●松江テニス協会からの報告
「MUFG ジュニアテニストーナメント 2015」
平成 27 年 4 月 8 日～11 日に愛知県東山公園テニスセンター・瑞穂後援テニスコートで
行われました「MUFG ジュニアテニストーナメント 2015」に出場しました。
【結果】
男子シングルス
金井智也選手…1 回戦敗退
女子シングルス
細木咲良選手…ベスト 16

【大会コメント】
私は MUFG ジュニアテニストーナメントに初めて出場しました。一回戦 6-0,6-2、二回
戦 6-3,6-4 で勝ち上がり、三回戦はベスト 8 をかけて戦いました。相手が第 6 シードとい
うこともあり、いつもより力が入って、私の単純なミスも増え 1-6,3-6 で負けてしまいま
した。結果ベスト 16 でした。打っても打っても簡単なミスをしないこと、相手が苦しい状
態になった時にスニークインできるようにすることが今後の課題です。
次の大会では二つの課題を解決し、さらに上を目指せるよう日々の練習を頑張っていこう
と思います。

●松江地区剣道連盟からの報告
からの報告
「第 63 回全日本都道府県対抗剣道優勝大会」
回全日本都道府県対抗剣道優勝大会
平成 27 年 4 月 29 日に大阪府大阪市中央体育館
大阪府大阪市中央体育館で行われました「第 63 回全日本都道府
県対抗剣道優勝大会」に出場しました。
に出場しました。
【結果】
島根県チーム…1 回戦敗退

●松江太極拳協会からの報告
「第 23 回 JOC ジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」
平成 27 年 4 月 25 日～26 日に香川県県立体育センターで行われました
「第 23 回 JOC
ジュニアオリンピックカップ大会」に出場しました。
【結果】
男子
森

耀慧選手（初級棍術 10 位 8.460 点・初級長拳 10 位 8.480 点）

青戸徹生選手（棍術 B11 位 8.530 点・刀術 B8.530 点・長拳 B11 位 8.680 点）
高梨航希選手（初級長拳 9 位 8.480 点・初級剣術 8.360 点）
川上高広選手（初級長拳 8.450 点・初級剣術 8.380 点）
桑谷隼生選手（初級長拳 8.400 点） 高梨湊史選手（初級長拳 8.380 点）
古浦和樹選手（初級長拳 8.280 点） 朝倉源貴選手（初級長拳 8.210 点）
井上朋樹選手（初級長拳 8.180 点）
女子
与倉いぶき選手（初級長拳 8.250 点）

古浦千聖選手（初級長拳 8.210 点）

【大会コメント】
今回は 5 種目 4 人が入賞でき、昨年に比べてチーム全体のレベルが上がりました。それ
ぞれが精一杯自分の力を出し切り、結果を残すことができたことが良かったと思います。

●松江市ソフトテニス連盟
松江市ソフトテニス連盟からの報告
「第 32 回全日本小学生ソフトテニス選手権大会」
回全日本小学生ソフトテニス選手権大会
平成 27 年 7 月 30 日～8 月 2 日に富山県高岡市テニスコート・高岡市営前田テニスコ
富山県高岡市テニスコート・高岡市営前田テニスコ
ートで行われました「第 32 回全日本小学生ソフトテニス選手権大会」に出場しました。
に出場しました。
【結果】
松江ジュニアソフトソフトテニススクール
野津乙笑選手…準優勝
恩田結生選手…2 回戦敗退

●松江市バドミントン協会
松江市バドミントン協会からの報告
「第 33 回全日本レディースバドミントン選手権大会」
回全日本レディースバドミントン選手権大会
平成 27 年 7 月 23 日～26 日に富山県富山市総合体育館で行われました「
日
で行われました「第 33 回全日
本レディースバドミントン選手権大会」
本レディースバドミントン選手権大会」に出場しました。
【結果】
都道府県対抗…Ｇブロック（予選） 4 位
クラブ対抗…Ｑブロック（予選） 2 位
決勝トーナメント 2 回戦敗退
【コメント】
この夏の全国大会、熱気と気力、女子のパワーあふれる大
会です。この大会に情熱を向け一心に競い合う大会ともいえ
る様がいつも心の活力となり、時期を過ごします。又、行こ
う、又、挑もうと挑戦し続ける大会です。

●松江地区剣道連盟からの報告
からの報告
「第 7 回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会」
回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会
平成 27 年 7 月 18 日に東京都日本武道館で行われました「第
日に東京都日本武道館で行われました「 7 回全日本都道府県対抗
女子剣道優勝大会」に出場しました。
に出場しました。
【結果】
島根県チーム
2 回戦敗退

【大会コメント】

次鋒 岩崎唯歩選手
今大会では大将を中心にチームワークを大切に試合に取り組みました。結果
としては二回戦敗退でしたが、全国の舞台に立て、試合ができ、とても良かっ
たです。これも様々な人の支えがあったおかげです。ありがとうございました。
今大会で学んだことを活かして今後も精進していきます。
副将 木村邦子選手
来年は上位にいけるようみんなで声を掛け合ってたくさん稽古したいと思い
ます。
大将 三原佳子選手
私達島根チームは、先鋒から大将まで「つなぐ 」という事を意識して初戦
に臨みました。
「一本」を大切に全員で勝利を勝ち取るためです
「一本」を大切に全員で勝利を勝ち取るためです。
福井戦では中堅の一勝を皆で守り二回戦へと進みました。
埼玉は屈指の強豪チームなので、全員大変気合いが入りました。先鋒が攻
めるも一本先取され、その一本を取り戻そうと全員少し勝ち急いでいたよう
に思います。中堅で既に島根の負けは決定しましたが、副将大将共に最後ま
であきらめませんでした。大将が相手の出頭をとらえて一勝。全員の「何と
か一勝を 」という強い気持ちが後押ししてくれました。
二回戦敗退ではありましたが、選手のチームワークが大変良かった事、
勝ちにこだわり全員で一生懸命戦った事は大きな収穫になったと思います。
勝ちにこだわり全員で一生懸命戦った事は大きな収穫になったと思います。
これもひとえに、先生方のご指導あってのものと感謝しております。
個々に反省する点や課題が見つかったので、また来年に向けて頑張って
いきたいと思います。
応援ありがとうございました。

