●松江太極拳協会からの報告
「第２６回 JOC ジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」
平成３０年３月３１日～４月１日に、ベイコム総合体育館で行われました「第２６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
長 拳Ｂ長 器械 棍術 Ｂ 18 位、長 拳Ｂ 短器 械刀 術 Ｂ 17 位
長 拳Ｂ 22 位
川上 高広 選手
長 拳Ｂ長 器械 槍術 Ｂ 25 位、長 拳Ｂ 短器 械剣 術 Ｂ 29 位
長 拳Ｂ 25 位
桑谷 隼生 選手
長 拳Ｂ長 器械 棍術 Ｂ 29 位、長 拳Ｂ 短器 械刀 術 Ｂ 21 位
長 拳Ｂ 23 位
森 耀慧 選手
長 拳Ｂ長 器械 棍術 Ｂ 31 位、長 拳Ｂ 短器 械刀 術 Ｂ 28 位
長 拳Ｂ 33 位
木村 明日 真選 手 長 拳Ｂ短 器械 剣術 Ｂ 31 位、長 拳Ｂ36 位
河原 美優 選手
長 拳Ａ短 器械 剣術 Ａ 、 長 拳Ａ 6 位
高梨湊史選手
初級長器 械初 級棍 術 4 位（入 賞） 、初級長拳 16 位
平野 巧選手
初級長器械初級棍術 8 位（入賞）、初級長拳 28 位
平野いろは選手
初級短器械初級剣術 12 位（入賞）、初級長拳
与倉いぶき選手
長拳Ｂ31 位、長拳Ｂ長器械槍術Ｂ31 位
【大会コメント】
松江太極拳協会
今回は小学生が出場したＣ組の器械種目で三人とも入賞することができました！（高梨
湊史選手４位・平野巧選手８位・平野いろは選手１２位）中学生はあと一歩というとこ
ろで入賞は逃しましたが、年々レベルが上がっているＢ組種目の中で健闘しました。
今回は今後の課題も多く見つかった大会でしたので、また一つ一つ課題をクリアしなが
ら、今後につなげていきたいと思います。応援ありがとうございました。

●松江市剣道連盟からの報告
「第６６回全日本都道府県対抗剣道優勝大会」
平成３０年４月２９日に、大阪府立体育館で行われました「第６６回全日本都道府県対抗
剣道優勝大会」に出場しました。
（結果）島根県チーム…ベスト１６
【大会コメント】
島根県チーム
１回戦で富山県に勝ち、２回戦の山形県を破り、３回戦は愛媛県に僅差で敗れました。久々
のベスト１６となりましたが、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。

●松江市弓道連盟からの報告
「第６５回全日本勤労者弓道選手権大会」
平成３０年６月１日～３日に、堀原運動公園武道館弓道場で行われました「第６５回全日
本勤労者弓道選手権大会」に出場しました。
（結果）
島根 県庁 Ａ… 決勝 ト ーナメ ント ベ スト １ ６
島根 県庁 Ｂ… 第一 次 予選敗 退
【大会コメント】
島根県庁弓道部Ａ・Ｂ
本大会には、島根県庁から２チーム出場し、このうちＡチームは一次予選、二次予選を
通過し、決勝トーナメントに進むことができました。これは、実に２８年ぶりのことで、
県庁弓道部員一同大変喜んでおります。決勝トーナメントでは、僅差で１回戦敗退とな
りましたが、全国の強豪の中でベスト１６となったことは貴重な経験となりました。
この経験を活かし、来年は上位入賞を目指し、さらに精進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
「第３６回全日本レディースバドミントン選手権大会（クラブ対抗）」
平成３０年７月１９日～２２日に、ハンナリーズアリーナで行われました「第３６回全日
本レディースバドミントン選手権大会（クラブ対抗）」に出場しました。
（結果）
松江 レデ ィー ス… 決 勝トー ナメ ント １回 戦 敗退
【大会コメント】
松江レディース
連日の猛暑に加え、水害等があり不安の中、出発
しましたが、他県の方々の明るいパワーに勇気をも
らいました。予選トーナメントでは２勝１敗２位で
決勝トーナメントに残る事が出来ました。色々な方
にお世話になりました。ありがとうございました。

