
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●松江太極拳協会からの報告 

平成２９年４月８日～９日に愛知武道館（愛知県）で行われました「第２５回 JOC ジュ

ニアオリンピックカップ武術太極拳大会」に出場しました。 

（結果） 

 高梨航希選手…初級長拳 ９位入賞、初級短器械（刀術） ３位銅メダル 

 高梨湊史選手…初級長拳 ２６位、初級長器械（棍術） １４位 

 朝倉源貴選手…初級長拳 ３１位、初級長器械（棍術） ７位 

 森 耀慧選手…長拳 B ４０位、長拳 B 長器械（棍術） ２５位 

 川上高広選手…長拳 B ３６位、長拳 B 長器械（槍術） ２６位、長拳 B 短器械（剣術） １８位 

 桑谷隼生選手…長拳 B ２２位、長拳 B 短器械（刀術） ２２位 
 安立晴貴選手…長拳 B ３７位、長拳 B 短器械（剣術） ２８位 

「第２５回 JOC ジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」 

【大会コメント】 

 松江太極拳協会 

  本大会では７名の選手が出場し、全国の舞台でそれぞれが自分の力を出し切り、健闘し

ました。高梨選手が銅メダル、朝倉選手が７位入賞となり、練習の成果を存分に発揮で

きた大会となりました。また、中学生の部では全国大会の高いレベルに緊張してしまっ

たこともあり、自分の思うような演武ができず悔しい思いもしましたが、この思いをバ

ネにまた日々の練習に励んでいきたいと思います。 



 ●松江市剣道連盟からの報告 

平成２９年４月２９日に大阪府立体育館（大阪府）で行われました「第６５回全日本都道

府県対抗剣道優勝大会」に出場しました。 

「第６５回全日本都道府県対抗剣道優勝大会」 

【大会コメント】島根県チーム 

 何とか１回戦を突破したいと望んだが、実力者

が揃う熊本県との対戦となり、残念ながら敗退し

た。トップレベルの選手たちとの稽古が必要と痛

感させられた。 

（結果）島根県チーム（４名）…１回戦敗退 



 

  

●松江市剣道連盟からの報告 

平成２９年７月２５日～２６日に日本武道館（東京都）で行われました「第５２回全国道

場少年剣道大会」に出場しました。 

（結果）小学生の部：法吉少年剣道会、乃木剣道クラブ、猶興館道場 

 法吉少年剣道会…予選トーナメント敗退 

 乃木剣道クラブ…予選トーナメント敗退 

 猶興館道場…予選トーナメント敗退 

「第５２回全国道場少年剣道大会」 

【大会コメント】乃木剣道クラブ 

 あこがれの日本武道館で試合ができ、予選トーナメントで千葉県の上の台剣友会に完敗し

ましたが、強豪チームの力を感じました。来年に向かって、これからも頑張ります。 

●松江市剣道連盟からの報告 

平成２９年７月１５日に日本武道館（東京都）で行われました「第９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。 

（結果）島根県チーム（１人）…２回戦敗退 

「第９回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会」 

【大会コメント】島根県チーム 

 １回戦 栃木県と戦い、小星１本差で勝ちました。 

 ２回戦 岩手県と戦い、２敗３分けで負けました。 

 女子のレベルが年々高くなってきていると感じるの

で、高いレベルの稽古をするように検討が必要と思

います。 



 

 

 

  