●松江市バドミントン協会
松江市バドミントン協会からの報告
「第 31 回若葉カップ全国小学生バドミントン大会」
回若葉カップ全国小学生バドミントン大会
平成 27 年 7 月 31 日～8 月 3 日に京都府長岡京市西山公園体育館で行われました「
日に京都府長岡京市西山公園体育館で行われました「第
31 回若葉カップ全国小学生バドミントン大会」に出場しました。
回若葉カップ全国小学生バドミントン大会
【結果】
星野バドミントンジュニアスクール
小林倫太朗選手・川上翔大選手・諸石樹季選手
選手・川上翔大選手・諸石樹季選手
引野一真選手・岩見士野選手・柊 怜志選手・伊藤崇行選手
男子団体Ｃブロック 3 位

【大会コメント】
小学生バドミントンの甲子園といった感じで、選手も応援もとても盛り上がった大
会でした。クラブによっては、かなりの実力差もありましたが、競って負けて涙を流
す低学年の子の肩をなでて、なぐさめる上級生の姿、最後に負けたけど一列に並んで
応援団へ一礼する子ども達の姿に、大きな感動をもらいました。
・夢にあふれた若葉カップ・ 諸石樹季選手
ぼくたち星野ＢＪＳは、島根県の男子代表として、夢の若葉カップに出場しました。
ぼくは、初めての全国大会に出場しました。いつもの大会とは、雰囲気がちがい、団
体の応援の声で、近くにいるコーチの声さえも聞こえないぐらい、どの県も勝ちたい
気持ちが声に表れているようでした。コートの中では、いつもならあまりしない緊張
で、体がおもうように動きませんでした。試合が終わって、残念ながら一勝も出来ず、
悔しかったです。でも、ぼくは、分かった事があります。一つは、団体戦は一人の力
では勝てないということ。二つ目は、チームワークが大切な事が分かりました。来年
では勝てないということ。二つ目は、チームワークが大切な事が分かりました。来年
は、ぼくは六年生になります。来年、ぼくは先輩として、後輩達を、ひっぱってまた
若葉カップに行きます。ぼくにとって、若葉カップは、明るい希望となりました。
・若葉カップ・ 伊藤崇行選手
一番最初に、開会式があって行進がありました。その時ぼくは、緊張して前しか見
れませんでした。大勢の人がいたので、雰囲気がいつもと変わっていました。これが、
全国の大会なんだなと思いました。一日目は、試合はなかったけれど、二日目は、新
潟県のチームと対戦しました。ベンチに座って応援していたけれど、他のチームの声
が大きくて、あまり声がとどきませんでした。ぼくの番になって、コートに入ると、
最初の一点から三点までは、頭の中が真っ白でぼーっとしていました。けれど、勝た
なきゃいけないと思って、気持ちを切替えました。そして、一点ずつ点を入れていっ
なきゃいけないと思って、気持ちを切替えました。そして、一点ずつ点を入れていっ
て勝ちました。チームとしては、負けたけれど、みんな一生懸命やっていって、
て勝ちました。チームとしては、負けたけれど、みんな一生懸命やっていって、いい
と思いました。また勝って、若葉カップに出たいです。

●松江地区剣道連盟からの報告
からの報告
「第 50 回全国道場少年剣道大会」
回全国道場少年剣道大会
平成 27 年 7 月 28 日～30 日に東京都日本武道館で行われました「第 50 回全国道場少
年剣道大会」に出場しました。
に出場しました。
【結果】
中学生の部
猶興館道場…ベスト 8、忌部少年剣道会…
、忌部少年剣道会…2 回戦敗退
尽誠館道場…1 回戦敗退
小学生の部
猶興館道場…1 回戦敗退、法吉少年剣道会…1
回戦敗退、法吉少年剣道会… 回戦敗退
尽誠館道場…1 回戦敗退、持田少年剣道クラブ…ベスト 16
【大会コメント】
猶興館道場（小学生）…能美俊亮選手
皆で頑張ったけど勝てませんでした。もう少しで勝てる場面もあった
けど全国との差を痛感したので、これから一生懸命稽古をして、勝てる
よう力をつけていきたいと思います。

●松江市陸上競技協会からの報告
からの報告
「第 31 回全国小学生陸上競技交流大会」
回全国小学生陸上競技交流大会
平成 27 年 8 月 21 日～22 日に神奈川県日産スタジアムで行われました「第 31 回全国
小学生陸上競技交流大会」に出場しました。
に出場しました。
【結果】
安食沙南選手（松江陸上教室）
女子ソフトボール投げ 56m18 8 位入賞

【大会コメント】
1 投目に目標の 55m を超える投てきをし、入賞しました。
以降の 2 投も 54m73・53m28
53m28 と、全て自己最高記録とい
う安定した投てきをしたのは見事でした。