●松江市剣道連盟からの報告
「第１０回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会」
平成３０年７月１４日に、日本武道館で行われました「第１０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 …２ 回 戦敗退
【大会コメント】
島根県チーム
１回戦 不戦勝。２回戦 東京都と戦い、１勝２
敗で負けました。大会前には強化練習に取り組み、
レベルが上がってきたと感じていたが今一歩届か
なかった。高いレベルの稽古を継続することが必要
と思います。

●松江市卓球連盟からの報告
「第一三共ヘルスケア・レディース２０１８
第４１回全国レディース卓球大会」
平成３０年７月２７日～２９日に、富山市総合体育館で行われました「第一三共ヘルスケ
ア・レディース 2018・第 41 回全国レディース卓球大会」に出場しました。
（結果）
松江 卓友 会 (高 田香 代子選 手 )・ 雑賀 クラ ブ (真壁 法子 選手 )
…ダブ ルス Ｂ (１ １０ ～１２ ５歳 ）３ ・４ 位 トーナ メン ト敗 退
どん ぐり(牛尾 紀美 子選手 ・舟 木 都 選手)
…ダブ ルス Ｃ (１ ２６ 歳以上 )２位 トー ナメ ント敗 退
どん ぐり(久保 田昭 子選手 ・狩 野玲 子選 手 )
…ダブ ルス Ｄ (１ ４０ 歳以上 )３・ ４位 トー ナメン ト敗 退
【大会コメント】
松江卓友会・雑賀クラブ・どんぐり
猛暑の中、2018 第 41 回全国レディース卓球大会に参加してきました。全国から沢山の
選手が集まり、熱気あふれるパワーを肌で感じることができました。又、幅広い年齢層のプ
レーを見ることができるのもレディース大会ならではの事ですね。大いに参考にし次回は１
ゲームでも多く勝てるように頑張りたいと思います。

●松江市剣道連盟からの報告
「第５３回全国道場少年剣道大会」
平成３０年７月２４日～２５日に、日本武道館で行われました「第５３回全国道場少年剣
道大会」に出場しました。
（結果）
中学 生の 部 猶興 館 道場… 予選 トー ナメ ン ト敗退
中学 生の 部 玉湯 剣 道スポ ーツ 少年 団… 予 選トー ナメ ント 敗退
小学 生の 部 法吉 少 年剣道 会… 予選 トー ナ メント 敗退
小学 生の 部 猶興 館 道場… 予選 トー ナメ ン ト敗退
小学 生の 部 持田 少 年剣道 クラ ブ… 予選 ト ーナメ ント 敗退
小学 生の 部 忌部 少 年剣道 会… 予選 トー ナ メント 敗退
【大会コメント】
持田少年剣道クラブ
予選トーナメントで思った以上の力が出て、予選トーナメント決勝まで進みました。準
優勝した福岡県の福岡如水館に負けました。あと一歩で決勝トーナメントでしたが、自分
たちの実力は出せたと思いますので来年に向かって、これからも頑張ります。