●松江市卓球連盟からの報告 

平成２９年７月２８日～３０日に高松市総合体育館（香川県）で行われました「第一三共ヘ
ルスケア・レディース２０１７第４０回全国レディース卓球大会」に出場しました。 

（結果）ダブルス：松江卓友会、どんぐり 

 松江卓友会：高田香代子選手・田中恵美子選手…３・４位トーナメント ４回戦敗退 

 どんぐり：久保田昭子選手・狩野玲子選手…２位トーナメント ２回戦敗退 

「第一三共ヘルスケア・レディース２０１７第４０回全国レディース卓球大会」 

【大会コメント】松江卓友会、どんぐり 

 暑さが一段と厳しい中、全国から予選を勝ち抜いて、

約４人の選手が参加したレディース卓球大会で個人

戦のダブルスの試合会場は暑い上に体育館が狭くて

台数が少ない為、待ち時間が長く進行がスムースに

進まないので一層疲れを感じたのと、やはりレベル

の高さをつくづく思い知らされましたが、全国の卓

球を愛好する仲間と交流を深められたので思い出に

残る大会となりました。 



 ●松江市バドミントン協会からの報告 

平成２９年７月２８日～３１日に長岡京市西山公園体育館（京都府）で行われました「第

３３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。 

（結果）HOSHINO B.J.S…予選リーグ 男子団体K ブロック ３位 

「第３３回若葉カップ全国小学生バドミントン大会」 

【大会コメント】 

 HOSHINO B.J.S 

 正に、小学生バドミントンの甲子園とも言える大きな

大会でした。３年連続の出場でしたが、今年も予選リ

ーグを突破することはできず、全国レベルのチームと

の実力差を痛感させられました。しかし、最後まで一

生懸命プレーする子供達の姿に、大きな感動をもらい

ました。きっと、来年以降の大会にもつながるはずで

す。 

 

 夢の大舞台（仲村 羚選手） 

 去年は、何も分からないままの若葉カップ出場でした

が、今年はみんなと予選を勝ちすすみ全国大会へのキ

ップをとることができました。全国のレベルは高く、

ぼくたちは一勝もできませんでした。くやしかったけ

ど若葉カップに出場したことは、とても良い経験にな

りました。 

 

 若葉カップ（岩見士野選手） 

 毎年京都で開かれたバドミントン全国大会「若葉カッ

プ」へ出場しました。３年連続の出場ですが、まだ１

勝もできていないため、今年こそはと頑張りましたが

残念ながら勝てませんでした。僕は、６年生なので来

年の大会にはもうでられませんが仲間が頑張ってく

れると思います。僕は、この経験を活かして中学校で

頑張っていきます。 



 

 

●松江市バドミントン協会からの報告 

平成２９年７月２０日～２３日に このはなアリーナ（静岡県）で行われました「第 35

回全日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）リバース…クラブ対抗Ｓブロック ４位 

「第 35 回全日本レディースバドミントン選手権大会」 

【大会コメント】リバース 

 今年も昨年に続き全国大会に参加すること

ができました。６人が一丸となって挑みま

したが、今一つ粘りが発揮できないまま終

わったように思います。あらためて課題等

もみつかり、全国大会に参加できたからこ

そ気付けたことだと思います。 

 来年も全国大会に出場できるよう、練習に

励み、課題等を克服したいと思います。こ

のたびは激励金をいただき、本当にありが

とうございました。 

●松江市ソフトテニス連盟からの報告 

平成２９年７月２７日～３０日に長浜市民庭球場・長浜バイオ大学ドーム（滋賀県）で行

われました「第 34 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。 

（結果）松江ジュニアソフトテニススクール 

男子：津田宙紀選手…２回戦敗退 

女子：野津楓未選手・糸賀りの選手ペア…ベスト８ 

男子団体戦…１回戦敗退 

女子団体戦…１回戦敗退 

「第 34 回全日本小学生ソフトテニス選手権大会」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●松江バレーボール協会からの報告 

平成２９年８月１０日～１３日に福岡市民体育館（福岡県）で行われました「平成２９年

度全日本６人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会」に出場しました。 

（結果）ENJOUE…決勝トーナメント １回戦敗退 

「平成２９年度全日本６人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会」 

【大会コメント】ENJOUE 

 全国大会という大舞台で、予選を突破したものの、決勝トーナメント初戦敗退という結果

で終えました。次に繋がる良い大会となりました。また日々練習を重ねて上位を目指したい

と思います。応援頂き、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 

平成２９年８月１４日～１６日に北海道立総合体育センター（北海道）で行われました「第

１８回全国小学生 ABC バドミントン大会」に出場しました。 

「第１８回全国小学生 ABCバドミントン大会」 

【大会コメント】 

 HOSHINO B.J.S 

 全国からシングルスの強豪が集まる大会で、大きな緊張感の中、一生懸命頑張りました。

結果としては、上位に行くことはできませんでした。しかし、とても長いラリー戦を制

するなどして予選リーグを突破し、決勝トーナメントで全国トップクラスの選手と試合

ができたことは、貴重な経験となりました。 

 