●松江テニス協会からの報告
「DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権 2015
Supported by NISSHINBO」
平成 27 年 8 月 8 日～17 日に大阪府靱テニスセンター・江坂テニスセンターで行われま
した「DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権 2015 Supported by
NISSHINBO」に出場しました。
【結果】
女子シングルス
宮内理瑚選手…2 回戦敗退
細木咲良選手…ベスト 16
女子ダブルス
細木・宮内ペア…1 回戦敗退
【大会コメント】 宮内理瑚選手
高校入ってでは初の、過去を合わせると三度目の
全日本、結果はシングルス二回戦敗退、ダブルス初
戦敗退という形で終わりました。全国大会の中でも
特に他の大会では感じられない全日本の雰囲気は今
年も変わっていなかったです。全日本でのシングル
スは今年初の初戦を突破し、相手は四国の人で小学
校の頃から何度か対戦したことのある選手でした。
今まで一度も勝った事のない相手に全日本という舞
台で勝利を味わうことができ、本当に嬉しかったで
す。今年はＶ16 最後の年齢でチャンスは十分にあっ
たと思いましたが、初戦は突破できたものの二回戦
では敗退という、とても悔いの残る結果となってし
まいました。勝って第一シードの選手と対戦したか
ったという気持ちが今でも心に残っています。でも、
決して無駄な敗戦ではなかったと思います。なぜな
ら今まで以上に学ぶ事が多く、自分の利益となる勉
強をたくさんできたからです。
ダブルスは初戦第三シードでしたが決してレベル
の差などを感じない試合ができました。いつもより
も二人のコンビネーションが良く、中学、高校と準
備をしてきた二人の特徴を生かしながら最先端のダ
ブルスができたと思います。まだまだ未完成ながら
もシードの相手にさまざまな引き出しを用いて私達
らしく堂々と向かって戦うことができ、先を感じら
れる敗戦となりました。
今回、この大会で学んだ事をこれからのテニスへ
と生かし、来年も再来年も戻ってこれるように日々
の練習を悔いなく取り組んで全日本のタイトルをと
って優勝報告ができるように頑張ります。これから
もテニスと向き合いまたいい結果報告ができるまで
頑張るので応援よろしくお願いします。

●松江バレーボール協会からの報告
「ファミリーマートカップ第 35 回全日本バレーボール小学生大会」
平成 27 年 8 月 11 日～14 日に東京都他東京体育館他で行われました「ファミリーマー
トカップ第 35 回全日本バレーボール小学生大会」に出場しました。

●松江市バドミントン協会
松江市バドミントン協会からの報告
「第 16 回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会」
回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会
平成 27 年 8 月 14 日～16 日に熊本県八代市総合体育館で行われました「
日に熊本県八代市総合体育館で行われました「第 16 回全国
ＡＢＣバドミントン大会」に出場しました。
に出場しました。
【結果】
星野バドミントンジュニアスクール
小林倫太朗選手 男子ＡグループＳブロック 4 位
引野一真選手

男子ＣグループＢブロック 1 位 決勝 2 回戦敗退

田部真唯選手

女子ＡグループＤブロック 2 位 決勝 1 回戦敗退

【大会コメント】
全国の県代表 1 名の出揃う大会で、何とも言えない大きな緊張感の中、子ども達は
一人一人、本当に一生懸命に頑張っていました。結果としては、上位にくいこむこと
はできませんでしたが、今後のバドミントンを続けていくにあたり、大きな経験とな
りました。強い気持ちを持つことが勝負を決める大きなカギになるのだと身を持って
学びました。
・ＡＢＣ大会に出場したこと
ＡＢＣ大会に出場したこと・ 引野一真選手
ぼくは、ＡＢＣ大会に出場しました。体育館についたら、たくさんの人がいました。
つぎに、開会式では、島根県代表の人と行進して、どきどきしました。クマモンが立
っていました。それから練習をしました。体育館は天井が高くて、空振りが多かった
です。次の日に、試合がありました。はじめの試合は、負けてしまってくやしかった
けど、次の試合は、勝とうと思いました。二試合目は、勝てました。うれしかったで
す。だけど、二日の試合は、負けてしまいました。次に来る時は、一位になりたいな
だけど、二日の試合は、負けてしまいました。次に来る時は、一位になりたいな
と思いました。
・全国小学生ＡＢＣバドミントン大会
全国小学生ＡＢＣバドミントン大会・ 小林倫太朗選手
僕は、ＡＢＣ大会に向けて、熊本県に行きました。初日は、試合は、あまりありま
せんでしたが開会式がありました。僕も全国大会は初めてではなかったんですが相変
わらず盛大な開会式でした。そこそこ緊張しました。大会二日目は、予選リーグがあ
りました。待ちに待った試合だったのですが、残念ながら、予選全三試合は、全敗し
て終わりました。その後は、気を引き締めて、下位トーナメントも疲れ
て終わりました。その後は、気を引き締めて、下位トーナメントも疲れたのか分りま
せんが、負けました。そして、一番悔しかったのが、僕が、予選で 3 セットして負け
た人達が、ベスト 8、ベスト
、ベスト 16 まで上がっていて、もしも自分があの人達に勝って
いればと考えたらすごく悔しかったです。それも、僕は、この大会において全試合 3
セットして負けていたからです。その時、疲れとともに悔しさがたまっていきました。
まだチャンスがあるので頑張りたいです。

●松江水泳連盟からの報告
からの報告
「第 38 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」
平成 27 年 8 月 22 日～26 日に東京都辰巳国際水泳場で行われました「第 38 回全国Ｊ
ＯＣジュニアオリンピックカップ」に出場しました。

