２０日(日) 学習発表会(各団活動報告) 

１月 上旬 南砺市スポーツ少年団城端支部役員会 

２月 中旬 市スポ少交流会ジュニア王選手権大会 

３月 
上旬 南砺市スポーツ少年団城端支部役員会 

下旬 新年度団員締め切り 
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○ＡＸＣ…15人    ○卓球…5人     ○ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ…11人 

○剣道 …13人   ○水泳…18人    ○ﾍﾟｶﾞｻｽ野球…36人 

○柔道 …10人   ○ｿﾌﾄﾃﾆｽ…42人  ○ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ…25人 

５年 菊川里菜子 

私は３月下旬に行われたソフトテニスの全国大

会に出場しました。初めての全国大会なのでとて

も緊張していました。「どんな相手かな。負けたら

どうしよう。」など不安でいっぱいでした。すると

コーチが「今まで練習でやってきたことを出し切

って、声で全国一位になってきてね。」と言われま

した。この時、私は「どんな相手にあたっても最

後まであきらめず、声はしっかり出そう。」と思い

ました。試合では最後まで元気にプレーすること

ができて良かったです。これからも練習を通して

いろんなことを学んでいきたいです。 

 

６年 岩崎 聖也 
ぼくが、今年頑張りたい目標は４つあります。１つ目は、行動するときはなる

べく走るようにすることです。理由は走れば無駄な時間が減るからです。２つ
目は、できるだけ大きな声を出すことです。声を出すとやる気が出てくるし、気
合も出てきます。３つ目は、試合にできるだけたくさん勝つことです。ぼくは、技
をかけるのが苦手なのですが、勝てそうになったらできるだけ頑張って技をか
けていきたいです。４つ目は、人の話をしっかりと聞くことです。ぼくはたまに友
達と話をしていて大切な話を聞いていないことがあります。これらのことを目
標とし、これからも頑張っていきたいです。 

５年 大井月葵 

目標だった全国大会に出場しました。一日目の予選リーグは「いつも練習している通りにすれば大丈夫。声

を一番大きくだしてやろう。」と自分に言いながら試合をしました。二日目の決勝トーナメントは、勝ち上がっ

ていくごとに強い人と試合が出来るのがうれしくて、いろんな事がしたくなりました。ミスをしても楽しくて、

ナイスボールを打てたら自信がつきました。準決勝で負けたけど、里菜子と最後まであきらめずにボールをお

いかける事が出来たので良かったです。 

いつも一緒に練習しているみんなと、ソフトテニスを教えてくださるコーチに感謝したいです。これからも

一生懸命練習します。 

大会名  第 16 回スポーツクライミング競技 

    JOC ジュニアオリンピックカップ大会 

開催日 ８/10(土)～12(月) 

会 場 桜ヶ池クライミングセンター 

《出場選手》 
穴田 もなみ 
水本 ゆき 
中田 結子 

 



  

 
 
 
 
 

 

   

＝問合せ先＝ 

南砺市スポーツ少年団城端支部事務局 

城南屋内グラウンド内 Tel0763-62-2701 

Fax0763-62-2718 

・第９回南砺市民体育大会柔道競技 

 中学生男子個人の部 

 66kg 級  参勝 長澤 宗一朗 

 66kg 超級 次勝 長谷川 公俊 

 

 

・砺波地区小学生バレーボール 

新人大会 ３位 

・第３３回全日本バレーボール 

小学生大会砺波ブロック大会 ３位 

・第３３回全日本バレーボール 

小学生大会富山県大会 出場 

・第１６回富山県小学生学年別インドア大会 H25.3.2/3 氷見ふれあいスポーツセンター 
■６年生男子の部           ５位 廣田亜藍・前田行登組 
■６年生女子の部           ４位 上田美沙希・大村中 組 
■５年生女子の部 
  ３位 水上 栞・品川葉南 組   ５位 橋本華蓮・田嶋紅音 組 
■４年生以下男子の部         ８位 西川睦都・南涼椰 組 
■４年生以下女子の部 
  ２位 菊川里菜子・大井月葵 組  ４位 西川弥穂・斎藤萌 組 

・第１２回全国小学生ソフトテニス大会 H25.3.29-31 千葉県白子町 
■５年生女子の部  
▽橋本華蓮・田嶋紅音組 
０－④ 塩路ほのか・福田ゆい組（和歌山：日高ジュニア・和歌山ＬＣＣ） 
１－④ 齋藤朱里・鈴木優花組（千葉：ふれあいクラブ） 
④－０ 於本萌吹・仲篠栞組（岩手：軽米スポーツ少年団） 
④－０ 熊谷美咲・長見咲良組（愛媛県野村ジュニアクラブ） 
  ※２勝２敗で予選リーグ３位 

