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少年女子1500ｍ
小竹　琉湖（山形中央高）

少年女子3000ｍ
鈴木　杏菜（山形中央高）



第72回国民体育大会冬季大会成績第72回国民体育大会冬季大会成績第72回国民体育大会冬季大会成績
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男女総合成績　11位（127点）
●スケート・アイスホッケー競技会　男女総合11位（93点）　●スキー競技　男女総合10位（34点）

▲アルペン大回転成年男子Ａ
　結城智裕 （置環）

◆冬季国体スキー・スケート県勢の入賞者

所　属選手名種　目種　別競技名順位

山形中央高校３年小　竹　琉　湖1,500m少年女子スケート（スピード）
１位

山形中央高校２年鈴　木　杏　菜3,000m少年女子スケート（スピード）

山形中央高校１年森　重　　　航500m少年男子スケート（スピード）２位

山形中央高校
佐竹　柊真・上水　隆生
北澤　佑樹・森重　　航

2,000mR少年男子スケート（スピード）

３位 山形中央高校
山口　亜実・秋田　玲菜
古川　智洋・鈴木　杏菜

2,000mR少年女子スケート（スピード）

早稲田大学・信州大学
大東文化大学・山形県体育協会

由井　直樹・一戸　大地
青山　航大・森永　一帆

2,000mR成年男子スケート（スピード）

山形中央高校１年秋　田　玲　菜500m少年女子スケート（スピード）

４位
山形中央高校２年古　川　智　洋1,000m少年女子スケート（スピード）

㈱置環結　城　智　裕ジャイアントスラローム成年男子Ａス キ ー

真室川レーシング青　木　富美子クロスカントリー成年女子Ｂス キ ー

山形中央高校３年上　水　隆　生1,000m少年男子スケート（スピード）

５位 山形中央高校２年ウィリアムソン　レミ3,000m少年女子スケート（スピード）

北村山高校２年佐　藤　　　凌クロスカントリー少年男子ス キ ー

山形中央高校２年北　澤　佑　樹1,500m少年男子スケート（スピード）

６位 山形中央高校２年鈴　木　杏　菜1,500m少年女子スケート（スピード）

北村山高校
石山　修平・佐藤　　凌
坂木　宥也・落合　稜介

クロスカントリーR少年男子ス キ ー

山形中央高校３年小　林　裕　幸5,000m少年男子スケート（スピード）

７位
山形中央高校３年山　口　亜　実500m少年女子スケート（スピード）

日大山形高校３年榎　森　啓　悟ジャイアントスラローム少年男子ス キ ー

日大山形高校３年鈴　木　千　晴ジャイアントスラローム少年女子ス キ ー

山形中央高校２年北　澤　佑　樹1,000m少年男子スケート（スピード）

８位

山形中央高校１年森　重　　　航1,500m少年男子スケート（スピード）

山形県体育協会森　永　一　帆1,000m成年男子スケート（スピード）

早稲田大学１年由　井　直　樹1,500m成年男子スケート（スピード）

㈱置環情　野　匡　紀スペシャルジャンプ成年男子Ａス キ ー

▲スピードスケート少年女子500ｍ
　秋田玲菜（山形中央高）

▲スピードスケート少年男子500ｍ
　森重　航（山形中央高）

▲スピードスケート少年女子1000ｍ
　古川智洋 （山形中央高）

▲クロスカントリー成年女子Ｂ５kmクラシカル
　青木富美子 （真室川レーシング）



　2017シーズンのモンテディオ山形は木山隆之新監督のもと、12
名の選手を補強し、切磋琢磨、競争していくことで、更なるレベル
アップを実現し、Ｊ１への昇格を目指します。今季は「絆」をスロー
ガンに、一人でも多くの皆様にモンテディオ山形を応援し支えてい
ただけるよう、そして一人でも多くの皆様にスタジアムにお越しい
ただき熱い声援を送っていただけるよう、チーム、フロント一丸と