【結果】
梶谷奈月選手（宍道Ｂ＆Ｇ）
10 才以下 50ｍ平泳ぎ 予選 34 位
石飛咲良選手（ＢＩＧ-S
S 松江）
13～14 才 50ｍ自由形 予選 16 位
13～14 才 100ｍ自由形
ｍ自由形 予選 17 位
吉田愛美選手（ＪＳＳ松江）
13～14 才 50ｍ自由形 予選 25 位
赤木孝祐選手（ＪＳＳ松江）
【大会コメント】
梶谷選手…初のＪＯＣ出場となった今大会でレベルの高さを痛感した。ただ、本人は来
年の春に向かっての目標を明確に定めて、決勝へ進む決意をした。
石飛選手…ベストが出なくて悔しかったです。次はベストが出せるように集中して取り
組みたいです。
吉田選手…前回よりあまり緊張しませんでした。
回よりあまり緊張しませんでした。25ｍまではかなりいい感じで泳げてい
ｍまではかなりいい感じで泳げてい
たけど、ラスト 5ｍ息つぎしたのがベストタイムが出せなかった原因の
ｍ息つぎしたのがベストタイムが出せなかった原因の 1 つでもあると思
いました。
赤木選手…ベストタイムは出ましたが、自分の目標にしていたタイムではなかったので、
今日からまた頑張って練習していきたいです。

●松江地区柔道連盟からの報告
からの報告
「平成 27 年度第 12 回全国小学生学年別柔道大会」
回全国小学生学年別柔道大会
平成 27 年 8 月 30 日に山梨県小瀬スポーツ公園武道館で行われました「
「平成 27 年度第
12 回全国小学生学年別柔道大会」に出場しました。
回全国小学生学年別柔道大会
【結果】
井上七海選手（松江柔道クラブ） 年生女子 40kg 級 ベスト 16
井上七海選手（松江柔道クラブ）5
信上桃子選手（橋南柔道教室） 5 年生女子 40kg 超級 一回戦敗退
伊藤花恵選手（橋南柔道教室） 6 年生女子 45kg 級 棄権
杉森政弥選手（橋南柔道教室） 5 年生男子 45kg 級 ベスト 16
岡田慶志朗選手（開星柔道クラブ） 5 年生男子 45kg 超級 一回戦敗退
田窪育明選手（開星柔道クラブ） 6 年生男子 50kg 超級 ベスト 16
【大会コメント】
・全国大会 松江柔道クラブ 井上七海選手
私は今年の夏、山梨県まで
私は今年の夏、山梨県まで全国大会に挑みました。1
日目はオリンピックに出た方
と合同練習をしました。技の基本を一つ一つ丁寧に教えてもらいました。私は、その
時はまだ緊張はしていませんでした。でも、 日目に入るとバリバリ緊張していまし
時はまだ緊張はしていませんでした。でも、2
た。私の試合は島根県の中で一番最後でした。最初の友達の試合を見ていると、顔が
いつもより違う顔になっていました。それだけ雰囲気にのまれたのかなと思いました。
そうして見ている間、試合が近づいてきました。そしてイスに座る時、緊張は、なぜ
かほぐれていました。ずんずん試合が近くなるうちに、イスが前にいきます。そして、
とうとう試合がスタートです。勝つと願っていたけど、最後抑え込みで負けました。
うとう試合がスタートです。勝つと願っていたけど、最後抑え込みで負けました。
結果はどうあれ自分の実力の全てをだしきりました。その後、試合で負けた事が悔し
くて悔しくてたまりませんでした。でも私は、一つだけいい事がありました。それは
…もう計量は終わったからです。この三ヶ月ずっと我慢してきたからです。「もう、
我慢することない。食べていいぞ と言われた時、パッと心が温かくなりました。そ
我慢することない。食べていいぞ」と言われた時、パッと心が温かくなりました。そ
して、沢山食べようと心から思いました。次の日、父の妹の所で遊びました。着いた
時、早速ビデオを見たそうです。私はなぜか見る気になれませんでした。なので私以
時、早速ビデオを見たそうです。私はなぜか見る気になれませんでした。なので私以
外で見ました。あっと言う間に一日は過ぎてしまいました。家に帰る時、一勝もでき
外で見ました。あっと言う間に一日は過ぎてしまいました。家に帰る時、一勝もでき
なかったので気まずく思いました。でも私は、全ての力を出し切ったので悔いは残り
ません。まだ来年があると思うと心が軽く感じました。来年は絶対に勝ちたいです。
ません。まだ来年があると思うと心が軽く感じました。来年は絶対に勝ちたいです。

●松江市ソフトボール協会
松江市ソフトボール協会からの報告
「第 24 回全日本実年ソフトボール大会」
回全日本実年ソフトボール大会
平成 27 年 9 月 12 日～14 日に高知県立春野総合運動公園で行われました「
日
で行われました「第 24 回全
日本実年ソフトボール大会」
」に出場しました。
【結果】松江フィフティーズ… 回戦敗退
【結果】松江フィフティーズ…1
【大会コメント】
昨年の倶知安大会のベスト 16 以上を目指して大会に臨
みました。初回に 1 点を先制され追いかける展開となり、
ランナーは出すものの相手好守にもはばまれ、なかなか得
点に結びつけることができず、結果、
点に結びつけることができず、結果、2-4
の惜敗で初戦
敗退となりました。
全国大会へ出場するチームのピッチャ
ーから連打はそう望めません。明日からの練習では、大振
りせず次打者につなぐバッティングを心掛け、来年へつな
げていきます。

●松江市ソフトボール協会
松江市ソフトボール協会からの報告
「第 29 回全日本シニアソフトボール大会」
回全日本シニアソフトボール大会
平成 27 年 9 月 26 日～28 日に北九州市ひびきコスモ運動場で行われました「
日
で行われました「第 29 回
全日本シニアソフトボール大会
全日本シニアソフトボール大会」に出場しました。
【結果】
松江フィフティーズＯＢ…
…1 回戦敗退
【コメント】
2 年ぶり 8 回目の出場で今回はベスト 16、ベスト
8 を目標にしていましたが、1
を目標にしていましたが、 回戦タイブレーク 6
対 7 で借敗しました。ご支援誠にありがとうござい
ました。