 くやしかった ABC 大会（引野一真選手） 

 全国小学生 ABC 大会に参加しました。体育館に、たくさんの人がいて、びっくりしまし

た。開会式では、入場の時に、少し緊張しました。開会式の後に、パラバドのデモンス

トレーションがありました。パラバドは、少し動きは遅い時もあるけれど、ともて上手

にスマッシュやロブやヘアピンを打っていて、すごいと思いました。次の日に、試合が

ありました。はじめは、ファイナルゲームで勝ったので、次は、ストレートで勝とうと

思いました。でも、次の試合は、ストレートで負けてしまいました。そのため、決勝ト

ーナメントにはいけたけれど、二位上がりだったので、第三シードの人と当たりました。

相手は、すごく強かったです。全国レベルの選手は、やっぱりすごいと、あらためて思
いました。次の全国大会に出る時は、もっと上に行けるように、がんばりたいです。 

（結果）HOSHINO B.J.S 引野一真選手…決勝トーナメント １回戦敗退 



 

 

 

 

  

●松江市陸上競技協会からの報告 

平成２９年８月１８日～１９日に日産スタジアム（神奈川県）で行われました「〝日清食

品カップ〝第３３回全国小学生陸上競技交流大会」に出場しました。 

「〝日清食品カップ〝第３３回全国小学生陸上競技交流大会」 

【大会コメント】松江陸上教室 

 男子４×１００ｍリレー 

 例年よりレベルが高く決勝進出はできませんでしたが、走力・バトンワークともに向上し

たのは見事でした。 

 女子４×１００ｍリレー 

 例年よりレベルが高く決勝進出はできませんでしたが、走力・バトンワークともに向上し、
県大会より１秒速い 54 秒台を２本そろえたのは見事でした。 

（結果）松江陸上教室  

 男子４×１００ｍリレー 予選７位 

 成相龍人選手・中島拓也選手・廣中 暉選手・山﨑章充選手 

 女子４×１００ｍリレー 準決勝７位 

 安達こころ選手・石倉珠妃選手・佐々木優奈選手・深田姫菜選手 



 

 

 

  

●松江市少林寺拳法協会からの報告 

平成２９年８月１９日～２０日にいしかわ総合スポーツセンター（石川県）で行われました

「少林寺拳法創始７０周年記念 第１１回全国中学生少林寺拳法大会」に出場しました。 

「少林寺拳法創始７０周年記念 第１１回全国中学生少林寺拳法大会」 

【大会コメント】松江中部支部 

 男子単演、安達拳士（２４６点）・角拳士（２４３点）女子単演、松尾拳士（２４４点）

女子組演武、藤原拳士・川本拳士（２４４点）でした。皆、予選会の時より冴え、迫力等良

くなっていましたが、予選を通過することはできませんでした。全国の色々な演武を見て、

気合いの大きさや技の正確さなどとても刺激を受け勉強になりました。緊張して頭が真っ白

になった拳士は、平常心を養うためにも練習の質、量を考えていきたいとのこと、これから

の練習、今以上に頑張っていけると思います。また目標としていた点に届かず、悔しいとい

う言葉が聞かれました。今までに出なかった言葉なので、この大会に出場して得るものが多

かったと思います。 

（結果）松江中部支部 

 松尾汐里選手…女子単独演武 予選２４４点 

 安達 凛選手…男子単独演武 予選２４６点 

 角 廉太朗選手…男子単独演武 予選２４３点 

 藤原日向選手・川本恵里選手…女子組演武 予選２４４点 



 