なって戦い、クラブを運営してまいります。
　地域に支えられ、皆様に誇りに思っていただけるクラブを目指
し、プライドを持って戦い続けること、最後まで全力で戦いきる
こと、常に感謝の気持ちを持って行動
すること、地域に根差した活動を通して
皆様と一緒に成長すること、その歩みが
モンテディオ山形の歴史をつくっていき
ます。
　今年は、念願の新スタジアム構想の実
現に向けてオール山形で推進できる基盤
づくりを進める年となります。Ｊ１昇格と
新スタジアム構想を実現するためには、
皆様の応援と盛り上がりが何よりの力と
なります。皆様のご理解とご支援を賜り
ますようお願いいたします。

山形県の企業スポーツ山形県の企業スポーツ山形県の企業スポーツ

モンテディオ山形 新体制でスタート！モンテディオ山形　新体制でスタート！

（C）MONTEDIO YAMAGATA　

　28年度は新人１名を加え、「勇往邁進」というスローガンのもと、選手14名でスタートしました。
　また、今年度は山形銀行が創立120周年記念という節目の年ということもあり、ライヤーズでも記念事業を開催し
ました。６月には120周年記念事業として、日本一のチームであるJX-ENEOS Sunflowersを招いての記念試合。たく
さんの方から試合を観戦していただき、その中で日本一のチームと対戦できたということは、選手たちにとってとて
も貴重な経験となりました。また、12月には記念クリニックを企画し、応募してくれた小学生約100名・中学生約100
名と一緒にバスケットボールを楽しみました。記念クリニックのほかにも、650名を超える小中学生とバスケットボー
ルを通して交流を深めることができました。
　ライヤーズの今シーズンの試合結果はどれも悔しいものとなってしまいましたが、来シーズンはより一層の努力を
積み重ね、すべてのタイトルを取り返すために日々の活動に取り組んでまいります。
　最後になりますが、皆様方より賜りましたご支援とご声援に、心より感謝申しあげます。

『勇往邁進』山形銀行ライヤーズ！
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殊　勲　賞殊　勲　賞殊　勲　賞

主　な　成　績所　　属氏　名種　目

第２位第28回ユニバーシアード冬季競技大会　スピードスケート男子　500m県体育協会中尾　光杜スピードスケート

ワールドカップスピードスケート競技会　第１戦　Ｂクラス男子　500m1st第７位　2nd第５位高崎健康福祉大学４年坂本　永吉〃

第５位ワールドカップスピードスケート競技会　第２戦　Ｂクラス男子　500m

優 勝ジャパンカップスピードスケート競技会　第２戦　男子　5000m信州大学３年一戸誠太郎〃

優 勝第36回全日本学生スピードスケート選手権大会　男子総合部門

優 勝第89回日本学生氷上競技選手権大会　男子　10000m

第28回ユニバーシアード冬季競技大会

男子　マススタート　優勝　5000m・チームパシュート　第 ２ 位

優 勝第72回国民体育大会冬季大会スケート競技会　少年女子　1500m（大会新記録）県立山形中央高校３年小竹　琉湖〃

優 勝第７回全国高等学校選抜スピードスケート競技会　女子　マススタート県立山形中央高校２年ウィリアムソン　レミ〃

優 勝第72回国民体育大会冬季大会スケート競技会　少年女子　3000m県立山形中央高校２年鈴木　杏菜〃

ジュニアワールドカップスピードスケート競技会　第１戦　女子　3000m　第５位　マススタート　第８位

優 勝第７回全国高等学校選抜スピードスケート競技会　女子　3000m

優 勝JOCジュニアオリンピックカップ第40回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会　女子チームパシュート山形県立山形中央高等学校女子スケート部〃