●松江市弓道連盟からの報告
からの報告
「天皇杯第 66 回全日本男子弓道選手権大会」
回全日本男子弓道選手権大会
平成 27 年 9 月 18 日～20 日に三重県神宮弓道場で行われました「天皇杯第
日に三重県神宮弓道場で行われました「天皇杯第 66 回全日
本男子弓道選手権大会」に出場しました。
に出場しました。
【結果】小原裕幸選手…準優勝
辻
進選手…予選 38 位
【大会コメント】
小原裕幸選手
出場回数を重ねるごとに、成績も上がってきて
おり、実力の向上を実感できた。また、今大会
においては、島根県勢過去最高位の準優勝を果
たすことができ、収穫の多い大会であった。今
回の結果を通じて、全日本選手権での優勝も可
能性として見えてきた。この結果に満足するこ
となく、更なる高みを目指して修練に励んでい
きたい。

●松江市弓道連盟からの報告
からの報告
「皇后杯第 48 回全日本女子弓道選手権大会」
回全日本女子弓道選手権大会
平成 27 年 9 月 20 日～22 日に三重県神宮弓道場で行われました「皇后杯第
日に
皇后杯第 48 回全日
本女子弓道選手権大会」に出場しました。
に出場しました。
【結果】藤原智子選手…予選
藤原智子選手…予選 67 位
【コメント】
2 年ぶり 3 回目となる選手権大会に出場
させていただきました。これまで順位をつけ
ることができませんでしたので今回は順位
がつくことを一つの目標として望みました。
67 位という結果でしたが、今自分にできる
行射はできたのではないかと思っています。
練習時間の確保をはじめ、射技射法の徹底
等、課題は山積みですがこれからも日々精進
していこうと考えています。ありがとうござ
いました。

●松江市ソフトボール協会
松江市ソフトボール協会からの報告
「日本スポーツマスターズ 2015 ソフトボール競技」

平成 27 年 9 月 19 日～21 日に石川県金沢市営専光寺ソフトボール場で行われました
日
で行われました
「
「日
本スポーツマスターズ 2015 ソフトボール競技」に出場しました。
【結果】マリシクラブ…1 回戦敗退

【大会コメント】
全国大会に参加した一昨年、敗れたものの手ごたえある試合だったため今回もと臨んだ
が、力の差を見せつけられる結果となり残念だった。チーム力を蓄えてまた挑戦したい。

●松江市バドミントン協会
松江市バドミントン協会からの報告
「日本スポーツマスターズ 2015

バドミントン競技」

平成 27 年 9 月 19 日～21 日に石川県松任運動公園体育館で行われました「
日に石川県松任運動公園体育館で行われました「日本スポー
ツマスターズ 2015 バドミントン競技」に出場しました。
バドミントン競技
【結果】
島根県 男子チーム…予選敗退
女子チーム…予選敗退
【大会コメント】
今回の大会より 60 歳代の部が参加出来るように
歳代の部が参加
なり、ある意味団体としての参加が出来やすい試合形
式になったと思います。ただ一日に 1・2 試合しか出
来ないスケジュールだったので、ほとんどが待機時間
ほとんどが
になり大変コンディションを整えるのに苦労をしま
した。出来たら 1 日で全部消化できるスケジュール
にすれば違った結果、感想があったように思います。

●松江市ソフトテニス連盟からの報告
「日本スポーツマスターズ 2015 ソフトテニス競技」
平成 27 年 9 月 19 日～21 日に石川県立能都健民テニスコートで行われました「日本ス
ポーツマスターズ 2015 ソフトテニス競技」に出場しました。
【結果】
島根県チーム（川本修司選手）…3・4 位トーナメント敗
退
【大会コメント】
予選リーグでは、東京都（今回優勝）、滋賀県、石川県Ｂ
の 3 チームと対戦し、東京都には力負けしたものの、そ
の他のチームとは大接戦を展開し、いずれも 5 番勝負に
もつれ込みましたが、残念ながら全敗で 4 位となり 3～4
位トーナメントに回りました。翌日の 3～4 位トーナメン
トにおいても、前日の後遺症からか、初戦の岩手県にまた
も 5 番勝負で敗れてしまいました。参加した各都道府県
チームとも、十分な練習量に裏打ちされた自信溢れるプレ
ーを展開しており、島根県チームも日頃の練習の大切さ、
最後まで諦めない勝利への貪欲さ、チームワークなど、大
きな刺激を得ることができました。

●松江テニス協会からの報告
「日本スポーツマスターズ 2015 テニス競技」
平成 27 年 9 月 19 日～21 日に石川県能美市辰口丘陵公園テニスコートで行われました
「日本スポーツマスターズ 2015 テニス競技」に出場しました。
【結果】予選リーグ
男子シングルス 宗近 洋選手…10 組 3 位
男子ダブルス
高尾康弘選手・吉岡 誠選手…8 組 4 位
女子ダブルス 平林祐子選手・徳永恵美選手…2 位
【大会コメント】
9 月 19 日から石川県で開催された日本スポーツマスターズ
大会のテニス競技に島根県代表として参加しました。全国の予選
を勝ち抜いた強敵を相手に、残念ながら予選突破はできず、大舞
台で持てる力を出し切ることの難しさを改めて感じましたが、テ
ニスを通じて他都道府県、韓国の選手と戦い、交流を深めること
もでき、楽しい大会となりました。来年以降もまたこの舞台に立
てるよう、今後も日々精進したいと思います。

