
 

 

南砺市城端支部スポーツ少年団 広報誌【第７号】 平成２６年 ７月２５日発行 

 ４月 13 日（日）福野体育館に
て、平成 26 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、南砺市の各少年団が
集まり、大勢の人数で入団式を迎
える事が出来ました。そんな短い
一日でしたが、各団が良いスター
トをきれるような入団式だったと
思います。城端の団員の子ども達
が、スポーツ少年団活動を通し、多
くの事を学んで欲しいと思いま
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 

２８(土)～ 第２４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,ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) ７月６日(日) 

１０月 
１３日(日) 第６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…17人   ○ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ…8   ○剣道 …13人     

○水泳…15人    ○ﾍﾟｶﾞｻｽ野球…33 ○柔道 …10人    

○ｿﾌﾄﾃﾆｽ…42人  ○ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ…25人 

大会名  第 17 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 ８/2(土)～4(月) 

会 場 桜ヶ池クライミングセンター 

 

 

５年 長澤珠緒 

私の今年頑張りたい目標は、主将として１試合でも多く試合に勝つ

事です。そのために、練習で頑張りたい事が３つあります。１つ目

は、左組での背負い投げを身につける事です。背負い投げは私の好

きな技であり、一本勝ちを取る為の決め技にしたいです。２つ目は

試合前の挨拶を覚える事です。試合に入る時と終わった後の挨拶の

仕方にまだ戸惑う事があるので、しっかり覚え、試合にのぞみたい

です。3つ目は後輩に厳しく注意をし、私語のなく練習をすること

です。これらの事を頑張り、一つでも多く試合に勝ちたいです。 

 

６年 中家涼 

 僕が、今年頑張りたい目標は３つあります。1つ目は、決め球

のアウトローにもっと磨きをかけることです。理由は、実際の試

合で多くのバッターから三振を奪い、有利な試合運びを展開して

いきたいからです。二つ目は、守備をもっと強くする事です。特

に球際のボールに弱いので、練習を積み重ね、ミスのないように

していきたいです。３つ目は挨拶をしっかりとすることです。 

 これらを踏まえ砺波地区一位を目指し、チーム一丸となって頑

張って行きたいです。 

  



  

 
 
 
 
 

 

   

 

＝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３４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３４回全日本バレーボール 
小学生大会富山県大会  出場 

・第１８回富山県小学生学年別インドア大会 H2６.3.１/２ 氷見ふれあいスポーツセンター 
■６年生女子の部    ３位 橋本華蓮・品川葉南組 

■５年生男子の部    ６位 西川睦都・南涼椰組 ８位 南海翔・細川祐一組 

■５年生女子の部 １位 菊川里菜子・大井月葵組 ４位 西川弥穂・斉藤萌組  
         ８位 脇本萌・島田彩音組 

・第１３回全国小学生ソフトテニス大会 H2６.3.29-31 千葉県白子町サニーコート 
■５年生女子の部  

▽一 回 戦 西川弥穂・斉藤萌組③－２東咲希・佐伯陽菜組（静岡県富士ジュニアクラブ） 

▽二 回 戦 菊川里菜子・大井月葵組③－０深町真愛・木村美咲（長崎県東長崎ジュニア） 

西川弥穂・斉藤萌組０－③岩浦桜子・中村リコ組（宮崎県清武ジュニアキッズ） 

▽三 回 戦 菊川里菜子・大井月葵組③－０神子澤音羽・庭野はぐみ組（群馬県群馬町ＪＴＣ） 

▽四 回 戦 菊川里菜子・大井月葵組１－③宮尾樹・加亜実佳組（鹿児島県ＧＥＮＫジュニア） 

・平成 2６年度城端ソフトテニススポーツ少年団団内表彰 H26.３.２０ 
 最優秀賞 健名成時郎（６年）山秋慧吾（６年）中島優実（６年）橋本華蓮（６年） 
      山田千咲（6 年）西川睦都（５年）南涼椰（５年）菊川里菜子（５年） 
      西川陽都（２年）幅田更紗（２年）中島妃花（２年） 
・平成２６年度砺波地区小学生春季大会 H2５.４.２８ 城南テニスコート 
■高学年男子ダブルスの部 ４位 西川睦都・南涼椰組 
■高学年女子ダブルスの部 １位 菊川里菜子・大井月葵組 ４位 脇本萌・島田彩音組 
■4 年生以下男子ダブルスの部  １位 西川陽都・島田知来組 
■高学年女子シングルス  １位 大井月葵 ２位 菊川里菜子 