▽水上栞・品川葉南組 
１－④ 谷口虹波・梅原未来組（京都：舞鶴ひまわりクラブ） 
３－④ 丸上遥・岡田舞組（長崎：長田ジュニア・大村ジュニア） 
３－④ 進藤美紗・三浦朱璃組（山形：酒田スポーツ少年団・新庄スポーツ少年団） 
④－１ 染谷杏奈・栗原怜奈組（群馬：箕郷スポーツ少年団） 

    ※１勝３敗で予選リーグ４位 
■５年生女子順位トーナメント 

▽３位トーナメント二回戦 
橋本華蓮・田嶋紅音組 ３－④ 冨永麻矢・久保田愛美組（埼玉：鴻巣パンジー） 

▽４位トーナメント二回戦 
水上栞・品川葉南組 ３－④ 丸本亜耶・吉田絢組（広島：安芸クラブ・因島クラブ） 
■４年生以下女子の部予選リーグ 

▽菊川里菜子・大井月葵組 
④－０ 青木博子・清水美羽組（埼玉：杉戸ジュニア） 
④－０ 池田帆乃香・朝日愛望組（佐賀：大野原小学校） 
④－０ 金持由香・加藤璃桜組（秋田：協和スポーツ少年団） 
④－０ 酒井梨緒・森川ひなた組（愛媛：東予ジュニア）※４勝０敗で予選リーグ１位 
■４年生以下女子決勝トーナメント 

▽一 回 戦 菊川里菜子・大井月葵組 ④－０ 石井日菜乃・大黒美華組（広島：呉キッズ） 
 ▽二 回 戦 菊川里菜子・大井月葵組 ④－０ 飯塚和夏・小林里帆組（茨城：霞ケ浦クラブ） 
 ▽準々決勝 菊川里菜子・大井月葵組 ④－０ 井上京香・吉川未悠組（愛知：弥富クラブ） 
 ▽準 決 勝 菊川里菜子・大井月葵組 １－④ 浅見今日子・松岡琴美組（兵庫：生野ジュニア） 

・平成２５年度砺波地区小学生春季大会 H2５.４.２８ 城南テニスコート 
■高学年女子の部 
１位 菊川里菜子・大井月葵 組 ３位 橋本華蓮・田嶋紅音 組 ４位 水上栞・品川葉南 組 

・第３０回富山県小学生ソフトテニス選手権大会 H25.6.1 岩瀬運動公園テニスコート 
 ■高学年女子の部 
  ３位 菊川里菜子・大井月葵 組  ４位 橋本華蓮・田嶋紅音 組 
５位 水上栞・品川葉南 組      ８位 西川弥穂・斎藤萌 組 

 ■女子２部                          ３位 中島優実・中谷美紅 組 
 ■低学年男子の部                    ６位 上見惟吹・西川陽都 組 
 

・平成２５年度南砺市民体育大会小学生の部 H2５.6.16 福光屋内グラウンド 
 ■高学年女子の部 
 １位 中島優実・大井月葵 組  ２位 橋本華蓮・品川葉南 組 
 ３位 山田千咲・田島紅音 組  ４位 水上栞・中嶋彩乃 組 
 ■４年生以下男女の部 
 ２位 上見惟吹・西川陽都 組  ３位 西川結彩・脇本実莉 組 
・第１３回北信越小学生ソフトテニスクラブ選手権大会 H25.6.23/24 高岡スポーツコア 
 ■男子の部 
▽予選（健名成時郎・山秋慧吾・西川睦都・細川佑一・南海翔・南涼椰・上見惟吹・西川陽都） 
 城端 ②－１ 内野Ａ（新潟） 城端 ③－０ 美川（石川） 城端 ０－③ 福井（福井） 
▽決勝トーナメント  ・一回戦 城端 ０－③ 輪島（石川） 
 ■女子の部 
▽予選リーグ 
 城端Ａ（品川葉南・田嶋紅音・橋本華蓮・水上栞・菊川里菜子・大井月葵） 
 城端Ａ ③－０ 武生Ｂ（福井） 城端Ａ ③－０ 宝Ｂ（石川） 
 城端Ｂ（中嶋彩乃・中島優実・中谷美紅・山田千咲・西川弥穂・斉藤萌） 
 城端Ｂ ②－１ 七尾Ａ（石川）  城端Ｂ ③－０ 町野（石川） 
 城端Ｃ（島田彩音・中井純菜・脇本萌・西川結彩・脇本実莉・保院愛深） 
 城端Ｃ ０－③ 宝Ａ（石川）  城端Ｃ １－② 見附Ｂ（新潟） 
▽決勝トーナメント 
一回戦 城端Ａ ③－０ ゆわく（石川）  ・二 回 戦 城端Ａ ②－０ 燕（新潟） 

      城端Ｂ ③－０ 福野（富山）                城端Ｂ １－② 武生Ａ（福井） 
準々決勝 城端Ａ ②－１ 滑川（富山）  ・準決勝  城端Ａ １－② 河北台Ａ（石川） 
・第２３回富山県スポーツ少年団競技別交流大会 H25.7.6 城南テニスコート・屋内グラウンド 
 ■男子の部 
▽決勝トーナメント 
城端Ａ（健名成時郎・山秋慧吾・西川睦都・細川佑一・南海翔・南涼椰） 
城端Ｂ（田村晃成・近藤総星・山本渓介・上見惟吹・山本雅也・島田光太郎） 