●松江地区剣道連盟からの報告
からの報告
「第 10 回全日本都道府県対抗少年剣道大会」
回全日本都道府県対抗少年剣道大会
平成 27 年 9 月 20 日に大阪府舞洲アリーナ
大阪府舞洲アリーナで行われました「第 10 回全日本都道府県対
抗少年剣道大会」に出場しました。
に出場しました。
【結果】
島根県チーム 中学生の部…一回戦敗退
小学生の部…一回戦敗退
【大会コメント】
全国レベルの打突のスピード、当たりの強さ、気迫に圧倒
されそうでしたが、チームの応援で気持ちを奮い立たせて
試合をしました。一緒に稽古をした仲間、送迎をしてくれ
た両親、指導いただいた先生方などみんなに感謝していま
す。

●松江市軟式野球連盟からの報告
からの報告
「天皇賜杯第 70 回全日本軟式野球大会ＥＮEOS
回全日本軟式野球大会ＥＮ
トーナメント」
平成 27 年 9 月 11 日～16 日に三重県四日市市営霞ヶ浦第一野球場他で行われました
「
「天
皇賜杯第 70 回全日本軟式野球大会ＥＮEOS
回全日本軟式野球大会ＥＮ
トーナメント」に出場しました。
に出場しました。
【結果】株式会社山陰合同銀行… 回戦敗退
【結果】株式会社山陰合同銀行…2
【大会コメント】
2 年連続出場し、初の一回戦突破をすることができました。来年も全国の舞台に立てるよ
うに、日々努力していきたいと思います。

●松江バレーボール協会からの報告
からの報告
「全国社会人 9 人制バレーボール西ブロック男女優勝大会」
人制バレーボール西ブロック男女優勝大会
平成 27 年 10 月 3 日～5 日に京都府亀岡運動公園体育館で行われました「全国社会人 9
人制バレーボール西ブロック男女優勝大会」
人制バレーボール西ブロック男女優勝大会」に出場しました。
【結果】ＢＬＡＺＥ…決勝トーナメント 1 回戦敗退

【大会コメント】
予選グループ戦では、持ち前のチームワークの良さが出て、勝利することができました。
決勝トーナメント戦では第 1 セットを先取し、前日の好調を維持できたかのようでした
が、激しいラリーの試合展開となり必死でボールに食らいつきましたが、力一歩及ばず
借敗しました。今回の大会では、チームの課題である『甘さ』を実感しました。今後も
勝つことの喜び、バレーができる環境に感謝し、チーム一丸となってさらに高い目標に
向かって頑張ります。今大会を通じ、チームスタッフ・選手一同、ケガもなく全員元気
に帰郷し、貴重な経験をさせていただきましたこと、心より感謝し、お礼申し上げます。
に帰郷し、貴重な経験をさせていただきましたこと、心より感謝し、お礼申し上げます。
今後とも、ご支援のほどよろしくお願いします。

●松江地区剣道連盟からの報告
からの報告
「第 40 回全国道場少年剣道選手権大会」
回全国道場少年剣道選手権大会

平成 27 年 10 月 11 日に栃木県立県南体育館で行われました「第
日に栃木県立県南体育館で行われました「 40 回全国道場少年剣
道選手権大会」に出場しました。
に出場しました。
【結果】能美俊亮選手…1 回戦敗退

【大会コメント】
夏の団体戦以降、全国レベルを目指して練習を
頑張りましたが、技を決めきれず一本負けでし
た。一本を決めれるよう練習をします。

●松江市弓道連盟からの報告
からの報告
「天皇杯第 66 回全日本弓道遠的選手権大会」
回全日本弓道遠的選手権大会
平成 27 年 10 月 16 日～18
18 日に東京都全日本弓道連盟中央道場で行われました「天皇
杯第 66 回全日本弓道遠的選手権大会」に出場しました。
回全日本弓道遠的選手権大会」
【結果】
辻 進選手…決勝 13 位
小原裕幸選手…予選 25 位
【コメント】辻 進選手
初めに、今回出場するにあたり皆様から多大な激励を
賜り誠にありがとうございます。今大会で八回目の出場
になり、大会の雰囲気にも慣れて迎えた予選と決勝でし
たが、年々大会の予選通過ラインがレベルアップしてき
ている状態の中、辛うじて通過が出来き安心しました。
しかし、今まで決勝になると、気持ちが落ち着かず、中
途半端な結果になっていた中で、今回は落ち着いて行く
思いでしたが、普段の悪い癖が終盤出てきて的中
段の悪い癖が終盤出てきて的中できず、
入賞までには届きませんでした。
入賞までには届きませんでした。この悔しさを糧に来年
に向けて稽古に励みたいという思いで一杯になりまし
た。

●松江市フェンシング協会
松江市フェンシング協会からの報告
「第 1 回全国小学生フェンシング選手権大会」
回全国小学生フェンシング選手権大会
平成 27 年 10 月 24 日～25
25 日に宮城県仙台市体育館で行われました「
日に宮城県仙台市体育館で行われました「第 1 回全国小学
生フェンシング選手権大会」
」に出場しました。
【結果】松江フェンシングクラブ
津森志道選手…男子サーブル 6 位入賞
男子フルーレ 5・6 年生 34 位
西川晋和選手…男子フルーレ 5・6 年生 60 位
景山優希選手…男子フルーレ 5・6 年生 87 位
【大会コメント】津森志道選手「フェンシング全国大会」
仙台市で行われた全国大会で、フルーレとサーブルという種目に
出場し、フルーレという種目では 101 人中予選 19 位でしたが、
トーナメントで負けてしまい、
トーナメントで負けてしまい、34
位でした。サーブルという種
目は今回が初めての試合で予選は 23 人中 6 位で、トーナメント
では準々決勝でアメリカの選手とあたり、最初はリードをされる
中、9-9 まで追いつきました。ですが最後に一本技を決められ負
けてしまいました。
しまいました。結果は 6 位でしたが、賞状をもらいベスト 8
以内にはいれたことは凄く嬉しかったです。ですが、今回の経験
ことは凄く嬉しかったです。ですが、今回の経験
で全国に出場する選手の強さを知り、この悔しさをバネにこれか
らも練習を沢山していきます。そしてオリンピックという夢を目
指し頑張っていきます。