 

  

●松江地区柔道連盟からの報告 

平成２９年８月２０日に北海道立総合体育センター（北海道）で行われました「第１４回全
国小学生学年別柔道大会」に出場しました。 

「第１４回全国小学生学年別柔道大会」 

【大会コメント】 

 第１４回全国小学生学年別柔道大会に参加して（松江柔道クラブ 永田理穏選手） 

 はじめて全国大会に出場して感じたことは、全国大会のレベルの高さを知りました。対戦

相手の力強さに圧倒されました。これからしっかり力をつけ、もっと足腰を鍛えて、相手に

力負けしない戦いをしたいと思います。これから１年間、力と技を磨いて来年も全国大会に

出場できるよう頑張ります。 

 

 全国小学生学年別柔道大会に参加して（開星柔道クラブ 田窪剛共選手） 

 僕は、平成２９年８月２０日に北海道で行われた、第１４回全国小学生学年別柔道大会の

６年生男子５０キロ級に参加し、３位に入賞することが出来ました。大会前の稽古では、得

意の内またで一本を取るという目標を持って頑張りました。夏の道場は暑くて、涙が出そう

になったけど、先生や友達が「たけちゃん頑張れ！」と応援してくれて、頑張ることが出来

ました。だから今回、３位になれたのは、開星柔道クラブの下田先生や、クラブの先生、一

緒に稽古してくれた友達、技を教えてくれた中学生、高校生のおかげだと思っています。来

年からは、中学生です。強い選手といっぱい稽古して、中学校では、必ず、全国大会で優勝

します。 

（結果） 

 古志原少年柔道教室 田中和人選手…５年生男子４５ｋｇ級 ２回戦敗退 

           小野こなみ選手…５年生女子４０ｋｇ級 ２回戦敗退 

 開星柔道クラブ 田窪剛共選手…６年生男子５０ｋｇ級 ３位 

 松江柔道クラブ 永田理穏選手…５年生女子４０ｋｇ超級 １回戦敗退 

 湖北柔道スポーツ少年団 中島千波選手…６年生女子４５ｋｇ級 １回戦敗退 



 
●松江水泳連盟からの報告 

平成２９年８月２２日～２６日に東京辰巳国際水泳場（東京都）で行われました「第４０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」に出場しました。 

「第４０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」 

【大会コメント】 

 横川 晶選手 

 硬くなってしまい、思っていたタイムが出せませ

んでした。次に向けて切り替えていきたいです。 

（結果） 

JSS松江スイミングスクール 

横川 晶選手…男子１００ｍ背泳ぎ 予選２０位 

       男子２００ｍ背泳ぎ 予選１４位 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●松江市軟式野球連盟からの報告 