持田

玉湯

法吉

猶興館（小学生）

忌部

猶興館（中学生）

●松江市ソフトテニス連盟からの報告
「第３５回全日本小学生ソフトテニス選手権大会」
平成３０年７月２６日～２９日に、今治市営スポーツパークテニスコート他で行われまし
た「第３５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
灘 晃志 選手 …男 子 個人戦 １回 戦敗 退
生馬 遼河 選手 …男 子 個人戦 １回 戦敗 退
島根 …男 子団 体戦 リ ーグ戦 敗退
【大会コメント】
松江ジュニア 灘 晃志選手 全国大会に出場して
ぼくは、「全日本小学生ソフトテニス選手権大会」に、出場しました。
試合前は、すごく緊張してドキドキしていました。
まず個人戦があり、一回戦は、福島県の一番手と、当たりました。しっかり自分の力を
出し切る気持ちで、いどみましたが、結果はストレート負けでした。ぼくは、練習の成果
が百パーセント出せなかったからだと思っています。
この全国大会で学んだことは、メンタルの強さが重要だということです。ぼくはまだ、
メンタルが弱いことに気がつきました。
これからの練習で、もっとメンタルをきたえ、どんな大会でも自分の力が出せるように、
一つ一つの練習にしっかり集中して、努力していきたいです。
生馬遼河選手
今年の、七月二十七日と二十八日に愛媛県今治市で行われる全日本小学生ソフトテニス
選手権大会に島根の一番手として出場しました。
今治市のコートは、砂が赤くて、鳥渡ちがう感覚でした。
個人戦の一回戦目、コートに入った時は、緊張して足が少し震えてしっかり立つことが
できなかったけど最初の乱打の時コーチが、「悔いの残らないよう思い切ってやれ」と、
言ってくれて大分楽になりました。
結局、一試合目は福島の一番手に４－０で負けてしまってとても悔しくてペアの子とホ
テルで何がいけなくてそれをどうしたらいいのかとかを話してそれを次の大会に生かそ
うと言い合っていました。
この全国大会で学んだ事を、次の大会や、試合に生かして少しでも強くなれるように努
力をしていきたいです。

●松江市軟式野球連盟からの報告
「第３回全日本中学女子軟式野球大会」
平成３０年７月２７日～８月１日に、わかさスタジアム京都で行われました「第３回全日
本中学女子軟式野球大会」に出場しました。
（結果）島根県中学女子野球選抜チーム…１回戦敗退
【大会コメント】
島根県中学女子選抜チームは、平成29年の秋に結成されました。
「一戦必笑・一笑懸命」をモットーに月に一度だけでしたが選手が集まり練習してきました。
初めはうまくコミュニケーションがとれなかったり、練習で大きな声が出せなかったりしていま
したが、だんだん大きな声も出せたり、選手同士のコミュニケーションもとれてきました。試合も
初めは全く勝てずコールドで負けることもありました。試合後にミーティングをし一人一人が課題
点を見つけ、次の試合で同じ課題がでないようにしました。練習をかさねていくうちに試合に勝て
るようになったり、一人一人が課題点も減ってきました。
平成30年の夏に第3 回全日本中学女子軟式野球大会に島根県代表として初出場しました。1 試
合目は山梨クラブと対戦しました。初回から点をどんどん入れられ、10 対0 で負けました。その
試合で自分達の野球ができなかったと思いました。
来年の夏は自分達の野球をし、日本一の女子野球チームになってほしいと思っています。
女子で野球をする人はだんだん増えています。
野球の良さを知り、将来の夢を広げてみませんか。
マドンナジャパンの小島也弥選手のようにいつか世界で活躍できるようなかっこいい選手にな
れるように、また来年良い結果が残せるように頑張ります。
応援してくださった方への感謝を忘れず、大きな恩返しができるように一生懸命練習に励んでい
きたいと思います。

●松江市バドミントン協会からの報告
「第１９回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会」
平成３０年８月１０日～１２日に、八代市総合体育館、八代市東陽スポーツセンターで行
われました「第１９回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会」に出場しました。
（結果）ＨＯＳＨＩＮＯ Ｂ．Ｊ．Ｓ
川上 翔大 選手 …男 子 Ｂグル ープ Ｅブ ロッ ク ３位
仲村 舷 選手 …男 子 Ｃグル ープ Ａブ ロッ ク ３位
山本 茉奈 選手 …女 子 Ｃグル ープ Ｉブ ロッ ク ３位