平成28年度全国高等学校総合体育大会第66回全国高等学校スケート競技選手権大会

優 勝　スピード競技女子　学校対抗・チームパシュート（大会新記録)・2000mリレー

2016リオデジャネイロオリンピック　ミキハウス小関也朱篤競 泳

男子　200m平泳ぎ　第５位・100m平泳ぎ　第６位・400mメドレーリレー　第５位

優 勝第71回国民体育大会水泳競技大会　男子　100m平泳ぎ（大会新記録）

第10回アジア水泳選手権2016　　　　男子　50m平泳ぎ優勝（大会新記録）

 100m平泳ぎ　第２位・200m平泳ぎ　第４位・400mメドレーリレー　第２位

優 勝第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会　チャンピオンシップ　女子　100m背泳ぎ私立日本大学山形高校３年須藤　美里〃

第２位第10回アジア水泳選手権大会2016　水球競技　県体育協会曲山　紫乃水　 球

第２位第10回アジア水泳選手権大会2016　水球競技　日本体育大学４年細谷　香奈〃

第２位第10回アジア水泳選手権大会2016　水球競技　秀明大学２年鈴木　琴莉〃

優 勝第92回日本選手権水泳競技大会　水球競技

優 勝第92回日本学生選手権水泳競技大会　水球競技

優 勝第５回アジアジュニア水球競技選手権大会専修大学１年市村　朋也〃

優 勝第71回国民体育大会　カヌー競技　少年男子カヤックペア　200m・500m県立谷地高校３年菊池　憲斗カ ヌ ー

優 勝平成28年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会　男子カヤックシングル　500m

優 勝第71回国民体育大会　カヌー競技　少年男子カヤックペア　200m・500m県立谷地高校３年木村　大翔〃

優 勝平成28年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会　男子カヤックペア　200m・500m

優 勝第71回国民体育大会　カヌー競技　少年男子カヤックシングル　200m・500m県立谷地高校３年縄　　　空〃

優 勝平成28年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会　男子カヤックペア　200m・500m

優 勝第12回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会　女子カヤックシングル　1000m県立谷地高校２年佐藤　友香〃

優 勝平成28年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会　男子　学校対抗・カヤックフォア　200m・500m山形県立谷地高等学校男子カヌー部　　　　〃

優 勝第71回国民体育大会　カヌー競技　少年女子カヤックフォア　200m山形県立谷地高等学校女子カヌー部　　　　〃

優 勝平成28年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会　女子カヤックフォア　200m・500m