平成２９年８月１０日～１６日に明治神宮野球場他（東京都）で行われました「高円宮賜

杯第３７回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」に出場しました。 

（結果）乃木ライオンズ…１回戦敗退 

「高円宮賜杯第３７回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」 

【大会コメント】 

高円宮賜杯第 37 回全日本学童軟式野球大会に出場して 

（乃木ライオンズ 主将 前井出 侑哉選手） 

 僕たちは、全国大会出場を目指し 6 月に行われた島根県予選大会を接戦の末、優勝し 11

年ぶりに出場することができました。 

 この大会は、過去の先輩たちが、14回出場し優勝 1回準優勝 1 回と輝かしい結果を残

しておられます。僕たちも先輩たちにひとつでもちかずこうと全員野球で立ち向かい最終回

2 アウト満塁あと一歩まできましたが山梨県代表に 9対 6 で敗れました。 

 開会式はもちろん、試合も神宮球場ですることができました。結果は初戦敗退となりまし

たがあの場面に立てたことは、毎日の練習があったからこそで今まで全員野球でがんばって

きて本当によかったと思いました。だけどやはり勝ちたかったという悔しさは残っていま

す。 

 僕はこれかも、目標をもってあきらめることなく野球を頑張っていきます。全国大会に出

場できたのは大勢の人たちのおかげだと感謝しています、本当にありがとうございました。 



 
●松江テニス協会からの報告 

平成２９年８月８日～１７日に靭テニスセンター・江坂テニスセンター（大阪府）で行わ

れました「DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権 2017 Supported by 

NISSHINBO」に出場しました。 

（結果） 

横田七帆選手…14 歳以下女子シングルス ベスト 32 
細木咲良選手…18 歳以下女子シングルス ベスト 16 

「DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権 2017 
                  Supported by NISSHINBO」 

【大会コメント】横田七帆選手 

 八月八日から十七日まで江坂テニスセンターで行わ

れた全日本ジュニアテニス選手権に出場しました。初め

ての全日本で緊張したけど全国の空気を味わい、楽しむ

事が出来ました。一回戦から三時間を超えるタフな試合

で二回戦もトップの選手と試合をし、とてもいい経験が

出来ました。この大会で得たものをこれから生かし、ま

た、見つけた課題を克服できるよう日々練習していきた

いと思います。そして、またここでプレイ出来るようが

んばりたいです。 

●松江市なぎなた連盟からの報告 

平成２９年８月６日に日本武道館（東京都）で行われました「平成 29 年度全日本少年少

女武道（なぎなた）錬成大会」に出場しました。 

（結果） 

寺本春葉選手…小学５年生の部 優勝 

古川千翔選手…中学１年生の部 ベスト４ 

「平成 29 年度全日本少年少女武道（なぎなた）錬成大会」 

【大会コメント】 

古川千翔選手 

今年は4 度目の出場でした。中学生になっ

て、出場する人数も増えていたので昨年までよ

り緊張しました。試合では、1回戦から、判定

ではなく、1本「技」を決めて勝てたことがう

れしかったですが、4回戦では、他の学年で試

合したことのある選手で、相手の勢いに負けて

しまってくやしかったです。今後もしっかりと

練習を積み、プレシャーに負けないようにがん

ばりたいです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●松江市ソフトボール協会からの報告 

平成２９年９月１６日～１８日に、はまなす国体記念石狩市スポーツ広場（北海道）で行

われました「第３１回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…準優勝 

「第３１回全日本シニアソフトボール大会」 

【大会コメント】松江フィフティーズＯＢ 

 ３年連続１０回目の出場でこれまでベスト１６が最高の結果でしたが、今回は、タイブレ

ーク、僅差の逆転という接戦を制し、更に昨年度優勝チームを破るなどの快進撃で決勝戦で

は敗れたものの過去最高の準優勝となりました。バンド、盗塁、エンドラン等、小技を絡め、

次に繋ぐソフトボールで、ここ数年全国大会の常連チームとなりました。 

 毎週末の松江女子高グランドでの練習がこうした結果に繋がっていると感じています。 

 今回の全国大会出場に対し、松江体育協会からの温かいご支援を頂き、監督・選手一同有
難く、心から感謝申し上げます。 

●松江市ソフトボール協会からの報告 

平成２９年９月２３日～２５日に東近江市布引運動公園多目的グランド・長山公園グランド

（滋賀県）で行われました「第２６回全日本実年ソフトボール大会」に出場しました。 

「第２６回全日本実年ソフトボール大会」 

【大会コメント】 

 松江フィフティーズ 

 ２年ぶりに出場しました。初回に２点、２回に９点と先に相手に得点を取られ、追いかけ

る展開となり２対１３で初戦敗退となりました。来年リベンジに向け、頑張ります。ご

支援ありがとうございました。 

（結果）松江フィフティーズ…１回戦敗退 



 

 

 

 