下位 トー ナメ ン ト敗退
下位 トー ナメ ン ト敗退
下位 トー ナメ ン ト敗退

【大会コメント】
川上翔大選手 くやしかった全国大会
ぼくは、全国小学生ＡＢＣ大会に出場しました。開会式ではくまもんとタッチできてすごくうれ
しかったです。開会式のあと世界で活躍するパラバドミントン選手のデモンストレーションがあ
りました。動きは遅いけど背筋をすごく曲げていてすごいと思いました。次の日からの試合では、
予選リーグ２試合ともファイナルで負けました。下位トーナメントもファイナルで負けました。
きんちょうして動きが少しかたくなってしまいましたが、良いショットもいくつか打てました。
次のＡＢＣ大会に出る時は決勝トーナメントにあがりたいです。
ＨＯＳＨＩＮＯ Ｂ．Ｊ．Ｓ
全国各県の優勝者と全国大会上位入賞者が出場する、レベルの高いシングルスの大会です。みん
な精一杯戦いましたが、予選リーグ突破はなりませんでした。今回の経験と悔しさを忘れず、こ
れからの試合につなげていってほしいです。

●松江市少林寺拳法協会からの報告
「第１２回全国中学生少林寺拳法大会」
平成３０年８月１８日～１９日に、エスフォルタアリーナ八王子で行われました「第１２
回全国中学生少林寺拳法大会」に出場しました。
（結果）松江中部支部
安達 凜選手…男子単独演武の部（予選１ラウンド）２４６点
角 凜太朗選手…男子単独演武の部（予選１ラウンド）２４１．５点
松尾汐里選手…女子単独演武の部（予選２ラウンド）２４３．５点
川本恵里選手・内尾優那選手…女子組演武の部（予選４ラウンド）２５０点⇒準決勝進出
女子組演武の部（準決勝２ラウンド）２５０点
【大会コメント】
松江中部支部
今回は男子単演の部２人、女子単演の部１人、女子
組演の部１組が参加しました。今回、目標の２５０点
を出した女子組演武の川本・内尾拳士は初めて準決勝
に進む事ができました。皆、練習の時よりも大きな気
合、残心も上手くいい演武ができました。しかしまだ
まだ直す所も多く、また平常心を養うためにはもう少
し練習の中身の工夫が必要だと思いました。来年に向
け今年の反省を活かして練習して、皆が準決勝・決勝
にいけるよう頑張っていきたいです。一つ上に上がっ
た大会だったと思います。

●松江市陸上競技協会からの報告
「“日清食品カップ”第３４回全国小学生陸上競技交流大会」
平成３０年８月１７日～１８日に、日産スタジアムで行われました「“日清食品カップ”
第３４回全国小学生陸上競技交流大会」に出場しました。
（結果）松江陸上教室
男子 ４×１ ００ ｍＲ …予選 ２位 、Ｂ 決勝 ４ 位
三 木 優選 手、 枝 木 蓮 選手 、安 達盛 志 郎選手 、上 野李 騎斗 選 手
女子 ４×１ ００ ｍＲ …予選 ８位
仙 田ゆ りな 選手 、 周藤美 月選 手、 村上 聖 来選手 、松 田香 穂選 手
男子 友好 １０ ０ｍ … ３位
福 村鉄 平選 手
【大会コメント】
松江陸上教室
男子４×１００ｍＲ
審判の不手際で、他チームのフライングにより１走が１００ｍ走ってしまい、やり直
しのレースとなったのは、本当に残念でした。そんな中、県大会の記録を二度更新し、Ｂ
決勝の賞状をもらったのはさすがでした。
※Ｂ決勝とは…昨年までの予選→準決勝→決勝（表彰される）を変え、予選１位～８位が
Ａ決勝に、９位～１６位がＢ決勝に、１７位～２４位がＣ決勝に進み、それぞれのレース
で８位までの表彰をされることになりました。松江陸上教室男子の成績は、全体の１２位
にあたります。
女子４×１００ｍＲ
１走転倒というアクシデントがあり残念な結果でしたが、走力・バトンワークともに
向上し、県大会より良い走りができました。
男子友好１００ｍ
島根県選手団の中で会最初のレース検討し、チームに勢いをつけてくれました。