優 勝第12回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会　女子カヤックフォア　500m

優 勝第71回国民体育大会　カヌー競技　少年男子カナディアンシングル　200m・500m県立寒河江高校３年志田駿太郎〃

2016オリンピックホープス　

　17歳の部　男子カナディアンシングル　200m　第４位　500m　第 ８ 位

優 勝第71回国民体育大会　カヌー競技　少年女子カヤックペア　200m県立寒河江高校３年増川　かな〃

優 勝第71回国民体育大会　カヌー競技　少年女子カヤックペア　200m県立寒河江高校１年増川　知保〃

優 勝JOCジュニアオリンピックカップ平成28年度全国中学生カヌー大会　男子カヤックペア　500m西川町立西川中学校３年小野　隼人〃

優 勝JOCジュニアオリンピックカップ平成28年度全国中学生カヌー大会　男子カヤックペア　500m西川町立西川中学校３年設楽　勝太〃

優 勝JOCジュニアオリンピックカップ平成28年度全国中学生カヌー大会　男子カヤックフォア　500m西川町立西川中学校男子カヌー部　　　　　〃

優 勝第10回日本ユース陸上競技選手権大会　女子円盤投県立鶴岡工業高校１年齋藤　真希陸　 上

優 勝第43回全日本中学校陸上競技選手権大会　男子四種競技（東北中学新記録）高畠町立高畠中学校３年高橋　辰壽〃

優 勝第65回全日本学生ホッケー選手権大会山梨学院大学２年小川　恭平ホ ッ ケ ー

第２位第23回FIBA ASIA　U-18　女子バスケットボール選手権大会　山形市立商業高校３年佐藤　美羽バスケットボール

出 場2016リオデジャネイロオリンピック　馬術　馬場馬術　個人・団体蒜山ホースパーク原田　喜市馬　 術

出 場2016年フェンシングワールドカップ　フランス大会法政大学１年梅津　春香フェンシング

出 場2016年フェンシングジュニアワールドカップ　ルーマニア大会県立米沢興譲館高校３年髙田　真帆〃

優 勝第67回全日本学生バドミントン選手権大会中央大学３年五十嵐　優バドミントン

第６位第１回東アジアユースエアガン大会　女子　10mエアライフル　県立南陽高校３年髙橋　佳伶ライフル射撃

平成28年度第２回全日本中学生ライフル射撃競技選手権大会山形市立山形第七中学校２年佐藤　　琳〃

優 勝　ビームピストル女子40発競技（大会新記録）
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奨　励　賞奨　励　賞奨　励　賞