●松江市軟式野球連盟からの報告 

平成２９年９月２２日～２５日に秋田県能代市山田久志サブマリンスタジアム（秋田県）で

行われました「高松宮賜杯第６１回全日本軟式野球大会（１部）」に出場しました。 

「高松宮賜杯第６１回全日本軟式野球大会（１部）」 

【大会コメント】松江市役所野球部 石原 裕太選手 

負けたその日から 

平成29 年9 月22 日から25 日に、秋田県能代市の山田久志サブマリンスタジアムを

主会場に開催された、高松宮杯第61回全国軟式野球大会（1部）に出場してきました。 

 本大会への出場は3 年ぶり2 回目の出場でした。前回の出場は初戦で逆転負けという悔

しい結果に終わりました。その年からA級に昇格しましたが、A級ではなかなか結果を残せ

ず今年を迎えました。 

今年は新たな新入部員も入部し、年始から「全国大会での1 勝」を目指しチームで練習

を重ねてきました。苦しい試合もありましたが、全国大会に出場することが出来ました。結

果は少ないチャンスを活かしきれず大阪府代表のチームに0 － 4 で負けました。自分たち

に足りないものは何か、どうすればいいのかを今一度深く考える機会になりました。 

 今大会も1 回戦敗退という悔しい結果となりましたが、試合での反省点を個々やチーム

で改善していき、全国大会で勝ち上がっていけるようなチームにしていきたいと思います。

全国大会出場にあたり多くのOB や関係者の方々に激励を頂きました。応援してもらえる

事に感謝の気持ちも忘れず、こうした様々な方の期待に応えられるようにチーム一丸となっ

て頑張りたいと思います。 

 こうした大会を通じて県外の代表チームと試合ができることは、自身にとってもチームに

とっても貴重な経験になりました。全国大会ならではの緊迫感や緊張感を味わう事が出来ま

した。野球以外の面でも大会を通じて学べたことや思い出もあり、実りのある記憶に残る大

会となりました。今回も1回戦敗退で2 回戦進出が出来ませんでしたが、いずれは2 回戦

進出、準決勝、決勝と勝ち上がっていけるようなチームになるよう、個人・チーム力の向上

を図っていきたいと思います。 

 また今大会の島根県大会で優勝したことによりA 級への昇格となりました。A級では更

に投打ともにレベルが高く、今まで以上に勝ち上がることが難しくなります。1点という重

みが今まで以上に大きくなると思うので、1 点を全員で奪い、守っていけるチームにして

いきたいです。 

チームが一丸となり勝ちにこだわり大好きな野球を楽しくやっていきたいと思います。 

（結果）松江市役所野球部…１回戦敗退 



 

 

 

 

 

●松江テニス協会からの報告 

平成２９年９月１６日～１９日にブルボンビーンズドーム、しあわせの村テニスコート

（兵庫県）で行われました「日本スポーツマスターズ２０１７ 兵庫大会」に出場しまし

た。 

「日本スポーツマスターズ２０１７ 兵庫大会」 

【大会コメント】 

島根県代表 藤原圭子選手 

今年のマスターズは兵庫県ビーンズドームでダブルス、しあわせの村でシングルスが行

われた。台風の直撃でシングルスは 1 日延期の上に、コートに水が浮いている状態での戦

いとなり、最悪のコンディションが残念であったが、お陰で 30 分以上離れているダブルス

会場に応援に行く事ができた。予選突破しベスト 16に残るという快挙を成し遂げた徳永・

平林ペアのゲームは素晴らしかった。島根県選手が 3 勝して予選突破するのはなかなか難

しいが、今年は女子ダブルスのベスト 16 に、男子ダブルスも 2 勝、女子シングルスも 2

勝し、なかなかの好成績であったと思う。今回の大会に向けてお世話になった方々に感謝す

ると共に、１年ごとに年を取り衰える体に鞭打って、来年もこの大会で更なる上位を目指し
て日々精進していきたいと思う。 

（結果） 

 宗近 洋選手…男子シングルス 予選リーグ ６組 ３位 

 永原 学選手…男子ダブルス 予選リーグ ４組 ２位 

 實重 悟選手…男子ダブルス 予選リーグ ４組 ２位 

 藤原圭子選手…女子シングルス 予選リーグ ４組 ２位 

 平林祐子選手…女子ダブルス 決勝トーナメント ベスト１６ 

 徳永恵美選手…女子ダブルス 決勝トーナメント ベスト１６ 



 