●松江地区剣道連盟からの報告
からの報告
「第 50 回全日本居合道大会」
平成 27 年 10 月 17 日に福岡県アクシオン福岡
福岡県アクシオン福岡で行われました「第 50 回全日本居合道
大会」に出場しました。
【結果】
西

紫選手…ベスト 16

【コメント】
指導いただいた先生方をはじめとし、皆様のおかげで
ベスト 16 という成績を収めることができました。これ
からも、もっと頑張っていこうと思っています。

●松江市ソフトテニス連盟
松江市ソフトテニス連盟からの報告
「第 70 回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス連盟」
回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス連盟
平成 27 年 10 月 23 日～25
25 日に滋賀県長浜市民庭球場で行われました「第 70 回天皇
賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス大会」
賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス大会」に出場しました。
【結果】
遠藤かおる選手・三島彩音選手ペア… 回戦敗退
遠藤かおる選手・三島彩音選手ペア…1

●松江市ソフトボール協会
松江市ソフトボール協会からの報告
「第 10 回ハイシニアソフトボール大会」
平成 27 年 10 月 23 日～25
25 日に群馬県あずま総合運動場・伊勢崎市補助競技場等で行
崎市補助競技場等で行
われました「第 10 回ハイシニアソフトボール大会」に出場しました。
回ハイシニアソフトボール大会」
【結果】松江ハイシニアソフトボールクラブ…
松江ハイシニアソフトボールクラブ…1 回戦敗退

【大会コメント】
大会に先だち、監督者会議に続いて、開会式が行われ松江ハイシニアも 45 番目にチー
ム旗を先頭に堂々と行進しました。
初戦は、23 日（金）第 1 試合福島県代表、福島レッドスターズＧチームと対戦しまし
た。結果は、相手の剛腕投手が投ずる速球、変化球にタイミングが合わず、
た。結果は、相手の剛腕投手が投ずる速球、変化球にタイミングが合わず、3 対 8 で残
念ながら敗れました。
今回も他県には素晴らしいピッチャーがいることを思い知らされ良い経験をして帰りま
した。そして、勝負の結果は完敗しましたが、全国 48 チームの皆様との交流の輪を広
げ楽しい一時を過ごすことが出来、チーム全員喜んでいます。

●松江市少林寺拳法協会からの報告
「2015 年少林寺拳法全国大会

in KYOTO」

平成 27 年 11 月 14 日～15 日に京都府島津アリーナ京都で行われました「2015 年少
林寺拳法全国大会 in KYOTO」に出場しました。
【結果】
大学生男子の部
菅原貴介選手（三段）・崎岡小夏選手（二段）…247 点
高校生男子の部
安達美紅選手（二段）・藤原悠也選手（二段）…242 点
中学生男子の部
荻野颯太選手（初段）・樋原和也選手（初段）…240 点
夫婦の部
永井 巌選手（六段）・永井京子選手（四段）…252 点
【大会コメント】
中学生 240 点、高校生 242 点、大学生 247 点、夫婦 252
点でした。全国大会が初めての子ども達はとても緊張したよう
でした。上手な所を見てやる気がでたようです。来年はその次
の年が世界大会（アメリカ）があるのでその予選会になります。
皆、大会を通して良い刺激を受けたのでこれをこれからの練習
に活かしていってもらいたいです。

●松江テニス協会からの報告
「2015U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会（第 34 回中牟田杯）
ジュニアデビスカップ及びジュニアフェドカップ代表候補選手選考会」

平成 27 年 11 月 3 日～8 日に福岡県東平尾公園博多の森テニス競技場で行われました
「2015U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会（第 34 回中牟田杯）ジュニアデビスカッ
プ及びジュニアフェドカップ代表候補選手選考会」に出場しました。
【結果】
男子シングルス 加藤龍之介選手 1 回戦敗退
男子ダブルス 加藤龍之介選手・金井智也選手 1 回戦敗退
女子シングルス 細木咲良選手 ベスト 8
女子ダブルス 細木咲良選手 ベスト 16
【コメント】
今回私達はＵ15 の中牟田全国大会にシングルス、ダブルス共
に出場しました。結果は男子シングルス加藤一回戦敗退、ダブル
ス加藤・金井ペア一回戦敗退、コンソレ一回戦敗退、女子シング
ルス細木ベスト 8、ダブルス細木・横山ペアベスト 16 という結
果になりました。結果を見ると心残りなった所もありましたが、
その分課題もたくさん見つけられた所もありました。今大会に出
場し得られたものが沢山ありとても勉強になりました。これから
も全力でテニスに向き合っていこうと思っています。ありがとう
ございました。