主　な　成　績所　　属氏　名種　目

日本スポーツマスターズ2016　１部30～34歳 女子山形信用金庫豊田　千春競 泳

優 勝50m平泳ぎ・100mバタフライ（大会新記録）・200m個人メドレー

優 勝第63回全国国公立大学選手権水泳競技大会　男子　200mバタフライ筑波大学３年渡会　　舜〃

第63回全国国公立大学選手権水泳競技大会　筑波大学２年西脇　怜奈〃

優 勝　　　女子　100m背泳ぎ・400mメドレーリレー（大会新記録）

優 勝第37回全日本マスターズ陸上競技選手権大会　Ｗ80（80～84歳）　1500m山形陸上競技協会梅津　惠子陸　 上

優 勝第11回ソフトテニスジュニアジャパンカップ　ダブルス　男子　U-17私立羽黒高校２年村田　　優ソフトテニス

優 勝第11回ソフトテニスジュニアジャパンカップ　ダブルス　女子　U-14真室川町立真室川中学校２年庄司　琴里〃

優 勝第33回全日本小学生ソフトテニス選手権大会山形県Ａチーム　　　　　　　　 　　　　〃

優 勝第29回全国ラージボール卓球大会　男子シングルス　85歳代山形クラブ杉山　鉄夫卓　 球

優 勝第29回全国ラージボール卓球大会　女子ダブルス　130歳代Ａチーム山形杉本久美子〃

優 勝第29回全国ラージボール卓球大会　女子ダブルス　130歳代Ａチーム山形皆川　文子〃

優 勝第61回全国教職員卓球選手権大会　一般男子　フォーティシングルス県立酒田東高校佐々木　剛〃

優 勝第61回全国教職員卓球選手権大会　一般男子シングルス山形銀行（鶴岡東高外部コーチ）林　　一茂〃

第３位ITTFジュニアサーキット　タイ大会　ジュニア男子　団体私立鶴岡東高校３年葉波　　啓〃

優 勝平成28年度全日本卓球選手権大会　ホープス男子の部鶴岡市立朝暘第五小学校６年鈴木　　颯〃

第25回東アジアホープス卓球大会　男子　団体　 第２位　シングルス　 第４位

優 勝第35回全国高校生躰道優勝大会　女子法形競技私立酒田南高校３年佐藤　　愛躰　 道

優 勝第35回全国高校生躰道優勝大会　女子実戦競技県立鶴岡中央高校２年小林　夕莉〃

◇功労賞（市町村体育協会・競技団体推薦）

　中村　直資（上山市） 菅　　義治（最上町） 小松　　繁（水泳） 阪口　新一（陸上競技）

　長谷川　賢（ボクシング） 齋藤　　篤（バレーボール） 荒木　靖文（体操） 宇野　直之（卓球）

　鈴木　辰之（野球） 佐々木清次（ソフトボール） （故） 米山　正和（バドミントン） 金森　正幸（剣道）

◇功労賞・ライオンズスポーツ賞（競技団体推薦）

　椿　　　央（スケート） 木村　文浩（カヌー）

　佐藤　　恵（カヌー） 橋本　佳久（カヌー）

　松田　淳司（カヌー）   

◇感謝状（市町村体育協会・競技団体推薦）

　金谷　正實（村山市） 地主　友昭（ボート）

◇功労者

　秋葉　政則（中山町） 鎌上　　徹（中山町） 菅野　祐賢（尾花沢市） 佐久間秀晴（尾花沢市）

　（故） 金　利寛（新庄市） 錦郡　和彦（南陽市） 橋本　吉明（白鷹町） 野口みゆき（鶴岡市）

　土門　和夫（酒田市） 川俣　義昭（遊佐町）

◇優良団

　高瀬野球スポーツ少年団（山形市）

　寒河江西村山ジュニアアスリートスポーツ少年団（寒河江市）

　八向スポーツ少年団（新庄市） 

　沖郷スポーツクラブ沖郷ホープス野球スポーツ少年団（南陽市）

　飯豊町陸上スポーツ少年団（飯豊町） 

　羽黒サッカースポーツ少年団（鶴岡市）

　WAGO MOLINO FCスポーツ少年団（庄内町） 

平成28年度 山形県スポーツ少年団表彰

功労賞・感謝状功労賞・感謝状功労賞・感謝状
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　ボートに初めて出会ったのは50年も前です。それまで経験したボートと違い、座っ
たシートが前後に動き、脚力を中心に作り出す力でダイナミックに水上を進む面白さ

に魅かれ４年間漕ぎました。

　「べにばな国体」で酒田がボート会場になり、私も国体の手伝いをしました。最上

川に仮設ボートコースが作られ、県出身の黒坂君、佐藤さんが優勝しました。特に西

高女子の佐藤さんがゴールした瞬間、雄たけびのような声を出し泣いているのを目に

した感動は忘れられません。またボートに、ご縁が始まりました。

　60歳を過ぎた時に、勧められてボート公認指導員の資格を取りました。その時の講
師に刺激されて日曜日にシングルスカルを始めました。ボートも生涯スポーツとして

年齢別にマスターズや社会人選手権が行われていて、良い目標になりました。一輪車

のようにバランスの悪いシングルスカルを何とか漕げるようになり、60歳以上の部が
ある大会に出て2,000mを漕ぎました。その後の仲間との交流が楽しいのです。もう一
つは、酒田西高で１月に開催されているボート協会公認のマシンローイング地区大会

への参加です。この結果は、日本全体と年齢別順位で発表されます。年初の大会なの

で、自分の今年の体調もわかり、ずっと楽しく参加しております。

老・ローイングを楽しむ
酒田ローイングクラブ　　　

　　　池　田　重　悦

人物紹介

　当クラブは酒田市の松山地域にあり、設立から11年目を迎えました。サークル会
員として歩こう会・グラウンド・ゴルフ・ゲートボール・スポ少サッカー・ミニバ

スケが加入しており、市の体育施設を利用して、競技力の向上、健康づくりのため

通年活動しています。春秋には市の受託事業としてウォーキングを開催し、眺海の

森を散策したり、城下町松山の名所旧跡をめぐるなどして好評を得ております。ま

た、グラウンド・ゴルフ・ゲートボール大会を地域住民に呼びかけたり、夏休みに

はスポ少会員の交流会を行ない、練習ではわからない子供の一面がある事も知らさ

れます。

　将来の事を考えると、会員も少なく、会費や参加料だけでは運営もままならない

状態ですが、市の受託事業をいただきながら10年を過ごしてまいりました。今後は
スポーツ活動のみならず文化面でもクラブをアピールし、会員を増していきたいと

思っています。昨年は松山クラフトフェアーに参加し、スープやパンの販売をさせ

ていただきました。そこから気づかされた情報もありました。今のクラブの状態は満足できるものではありませんが、地

域４コミセンや総合支所の連携を考えながら健康づくり・街づくりに貢献できればと思っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