・第３１回富山県小学生ソフトテニス選手権大会 H2６.6.1 岩瀬運動公園テニスコート 
 ■高学年女子の部 １位 菊川里菜子・大井月葵 組  ５位 西川弥穂・斉藤萌 組 
■低学年男子の部 ２位 西川陽都・島田知来組 

・第２１回北信越小学生ソフトテニス選手権大会 H２６.６.８ 新潟県上越市 
 ■男子の部 
 ▽予選リーグ 
 西川睦都・涼椰涼組③－２津田・田中（福井：三国・敦賀） ０－③杉山・田村（新潟：燕） 
 南海翔・細川佑一組③－２霧野・藤村（福井・敦賀） ０－③長井・高橋（新潟：白根） 
 ■女子の部 
 ▽予選リーグ 
 脇本萌・島田彩音組③－２松岡・西谷（石川：穴水） ２－③伊東・井上（新潟：中条） 
 菊川里菜子・大井月葵組③－０野村・土橋（新潟：新潟内野）③－０板井・田丸（石川：河北台） 
 西川弥穂・斉藤萌組③－０北村・渡辺（新潟：白根）③－１平川・堺（長野：あづみ野） 
 ▽決勝トーナメント 
 一回戦 脇本萌・島田彩音組 １－④ 臼井・伊與（長野：あずみ野） 
     菊川里菜子・大井月葵組 ④－０ 日野・中村（新潟：村上） 
     西川弥穂・斉藤萌組 ④－１ 覚明・松村（福井：福井） 
 二回戦 菊川里菜子・大井月葵組 ④－１心紫・郷田（富山・射水） 
     西川弥穂・斉藤萌組 １－④ 内潟・新蔵（石川：河北台） 
 準々決勝 菊川里菜子・大井月葵組 ④－０ 木村・椱木（長野：長野） 
 準決勝 菊川里菜子・大井月葵組 ２－④ 内潟・新蔵（石川：河北台） 

・第１４回北信越小学生ソフトテニスクラブ選手権大会 H25.6.2１/2２ 高岡スポーツコア 
 ■男子の部 
▽予選（西川睦都・細川佑一・南海翔・南涼椰・西川陽都・島田知来） 
 城端 １－② 内灘（石川） 城端 ０－③ 内野 A（新潟）  
▽研修トーナメント  ・一回戦 城端 棄権  美川（石川）準決勝 城端 ②－１ 氷見（富山） 
           決勝戦 城端 ０－② 能美（石川） 
■女子の部 
▽予選リーグ 
 城端Ａ（大井月葵・菊川里菜子・斉藤萌・島田彩音・西川弥穂・脇本萌） 
 城端Ａ ③－０ 美川（石川） 城端Ａ ③－０ 松川（長野） 
 城端Ｂ（中井純菜・西川結彩・中島妃花・幅田更紗・保院愛深・脇本実莉） 
 城端Ｂ ０－③ 巻 B（新潟）  城端Ｂ ０－③ 河北台 B（石川） 
 城端Ｃ（沖田悠奈・坂本羽菜・坂本陽菜・西野綾夏・長谷川琴音・林音羽・牧和花） 
 城端Ｃ ０－③ 宝Ａ（石川）  城端Ｃ ０－③ 氷見（富山） 
▽決勝トーナメント 
二 回 戦 城端Ａ ③－０ 三国（福井）        準々決勝 城端Ａ ②－１ 庄川 A（富山）   
準決勝  城端Ａ ②－０ 河北台Ａ（石川）  決勝戦 城端 A １－②河北台）A(石川) 

▽研修トーナメント 
一回戦 城端 B 棄権美川（石川） 城端 C０－③内野（新潟） 
二回戦 城端 B１－②福光（富山） 
・平成２６年度南砺市民体育大会小学生の部 H2６.6.２８ 福光屋内グラウンド 
 ■高学年男子の部 ２位 西川睦都・南涼椰組 ３位 南海翔・細川祐一組 
■高学年女子の部 １位 脇本萌・ 島田彩音組   

 ■４年生以下男女の部 
 １位 西川陽都・嶋田光太郎 組 ２位 長谷川琴音・保院愛深組 ３位 中島妃花・脇本実莉組 
・第２４回富山県スポーツ少年団競技別交流大会 H2６.7.５ 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（近藤総星・西川睦都・細川佑一・南海翔・南涼椰・山本渓介） 
城端Ｂ（・上見惟吹・嶋田光太郎・嶋浩希・島田知来・西川陽都・山田羽琉 