 

 

●松江バレーボール協会からの報告 

平成２９年９月１６日～１９日に神戸総合運動公園グリーンアリーナ神戸・加古川市立総合

体育館・高砂市総合体育館（兵庫県）で行われました「日本スポーツマスターズ２０１７」

に出場しました。 

「日本スポーツマスターズ２０１７」 

【大会コメント】 

 縁～ enishi ～ … 予選グループ戦は沖縄のチームに勝利したが、決勝トーナメント1回
戦で敗退 

（結果） 

 縁～ enishi ～…決勝トーナメント１回戦敗退 

●松江市剣道連盟からの報告 

平成２９年９月１７日に府民共済スーパーアリーナ（大阪府）で行われました「第１２回全

日本都道府県対抗少年剣道大会」に出場しました。 

「第１２回全日本都道府県対抗少年剣道大会」 

【大会コメント】島根県チーム 

 小学生の部も中学生の部も予選リーグを突破で

きました。決勝トーナメントでは、小学生は大阪に、

中学生は東京に敗れました。徐々に力をつけてきた

ので、予選リーグは突破できたものの強豪県とはま
だ実力に差があると思われる結果でした。 

（結果） 

島根県チーム小学生の部…決勝トーナメント２回戦敗退 

島根県チーム中学生の部…決勝トーナメント２回戦敗退 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●松江市剣道連盟からの報告 

平成２９年１０月８日に、カメイアリーナ仙台（宮城県）で行われました「第 35 回全国

道場対抗剣道大会」に出場しました。 

（結果）忌部少年剣道会…Ｄブロック２回戦敗退 

「第 35 回全国道場対抗剣道大会」 

【大会コメント】忌部少年剣道会 

 栃木県の道場に２回戦で負けましたが、道場の小・中学生に全国大会の雰囲気、全国レベルの

剣道を体験させることができました。今後の稽古に生かせるものと思います。 

●松江市剣道連盟からの報告 

平成２９年１０月８日にカメイアリーナ仙台（宮城県）で行われました「全国道場少年剣道

選手権大会」に出場しました。 

「全国道場少年剣道選手権大会」 

【大会コメント】法吉少年剣道会 

 中学生の部は一回戦で敗退、小学生の部は１回

戦突破するも２回戦で敗退となりました。小学

生の部での対戦相手は決勝まで勝ち上がりまし

たので全国水準を体験できた良い経験になりま

した。 

（結果） 

 福間圭介選手…小学生の部２回戦敗退 
 宮前琴羽選手…中学生の部１回戦敗退 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●松江市剣道連盟からの報告 

平成２９年１１月３日に、日本武道館（東京都）で行われました「第６５回全日本剣道選

手権大会」に出場しました。 

（結果）福間竜一選手…１回戦敗退 

「第６５回全日本剣道選手権大会」 

【大会コメント】福間竜一選手 

 １回戦の延長戦で敗退しました。トップレベルの選手と

真剣勝負が体験でき、感じるところがありましたので、こ

れからの練習に生かしていきたいと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●松江市バドミントン協会からの報告 

平成２９年１２月２２日～２６日に、広島県立総合体育館（広島県）で行われました「第

２６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） 

若槻美樹選手…都道府県対抗女子の部 １回戦敗退 

引野一真選手…男子ダブルス４年生以下 ベスト８ 

川上翔大選手…男子ダブルス４年生以下 ベスト８ 

「第２６回全国小学生バドミントン選手権大会」 

【大会コメント】 

 HOSHINO B.J.S 

 全国からシングルス、ダブルスの強豪が集まり、都道府県対抗の団体戦と個人戦を闘うという、

小学生バドミントン選手憧れの大会に出場しました。厳しい練習を重ねて参加しましたが、全国

レベルの力と技に跳ね返された形となりました。しかし、子どもたちは必死に闘いました。必ず

今後の経験に生かしてくれるはずです。 

 