公認スポーツ
指導者ノート

クラブ
通　信

　昭和63年にグラウンド・ゴルフと出会いました。大変面白いスポーツ、必ず

多くの人から親しまれるものと思い市内でもいち早く取り組み、普及・振興を

図るために、さまざまなところでグラウンド・ゴルフのおもしろさ、楽しさ、

どこでも簡単にできるスポーツであることを伝え、愛好者の増員を図りました。

そんなときに、67国体からデモンストレーションスポーツとして開催される事になり、県内でも多くの地域で盛んに行わ

れるようになりました。国体を期に市内で協会を立ち上げ、県協会に登録、地元の体協に加盟して本格的に取り組み始め

ました。平成12年には県内では２回目の開催になる東北大会を村山市で独自開催、選手・役員合わせて1,000名の大会を成

功させ、日本協会の会長に認められ、委員として日本協会に出向くようになりました。岸体育館での会議では、全国から

寄せられる諸問題の解決及び返信等を担当する委員会に10年間所属し大変素晴らしい経験をする事ができました。グラウ

ンド・ゴルフの公認スポーツ指導者には県内で最初に資格を取得しました。県の普及指導委員長を歴任し、現在は県の副

会長を拝命しております。年々会員の減少傾向にあり対策が急務になってきました。そんな時グラウンド・ゴルフ甲子園

的な大会を企画できないか、夢を見ております。

生涯スポーツとの出会い
日体協公認グラウンド・ゴルフ指導員　
（一財） 村山市体育協会　会長　　　　　
村山市グラウンド・ゴルフ協会　会長　

髙　橋　政　美

総合型地域スポーツクラブ「みなスポ松山」　
　　　新　舘　由　紀

小さなクラブでもできる事をめざして
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市町村体育
協会だより

　平成４年のべにばな国体を契機として、本県フェンシング界は一気に盛り上がりを見

せ、この四半世紀の間、池田めぐみ選手のオリンピック二大会連続出場をはじめ、国体

での種目別優勝および皇后杯獲得、インターハイでの優勝を含めた上位入賞、あるいは

世代別日本代表選手輩出など数々の栄誉に輝いてきました。

　日本では競技人口がそれほど多いとは言えないスポーツですが、オリンピック二大会

連続メダル獲得で脚光を浴びたように、世界的に見ても日本は高い競技レベルにありま

す。そういう意味では、オリンピックでのメダル獲得に近い競技と言えます。

　現在、本協会では国内外で活躍する現役選手の支援とジュニア世代の育成に力を入れ

て取り組んでいます。国体や全日本選手権での上位入賞を目標とした活動を支援する一

方で、タレント発掘事業とも連携を図りながら、ドリームキッズを受け入れて育成した

りJOCエリートアカデミーに送り出したりするなどして、長期展望に立った育成強化を
図っています。

　このような取り組みが来年度の南東北インターハイでの高校生選手の活躍につながり、さらには2020年東京オリンピッ
ク日本代表輩出につながることを信じて、今後とも競技力向上に努めてまいります。