●松江市バドミントン協会からの報告
「第 24 回全国小学生バドミントン選手権大会」
平成 27 年 12 月 25 日～27 日に福岡県北九州市立総合体育館で行われました「第 24
回全国小学生バドミントン選手権大会」に出場しました。
【結果】星野バドミントンジュニアスクール
小林倫太朗選手…男子シングルス 6 年生以下 1 回戦敗退
田部真唯選手…女子シングルス 6 年生以下 ベスト 8
【大会コメント】
小林選手…全国大会に出場して
12 月 23 日から福岡県で全国大会がありました。この全国大
会は初めてでいろいろ不安がありました。特に不安だったのが、
ケガです。大会前にケガをしてしまい思うように体が動かせな
くなり試合ができなくなる事でした。試合前には、病院や整骨
院にも行き、できるだけ痛みをやわらげ試合にのぞみました。
結果は初戦で負けました。でもコーチは「これからだ」と言っ
てくれたのでこれから新しいスタートをきっていきたいです。
それに、今回の大会で学んだ事は、大会は大会前からもう本番
が始まっているという事です。この悔しさを糧に、次から頑張
っていきたいです。
事務局…大会直前のケガで実力を出せないまま終わってしまい
本人もとても悔しい思いをしました。体の管理も大切であると
いうことを本人も親も学ぶことができました。女子選手につい
ては、本当によくがんばっていたと思います。

●松江テニス協会からの報告
「ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第 36 回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会」
平成 27 年 12 月 10 日～13 日に兵庫県ブルボンビーンズドームデコターフⅡ室内ハー
ドコートで行われました「ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 36 回全日本ジュニア選
抜室内テニス選手権大会」に出場しました。
【結果】
細木咲良選手…女子シングルス 5 位入賞

●松江市ソフトテニス連盟からの報告
「第 1５回全国小学生ソフトテニス大会」
平成 2８年 3 月 29 日～31 日に千葉県白子町テニスコートで行われました「第 1５回全
国小学生ソフトテニス大会」に出場しました。
【結果】
松江ジュニアソフトテニススクール
津田宙紀選手 男子４年生以下ダブルス…３位トーナメント敗退
野津乙笑選手 女子６年生シングルス…３位
田中万絢選手 女子５年生ダブルス…5 位トーナメント敗退
野津楓未選手・糸賀りの選手 女子４年生以下ダブルス…決勝ト
ーナメント敗退

●松江テニス協会からの報告
「第 38 回全国選抜高校テニス大会」
平成 2８年３月２０日～２６日に福岡県博多の森テニス競技場「サンドフィル」で行われ
ました「第 38 回全国選抜高校テニス大会」に出場しました。
【結果】
女子シングルス
細木咲良選手…1 回戦敗退
女子団体
開星高校…2 回戦敗退

【大会コメント】
主将 大和里緒選手
私達開星高校女子テニス部は、3 月 20 日から福岡県博多の森で行われた全国選抜高校テ
ニス大会に出場しました。1 回戦目は北海道地方 3 位の帯広南商業高校に５-０で勝ち、2
回戦で準優勝校の東海地方 1 位の愛知県椙山女学園高校に２-３で惜敗しました。途中、２１でリードをしましたが自分達の流れにすることができず、結果ダブルス１・２、シングル
３を落として負けてしまいました。初の 1 回戦突破はできましたが、私達の目標であったベ
スト８入りを達成することはできませんでした。この悔しい結果を忘れず、地元島根である
インターハイで最高の結果を残せるように、また練習に励んでいきます。応援ありがとうご
ざいました。

●松江市バスケットボール協会からの報告
「第 4７回全国ミニバスケットボール大会」
平成 2８年 3 月 28 日～30 日に東京都国立代々木競技場第一・第二体育館で行われまし
た「第 4７回全国ミニバスケットボール大会」に出場しました。

【結果】
古志原クリッパーズ（女子） 予選リーグ 1 勝 1 敗
雑賀中央レイカーズ（男子） 予選リーグ敗退

【大会コメント】
古志原クリッパーズ（女子）

●松江水泳連盟からの報告
「第 38 回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」
平成 2８年３月 2７日～３０日に東京都辰巳国際水泳場で行われました「第 38 回全国Ｊ
ＯＣジュニアオリンピックカップ」に出場しました。
（結果）
梶谷奈月選手（宍道Ｂ＆Ｇ）
10 才以下 50ｍ平泳ぎ 予選 3１位
横川 晶選手（JSS 松江）
1５～1６才 100ｍ背泳ぎ 予選１５位
吉田愛美選手（ＪＳＳ松江）
13～14 才 50ｍ自由形 予選４０位
石飛咲良選手（BIG-S 松江）
13～14 才１００ｍ自由形 ５位
13～14 才 50ｍ自由形 予選 12 位
【大会コメント】
梶谷奈月選手…体調があまり良くない中、挑んだＪＯＣ。３７回目のＪＯＣよりはリラ
ックスして泳げました。招集場で名前を呼ばれた時、急に緊張し始めま
した。50ｍ平泳ぎ予選２組が終わって次は３組目の私の泳ぐ出番です。
飛込み台に乗り水に入りました。結果は 37.60 のＢＥＳＴでした。リア
クションのタイムは少し遅く、前半の入りが 17.29 でした。でも後半が
結構速かったので 37.60 が出たと思うので良かったです。39 回目のＪ
ＯＣにも出場したいです。
横川 晶選手…今回のＪＯＣは久しぶりでしたが楽しく泳げたので良かったです。自分
の弱点や改善点など改めて分かったので次に繋げて行きたいです。
吉田愛美選手…今回は自分の泳ぎのダメな所を意識して泳げました。前半は良かったで
すが後半バテてしまったので次の夏までにしっかり体力をつけたいです
石飛咲良選手…春のＪＯＣは３回目でした。３度目の正直、今度こそは決勝に残ろうと
思ってしっかり泳ぎました。50ｍは、平泳ぎが流れてしまって、ベスト
と同じタイムでしたが、100ｍは、自分で考えていたラップ通りに泳げ
ベストで決勝に進めました。初めての決勝でしたが更にタイムを上げて
５位に入れてとても嬉しかったです。