 全国大会（若槻美樹選手） 

 今年初めて全国大会に出場しました。すごく緊張して、足が動かなかったりしたので本来のプ

レーがなかなかできませんでした。でも試合をしたり、強い人たちのプレーを見てたくさん学ぶ

こともできたし、自分がやったことのないようなプレーをしている人もいて、すごく勉強になり

ました。団体戦で負けてくやしかったけれど、その経験を活かしてこれからもがんばっていきた

いと思います。 

 

 楽しかった全国大会（引野一真選手） 

 はじめの試合では、北北海道の選手とあたりました。相手は三年生のペアだったので、勝てる

かもと思いました。１ゲーム目は楽に勝てました。２ゲーム目では、１１点は先にとったけれど

も、おいつかれてしまったのでどきどきしました。でも、最後にはなんとか勝てたのでよかった

です。次の試合は、熊本県の選手とあたりました。１ゲーム目はすごくおしかったけれど、２ゲ

ーム目は足があまり動かなくなって、あまり点がとれずに負けてしまいました。これからもっと

練習して、来年の全小で今年より良い結果がでるようにがんばりたいです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●松江市バスケットボール協会からの報告 

平成３０年３月１０日～１２日に佐賀県総合体育館他で行われました「第４４回全日本ク

ラブバスケットボール選手権大会」に出場しました。 

（結果）クリスタルＢＢＣ…１回戦敗退 

「第４４回全日本クラブバスケットボール選手権大会」 

【大会コメント】 

 クリスタルＢＢＣ 

  ４年ぶりの出場となった今大会は、全国クラブを初めて経験する選手が多く、始めは

相手のスピードとフィジカルの差を感じ圧倒される部分もありましたが、徐々に自分た

ちのペースをつかみ立て直すことができました。延長戦で惜敗したことは、非常に悔し

い思いですが、県内でのレベルアップができない中、全国のチームと対等に戦うことが

できたのは、選手個々にとってもよい経験と自信になりました。 

●松江市剣道連盟からの報告 

「第４０回全国スポーツ少年団剣道交流大会」 

平成３０年３月２５日～２７日に東京武道館で行われました「第４０回全国スポーツ少年

団剣道交流大会」に出場しました。 

（結果）石田 空選手…予選リーグ敗退 

【大会コメント】 

 石田 空選手 

 予選リーグ敗退と、結果は残念でしたけど、大会に出たこと

で得たものもあり今後に活かせると感じました。 

 これからも稽古して、来年も出場できるよう頑張ります。 



   

  

●松江水泳連盟からの報告 

「第４０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３０年３月２７日～３０日に東京辰巳国際水泳場で行われました「第４０回全国ＪＯ

Ｃジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」に出場しました。 

（結果） 

石飛咲良選手…女子５０ｍ自由形予選 ４１位 

       女子１００ｍ自由形予選 ３０位 

横川 晶選手…男子５０ｍ背泳ぎ予選 ２０位 

【大会コメント】 

 石飛咲良選手 

  今回は、５０ｍと１００ｍに出場しました。５０ｍはアップが足りなくて思うようにタ

イムが出せず、１００ｍも後半がバテてしまいました。自分の課題を見直してがんばりたい

です。 

 横川 晶選手 

  最後のＪＯ、楽しんでレースが出来ました。 



  

●松江市ソフトテニス連盟からの報告 

「第１７回全国小学生ソフトテニス大会」 

平成３０年３月２９日～３１日に白子町テニスコートで行われました「第１７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 

 灘 晃志選手・生馬遼河選手…男子５年生３位トーナメント ３回戦敗退 

 安達雅登選手・立花蒼一郎選手…男子４年生以下５位トーナメント １回戦敗退 

 亀山拓未選手・種平絢太選手…男子４年生以下５位トーナメント １回戦敗退 

 