　本協会は、昨年発足60周年を迎え、その記念式典並び記念講演会を10月に盛大に開催
いたしました。

　本協会は現在18競技種目と６つの体育関係団体を擁し、本町生涯スポーツの推進や競
技力向上に努めております。本協会の大きな特徴として、本町体育協会と町スポーツ少

年団が設立母体となり、平成21年に設立した総合型地域スポーツクラブ「スポーツかわ
にし」との連携があります。お互いの事業をより充実発展させるべく、加盟団体からは

指導者の派遣等の活動支援をいただき、特にスポーツに親しんでいない小学生や高齢世

代の方々をいかに誘い、スポーツ活動への実践につなげるかを目標に取組んでいます。

　毎年10月と２月には、町内の小学生やスポーツ未実施者が多い中高年層を対象に
「いっしょに楽しく体を動かそう」をスローガンに「スポーツふれあい教室」を実施して

います。本年度は、小学生を対象に「楽しい走り方教室」中高年を対象に「太極拳体験

教室」を開催いたしました。多くの参加者を得ましたが、今後はスポーツ活動継続にど

うつなげるかが求められています。

　より一層、総合型地域スポーツクラブ等と連携を深めながら、競技力向上は勿論、町民の健康増進・体力向上等生涯ス

ポーツの振興に寄与できるよう努めてまいります。

競技力向上を目指して
山形県フェンシング協会強化部長　

　岡　村　悦　男

総合型地域スポーツクラブとの事業連携
川西町体育協会　　　　　　

会長　齋　藤　賢　二

　私は１月25日から２月10日までユニバーシアード冬季競技大会のスピー
ドスケート競技に参加するため、カザフスタンのアルマトイへ行ってきまし

た。大学２年生のときには選考されなかった大会なので、出発前から楽しみ

な気持ちと緊張感がありました。アルマトイはとても大きい選手村もあり、

街中で大会を盛り上げていて、ユニバーシアードの大会の大きさを感じまし

た。

　私が出場したのは500mのみでしたが、１種目だった分集中してレースに臨むことができました。今回の500mはインス
タートとアウトスタートを両方滑り、２本の合計タイムで順位を決める方法だったので、多少の失敗があっても２本目でカ

バーできるのでリラックスしてスタートラインに立つことができました。２本とも大きな失敗はなく、無難に滑りきったよ

うな感じでしたが、自分の調子が良かったことや氷との相性が良かったこともあり、２位になることができました。今回

はメダル獲得を目標にしていたので、終わった直後は嬉しい気持ちがありましたが、１位の選手との差が大きかったので悔

しい気持ちも出てきました。

　今回は私にとっては久しぶりの国際大会だったので、様々な良い経験ができました。それと同時にたくさん課題も見つ

かったので、来シーズンタイムを縮めることができるように頑張っていきたいです。

第28回ユニバーシアード冬季競技大会に参加して
スポーツ技術員 　　　　　　

中　尾　光　杜

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アジア大会（左：池田めぐみ選手）

ジュニア選手の練習風景

競技団体
ニュース

スポーツ
技術員ノート



第54回全国中学校スキー大会を終えて第54回全国中学校スキー大会を終えて第54回全国中学校スキー大会を終えて

－8－

山形県中学校体育連盟　会長　神　谷　啓　司　

　第54回全国中学校スキー大会が山形県を舞台に開催され、大成功のうちに閉

幕しました。２月２日の開会式（新庄市）に引き続き、アルペン競技（最上町）、

クロスカントリー競技（真室川町）、ジャンプ・ノルディックコンバインド競技

（米沢市）に、全国各地の厳しい予選を勝ち抜いた870名の選手が日本一を目指

して熱い戦いを繰り広げました。将来のオリンピック選手の可能性を秘めた中

学生が真剣な眼差しで勝負に挑む姿に、多くの感動を与えていただきました。

「雪をも溶かす君の情熱　解き放て　山形の雪原へ」を大会スローガンに、多く

の中学生とチーム関係者の皆様を迎え入れることができたことを心から喜ばし

く思います。

　大会開催を間近に控えた１月初旬は、例年にない少雪に頭を悩ます日々が続

きましたが、開催地の多くの方々にご協力いただきながら、全国の檜舞台に相

応しい会場と環境を準備することができたと自負しております。

ノルディックコンバインドのクロスカントリー競技は、国内２例

目となるスタジアム周回コースで開催し、地元中学生や多くの市

民に観戦していただきました。参加選手や保護者の皆様の記憶に

残る大会になったのではないでしょうか。結びに、本大会の開催

にあたりご指導とご支援を賜りました山形県教育委員会、（公財）

 山形県体育協会、山形県スキー連盟、最上町・真室川町・米沢市

をはじめとする各市町村の関係各位に厚く御礼申し上げます。

http://www.sportsanzen.org
●資料請求は、インターネットより受付けております。

保険の詳しい内容、資料の請求は、
ホームページをご覧ください。

スポーツ安全保険スポーツ安全保険

公益財団法人 スポーツ安全協会 山形県支部
〈（公財）山形県体育協会内〉

〒990-2412 山形市松山2-11-30 TEL023-642-8321 電話受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝日を除く。）

携帯電話から
資料請求ができます。

スポーツ活動
以外の団体も
加入できます。

誠くん 千春ちゃん
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