●松江地区柔道連盟からの報告
「平成３０年度第１５回全国小学生学年別柔道大会」
平成３０年８月２６日に、キリンビバレッジ周南総合スポーツセンターで行われました
「平成３０年度第１５回全国小学生学年別柔道大会」に出場しました。
（結果）
長野 未来 選手 （開 星 柔道ク ラブ ）… ５年 生 女子４ ０ｋ ｇ級 １回 戦 敗退
曳野 仁 選手 （湖 北 柔道ス ポー ツ少 年団 ） …５年 生男 子４ ５ｋ ｇ 超級２ 回戦 敗退
倉橋 英太 選手 （古 志 原少年 柔道 教室 ）… ６ 年生男 子５ ０ｋ ｇ級 １ 回戦敗 退
福田 さく ら選 手（ 古 志原少 年柔 道教 室） … ６年生 女子 ４５ ｋｇ 級 １回戦 敗退
永田 理穏 選手 （松 江 柔道ク ラブ ）… ６年 生 女子４ ５ｋ ｇ超 級１ 回 戦敗退
【大会コメント】
永田理 穏選 手（ 松江 柔道ク ラブ ）全 国大 会
私は 、２ 年連 続で 、 全国大 会に 出場 しま し た。で も、 目標 の１ 回 戦とっ ぱは 、で きま
せんで した 。で も、 去 年に比 べて は、 自分 の 全力を 、出 し切 り、 ど うして も、 勝て ない
という 試合 では 、な か ったと 思い ます 。ま た 、全国 に行 くま で、 色 んな先 生に 、い ろい
ろ教え ても らい まし た 。教え ても らっ た事 は 、これ から の柔 道に つ なげた いで す！
そし て、今ま で、い ろいろ 教え て下 さっ た 、先生 に、恩返 しと し て、島 根県 の大 会は 、
全て優 勝し ます ！松 江 柔道ク ラブ のみ んな も 、日本 一！ 目指 して 、 戦って ほし いで す！
福田 さく ら選 手（ 古 志原少 年柔 道教 室）
私は ５歳 から 柔道 を 始めて 、六 年生 で初 め て全国 大会 に出 るこ と ができ まし た。 畳に
上がっ た時 、全 国大 会 の空気 にの みこ まれ そ うにな りま した が、 今 の自分 の全 力を 出そ
うと思 い、 がん ばり ま した。 でも 、勝 つこ と はでき ませ んで した 。 今まで 熱心 に教 えて
くださ った 先生 に申 し 訳ない 気持 ちに なり ま した。 中学 校で は先 生 への感 謝の 気持 ちを
勝ちで 表す こと がで き るよう に、 この 負け を 生かし てが んば りた い です。
倉橋 英太 選手 （古 志 原少年 柔道 教室 ）
試合 前は 、あ んま り きんち ょう して なく て 、試合 なっ てか らは 、 正直す ごく きん ちょ
うして まし た。試合 は 、技は 出せ たん です け ど、バ タバ タし すぎ か なとは 、思 いま した 。
練習し た、そで つり が できな かっ た事 が、く やしか った です 。や っ ぱり受 けが よわ くて 、
ちょっ と足 がひ っか か って投 げら れた ので 、 今後は 、受 けも 強く 、 そでつ りも 、試 合で
も出せ るよ うに 、な り ます。 あと 、も う一 つ の投げ れる 技や 、反 対 技も、 でき るよ うに
なりた いで す。
曳野 仁 選手 （湖 北 柔道ス ポー ツ少 年団 ）
全国 大会 に初 めて 参 加しま した 。今ま では 負けて 悔し い思 いを し たこと もあ った けど 、
練習を 頑張 って 全国 大 会に出 場す るこ とが で きまし た。 本番 では 、 緊張し て自 分の 思う
ような 柔道 がで きず 、 すごく 悔し かっ たで す 。その 悔し さを バネ に １０月 の日 整の 全国
大会で は、 自分 が思 う ような 柔道 をす るた め に普段 の練 習や 出稽 古 をこれ まで 以上 に頑
張ろう と思 いま す。