 一回戦 城端 A ③－０ 入善 EAST     城端Ｂ 0－③ 福光スポーツ少年団 
 二回戦 城端Ａ １－② WING 射水   
 ■女子の部 
▽決勝トーナメント 
 城端Ａ（大井月葵・斉藤萌・島田彩音・西川弥穂・脇本萌） 
 城端Ｂ（中井純菜・古瀬柊花・西川結彩・山田紗綾・西野綾夏・長谷川琴音） 
 城端Ｃ（沖田悠奈・坂本羽菜・坂本陽菜・林音羽・牧和花） 
 一回戦 城端 B １－② 滑川ジュニア    城端 C １－②おやべ B 
 二回戦 城端Ａ ②－１ 入善 EAST 準決勝 城端Ａ １－② 庄川 
 ■バンビの部 
 ▽決勝リーグ 
  城端（中島妃花・幅田更紗・保院愛深・脇本実莉・山本莉音・竹中彩優菜） 
  城端・入善・福野混成（西川大希・山田沙織） 
  １位 城端スポーツ少年団 ３位 城端・入善・福野混成 
・平成２６年度富山県民体育大会小学生の部 H２６.７.６ 岩瀬スポーツ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ  
 ■６年男子の部 ７位 南海翔・細川佑一組 
 ■６年女子の部 4 位 西川弥穂・斉藤萌組 ８位 大井月葵・古瀬柊花組 
 ■４年生以下男子の部 １位 西川陽都・嶋田光太郎組 
 ■４年生以下女子の部 7 位 長谷川琴音・保院愛深組 
・第４回東日本小学生選抜ソフトテニス大会 H２６．７.１２/１３ 
■女子個人戦 予選リーグ  菊川里菜子・大井月葵組④－０河原・菅原（神奈川：南大師） 
              菊川里菜子・大井月葵組④－０橋本・伊丹 
決勝トーナメント 一回戦 菊川里菜子・大井月葵組④－1 若月・鈴木（新潟：巻ジュニア） 
二回戦 菊川里菜子・大井月葵組④―２法花堂・浜坂（石川：宝ジュニア） 
準々決勝 菊川里菜子・大井月葵組④－１大橋・三好（栃木：一本松クラブ） 
準決勝 菊川里菜子・大井月葵組２－④藤原・田中（東京：稲城ジュニア） 
■女子団体戦 ▽予選リーグ 富山②－１千葉 富山０－③ 山形 
 
 

 第６７回富山県民体育大会柔道競技 

二部 中学生男子 出場 

南砺市 A チーム       南砺市 A チーム 
参将 長谷川 公俊（３年） 先鋒 春田  快 （４年） 
中堅 長澤 宗一朗（３年） 南砺市B チーム 
三部 児童 出場      五将 長澤  珠緒（５年） 
              次鋒 長谷川 貴士（４年） 

 

 

・第２４回富山県スポーツ少年団 
競技別交流大会 出場 

 

 
・第 10 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   南砺市城南温水プール 
５０ｍ 自由形 
西田健将 ○1’00”0 
有川千絢 ☆◎52”2 
辻井真夢 ◎51”1 
林道里佳 ◎46”3 
小西瞭夢 ◎50”7 
髙桑陽生 ☆◎41”4 
中谷美咲 ◎50”2 
春田果乃   46”2 
三嶋政直   50”1  
山本 実果 ☆◎40”5 
小学生女子 200ｍリレー 
城端小学校（山本美果、安達心乃花、宮本紗寧、坂中琉華） 2’41’’2 
小学生 200mおたのしみリレー  
城端水泳少年団（林道里佳、有川千絢、中谷美咲、三嶋未依奈、辻井真夢、 
西田健将、高桑陽生）2’52’’8 
・第１０回南砺市民体育大会 南砺市福光プール 
５０ｍ 自由形 
有川千絢 53”7 
小西瞭夢 ◎50”2 
高桑陽生 ◎40”9 
中谷美咲 51”0 
春田黒乃 ◎44”2 
山本美果 ◎40”0 
小学生 200mおたのしみリレー 
城端水泳少年団（中村コーチ、石川コーチ、山本美果、春田果乃、 
中谷美咲、有川千絢、小西瞭夢、高桑陽生） 
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○…初めての記録 ◎…自己新記録 ☆…県大会参加標準記録突 
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