 一回戦 城端Ａ ③－０ 入善ＥＡＳＴ      城端Ｂ ０－③ ＷＩＮＧ射水Ｂ 
 二回戦 城端Ａ ０－③ ＷＩＮＧ射水Ａ 
 ■女子の部 
▽決勝トーナメント 
 城端Ａ（品川葉南・田嶋紅音・橋本華蓮・水上栞・菊川里菜子・大井月葵） 
 城端Ｂ（中嶋彩乃・中島優実・中谷美紅・山田千咲・西川弥穂・斉藤萌） 
 城端Ｃ（島田彩音・中井純菜・脇本萌・西川結彩） 
 一回戦 城端Ａ ③－０ 庄川Ｂ    城端Ｂ 相手棄権 鷹栖 
       城端Ｃ ②－１ おやべＢ 
 二回戦 城端Ａ ②－１ ＷＩＮG 射水Ｂ 
     城端Ｂ ０－③ 庄川Ａ    城端Ｃ ③－０ ＷＩＮG 射水Ａ 
 準決勝 城端Ａ ②－０ 滑川    ・決 勝 城端Ａ １－② ＷＩＮG射水Ａ 
 ■バンビの部 
 ▽決勝リーグ 
     城端Ａ（嶋浩希・島田知来・西川陽都・福野の選手） 
     城端Ｂ（瀧本理愛・中島妃花・幅田更紗・保院愛深・山本莉音・脇本実莉） 
      城端Ａ ０－③ おやべ  城端Ａ ０－③ 射水＆入善  城端Ａ ②－１ 城端Ｂ 
      城端Ｂ ０－③ おやべ  城端Ｂ ０－③ 射水＆入善  城端Ｂ ②－１ 城端Ａ 
    ※城端Ａ３位  城端Ｂ４位 
 

・第６６回富山県民体育大会柔道競技 

 三部 児童 出場 

 南砺市 B チーム 

 大将 山下 智也（６年） 

 次鋒 春田 快 （３年） 

 先鋒 長谷川貴士（３年） 

 

・第２３回富山県スポーツ少年団 

競技別交流大会南砺市大会 １位 

・第２３回富山県スポーツ少年団 

競技別交流大会 出場 

 

 

・南砺市民大会 女子の部 

ベスト８ 古瀬柊花 

 

・記録会（4 月 18 日） 
《２５Ｍ板キック》 
荒木優希 ○1′02”7 
西田健将    ○49“5 
森崎太陽   ○48“8 
有川千絢    33“5 
長尾和実   ◎34“5 
沖田 悠   ◎34“5 

《２５Ｍクロール》 
有川千絢    31“0 
長尾和実   ◎33“5 
沖田 悠   ○40“0 
辻井真夢    ◎24“6 
林道里佳    ◎26“7 
小西瞭夢      26“3 
長尾諒子   24“9 
中谷美咲   21“9 
春田果乃   23“9 
水口彩菜   ◎22“4 

《２５Ｍ背泳ぎ》 
辻井真夢   ◎29“9 
林道里佳   ◎31“9 
小西瞭夢   ◎32“0 
長尾諒子   ◎31“1 
中谷美咲     36“9 
春田果乃   ◎35“6 
水口彩菜    30“9 

《５０Ｍクロール》 
高桑陽生     54“6 
森崎 栞   ◎47“3 

 

・第９回南砺市学童水泳大会 
兼第２５回富山県水泳大会 

南砺市予選 
《５０Ｍ自由形》 
林道里佳  ◎55“４ 
小西瞭夢   58“6 
高桑陽生 ◎☆43“6 
山本実果 ◎☆43“6 
水口彩菜  ◎53“9 
森崎 栞   48“4 

 
・第９回南砺市民体育大会 
兼第 66 回富山県体育大会 

 水泳競技第二部・三部予選会 
《５０Ｍ自由形》 
辻井真夢  ◎55“7 
小西瞭夢  ◎54“2 
高桑陽生   47“3 
中谷美咲   52“0 
三嶋政直  ○51“0 
山本実果  ◎42“2 
水口彩菜  ◎49“2 
森崎 栞  ◎45“2 

 
・記録会(7 月 4 日) 
《２５Ｍ板キック》 
荒木優希  ◎36“1 
西田健将  ◎33“5 
三嶋未依奈 ○31“5 
有川千絢  ◎30“5 
長尾和実   35“1 
沖田 悠  ◎35“0 
辻井真夢   29“4 
林道里佳   27“3 
小西瞭夢   28“2 
春田果乃   23“7 

 

○…初めての記録 ◎…自己新記録 ☆…県大会参加標準記録突破 