●松江テニス協会からの報告
「第５７回全国実業団対抗テニス大会」
平成３０年８月２４日～２６日に、会津総合運動公園テニスコート、あいづドーム、会津
庭球場で行われました「第５７回全国実業団対抗テニス大会」に出場しました。
（結果）島根県庁…男子Ｅブ ロッ ク３ 位、 ３ 位トー ナメ ント 敗退
【大会コメント】
第５７回全国実業団対抗テニス大会に参加して 島根県庁チーム代表
中国予選で優勝を果たし、全国大会に進むと言う島根県勢として快挙を達成することが
でき、チームとして、また、今回メンバーに選ばれなかった者達も大きな刺激となりまし
た。
全国大会では、４チームずつ８つのブロックに分かれて予選を行い、リーグ戦での順位
ごとに分かれてトーナメントが行われるものでした。我々島根県庁チームはＥブロックで
１勝２敗で３位となり、３位トーナメントでは、１回戦を勝ったものの次の試合で敗れる
という結果でした。
全国大会は、やはりレベルが高く思うような成績は残せませんでしたが、個々のレベル
アップを図り、今後もチャレンジしていきたいと感じました。

●松江市なぎなた連盟からの報告
「平成３０年度全日本少年少女武道（なぎなた）錬成大会」
平成３０年８月５日に、日本武道館で行われました「平成３０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…試合競技小学６年生の部 第３位（敢闘賞）
演技競技小学５・６年生の部Ａ 第３位（敢闘賞）
【大会コメント】寺本春葉選手
今回で、４回目の出場になりました。今年度は、演技競技・試合競技のどちらにも出場し
ました。演技競技では１回戦から４回戦まで勝ち上がり準決勝で優勝した千葉の選手に２
－３の僅差で敗れて３位でした。試合競技は昨年度優勝のプレッシャーもありましたが、
１回戦から５回戦まで順調に勝ち上がりました。しかし準決勝で優勝した佐賀の選手に敗
れてしまい３位でした。２年連続優勝を目標に日々の稽古に励みました。目標を達成する
ことはできませんでしたが大きな大会で上位に残れる力は付いたと思います。

●松江市ソフトボール協会からの報告
「第２７回全日本実年ソフトボール大会」
平成３０年９月１日～３日に、岩手県花巻市石鳥谷ふれあい運動公園で行われました「第
２７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…ベスト８
【大会コメント】
松江フィフティーズ
昨年に引きつづき全国大会に出場しました。実年チームは、これまでベスト１６が最高でした
が、今回は準々決勝で敗れたもののベスト８進出という過去最高の成績となりました。
今回の全国大会出場に対し、松江市、松江体育協会からの温かい、ご支援に感謝申し上げます。

●松江市剣道連盟からの報告
「第１３回全日本都道府県対抗少年剣道大会」
平成３０年９月１６日に、府民共済スーパーアリーナで行われました「第１３回全日本都
道府県対抗少年剣道大会」に出場しました。
（結果）島根県チーム 小学生の部…１回戦敗退 中学生の部…１回戦敗退
【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にて僅差で敗退しました。徐々に力をつけてきたので、
予選リーグ突破はできると期待していたが強豪県とはまだ実力に差があると思われる結果でし
た。

●松江市剣道連盟からの報告
「全国道場少年剣道選手権大会」
平成３０年９月２３日に、愛媛県武道館で行われました「全国道場少年剣道選手権大会」
に出場しました。
（結果）能美俊亮選手…中学生男子の部 １回戦敗退
【大会コメント】
能美俊亮選手
中学生男子の部は１回戦の延長戦で敗退しました。攻撃する力は相手選手のほうが少し勝
っており、１本を決める力の差が出たと思いました。

●松江市剣道連盟からの報告
「第３６回全国道場対抗剣道大会」
平成３０年９月２３日に、愛媛県武道館で行われました「第３６回全国道場対抗剣道大会」
に出場しました。
（結果）猶興館道場…１回戦敗退
【大会コメント】
猶興館道場
北海道の道場に１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出来ました。
今後の稽古に生かせるものと思います。

●松江市軟式野球連盟からの報告
「天皇賜杯第７３回全日本軟式野球大会ＥＮＥＯＳトーナメント」
平成３０年９月７日～１２日に、きらやかスタジアムで行われました「天皇賜杯第７３回
全日本軟式野球大会ＥＮＥＯＳトーナメント」に出場しました。
（結果）（株）山陰合同銀行チーム…１回戦敗退
【大会コメント】
株式会社山陰合同銀行野球部
島根県代表として天皇賜杯に出場させていただきました。初戦で埼玉県代表・パイオニ
ア株式会社と対戦し、惜しくも２－３で敗北し、悔しさの残る結果となりました。この悔
しさを胸に来年度も精進して参りますので、引続きの応援よろしくお願い致します。

●松江市ソフトボール協会からの報告
「第３２回全日本シニアソフトボール大会」
平成３０年１０月６日～８日に、小瀬スポーツ公園・釜無川スポーツ公園・双葉スポーツ
公園・釜無川工業団地グランドで行われました「第３２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…ベスト８
【大会コメント】
松江フィフティーズＯＢ
平成３０年１０月６日～８日山梨県で開催された「第３２回全日本シニアソフトボール大会」
に出場しました。（結果）ベストエイト
昨年が準優勝でしたので優勝を目指しましたが、準々決勝で昨年も決勝で対戦した静岡チーム
と対戦し、惜敗しました。今回の全国大会出場に際し松江体育協会から温かいご支援を頂きチー
ム一同心から感謝申しあげます。

●松江市少林寺拳法協会からの報告
「２０１８少林寺拳法全国大会」
平成３０年１０月２７日～２８日に、高崎アリーナで行われました「２０１８少林寺拳法
全国大会」に出場しました。
（結果）
持田典子選手・村上陽美選手…女子マスターズの部 予選１９組中２位 決勝敗退
永井 巌選手・永井京子選手…夫婦の部 予選敗退
篭 拡企選手・下脇優衣選手…大学生男子の部 予選敗退
伊岐美早紀選手・原恵利香選手…大学生女子の部 予選敗退
【大会コメント】
松江市少林寺拳法協会
今大会の結果は、女子マスターズの部に出場した持田・村上組は予選２５５点で１９組中２位
で通過できた。しかし決勝は残念ながら２５２点で点が伸びず入賞を逃した。今回予選を通過す
ることができ、上位の演武を間近で見ることができた事でとても勉強になった。来年は入賞を目
指して頑張ろうと思った。夫婦の部、永井組は２５１点、大学生男子の部、篭・下脇組は２４５
点、大学生女子の部、原・伊岐組は２４０点で予選敗退でした。

●松江市剣道連盟からの報告
「第６６回全日本剣道選手権大会」
平成３０年１１月３日に、日本武道館で行われました「第６６回全日本剣道選手権大会」
に出場しました。
（結果）平井勇気選手…２回戦敗退
【大会コメント】
平井勇気選手
2 回戦で敗退しました。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
「第２７回全国小学生バドミントン選手権大会」
平成３０年１２月２４日～２８日に、エスフォルタアリーナ八王子で行われました「第２
７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）
田村優季選手…都道府県対抗女子の部 ２回戦敗退
引野一真選手…男子ダブルス５年生以下 第５位
川上翔大選手…男子ダブルス５年生以下 第５位
【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、小学
生バドミントン最高峰の大会に出場しました。田村選手は島根県女子団体チーム７年ぶりの勝
利に貢献し、また引野選手と川上選手も個人戦ダブルスでベスト８に入るなど、ともに練習の
成果を存分に発揮することができた大会でした。今後のさらなる活躍に期待したいと思います。
全国小学生バドミントン大会 田村優希選手
今年、初めて全国大会に出場しました。わたしは、キャプテンだったので、まず一勝すること
を考えました。でも、会場に入ると、県大会とはちがいました。とてもきん張したけど、仲間
の応援、そして勝利があったからわたしは自分の力を全部出しきれた思います。一回戦は勝利
しましたが、二回戦で負けてしまいました。他県の試合を見ていると、自分とは、考え方や、
動きの速さがちがってとても勉強になりました。また人のプレーを見ることの大切さも学びま
した。わたしの小学校の目標を達成しました。わたしは、コーチ、監督、両親にとても感謝し
ています。
中学生になってもバドミントンを続けるので、小学生の自分をこえられるように、新たな目標
に向かってがんばります。
くやしかった全国大会 川上翔大選手
今年は、全国大会出場二回目でした。前回は、ベスト１６でした。今年は、最低前回の成績を
こえたいなと思いました。二回戦は、前回のベスト８のペアに勝った南北海道でした。ストレ
ート勝ちできました。三回戦はさい玉県でした。パートナーのお父さんから「スマシュが速い
から気をつけて。」と言われました。なので、最初の試合よりもかまえたら、２－０で勝ちま
した。四回戦は香川県でした。前回ゆう勝したペアに勝っていたので、相当強いんだなと思い
ました。試合が始まったとたんスマッシュがきました。すごく速くて取れなかったので、さっ
きよりかまえると、かまえすぎて取れませんでした。二セット目の後半からいつもの練習と同
じプレーができましたが、９点と１５点で負けてしまいました。とてもくやしかったです。で
も前回の成績はこえてベスト８になれたので良かったです。来年は今年よりもっと良い結果を
残したいです。

●松江水泳連盟からの報告
「第４１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３１年３月２６日～３０日に、東京辰巳国際水泳場で行われました「第４１回全国Ｊ
ＯＣ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…５０ｍ自由形 予選６組

３５位

【大会コメント】
石飛咲良選手
今回の大会は、１種目だけの出場でした。ベストタイムも出すことができず、悔しい結果と
なりましたが、自分の課題を見つめ直すいい機会となりました。夏に向けて、また１からやり
直して、頑張りたいと思います。

●松江市バスケットボール協会からの報告
「第５０回全国ミニバスケットボール大会」
平成３１年３月２８日～３０日に、高崎アリーナで行われました「第５０回全国ミニバス
ケットボール大会」に出場しました。
（結果）乃木シューティングスターズ…３月２８日（秋田４８－島根４４）
３月２９日（島根３８－神奈川５１）
３月３０日（大分３８－島根３６）
【大会コメント】
乃木シューティングスターズ
島根県女子代表という誇りを持って戦いに挑みました。全国の強豪チームにあと一歩及びま
せんでしたが、子ども達は大きな舞台で持てる力を発揮し、試合を通じて一人ひとりが貴重な
経験を積みました。

●松江市ソフトテニス連盟からの報告
「第１８回全国小学生ソフトテニス大会」
平成３１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１８回全国小
学生ソフトテニス大会」に出場しました。
（結果）
安達雅登選手・森山椋太選手…男子５年生５位トーナメント

１回戦敗退

