
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●松江太極拳協会からの報告 

平成３１年４月２０日～４月２１日に、島津アリーナで行われました「第２７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） 

 川上高広選手…長拳Ｂ２５位、長拳Ｂ短器械３０位、長拳Ｂ長器械２９位  

 与倉いぶき選手…長拳Ｂ２３位、長拳Ｂ長器械１９位  

 朝倉源貴選手…長拳Ｂ１８位、長拳Ｂ短器械１７位、長拳Ｂ長器械２２位  

 高梨航希選手…長拳Ｂ２０位、長拳Ｂ短器械２０位、長拳Ｂ長器械１０位（入賞）  

 高梨湊史選手…初級長拳７位（入賞）、初級短器械６位（入賞）、初級長器械１５位  

 平野  巧選手…初級長拳１１位（入賞）、初級短器械２０位、初級長器械２０位  

 平野いろは選手…初級長拳１４位、初級短器械１２位（入賞）、初級長器械１４位  

「第２７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 

 今大会では５種目で入賞することができました。ですが、今大会から新ルールが採用され、

ミスや規格の減点が目立ち、悔しい思いをする選手もいました。今大会での反省点を活

かし、次回につなげていきたいと思います。 



 

 

  

●松江地区レスリング協会からの報告 

平成３１年４月２日～３日に、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館で行われました

「JOC ジュニアオリンピックカップ大会平成３１年度ジュニアクイーンズカップレスリ

ング選手権大会」に出場しました。 

「JOC ジュニアオリンピックカップ大会平成３１年度ジュニアクイーンズカップレスリング選手権大会」 

【大会コメント】 

 松江レスリングクラブ 

  近年、私立の中高一貫校による選手強化が進んできて、地方クラブの選手にとっては厳し

い戦いが強いられているが、全カテゴリーを通じて決勝戦で勝敗を決めているのは、体バラン

ス等の基本的な身体能力とタックル等の基本的な技術によるものが大半であるため、基本的技

術の反復練習、基礎体力向上のトレーニング、県外遠征による実戦練習等、これまで通りの取

組を継続する事で上位入賞を十分に狙えると感じた。 

（結果）坂根海琉子選手…中学生 46kg 級 ベスト８ 



 
●松江市剣道連盟からの報告 

平成３１年４月２９日に、大阪府立体育館で行われました「第６７回全日本都道府県対抗

剣道優勝大会」に出場しました。 

「第６７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 

  １回戦で長崎県に勝ち、２回戦の岐阜県に僅差で敗れました。昨年に続きベスト１６とは

なりませんでしたが、強化練習の成果はあったと思いました。 

（結果）島根県チーム…２回戦敗退 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●松江市弓道連盟からの報告 

令和元年６月７日～９日に、出水市総合武道館弓道場で行われました「第６６回全日本勤

労者弓道選手権大会」に出場しました。 

（結果） 

 島根県庁弓道部Ａ・Ｂ…Ｂチーム一次予選通過  

「第６６回全日本勤労者弓道選手権大会」 

【大会コメント】 

 本大会には、島根県庁から２チーム出場し、このうちＢチームは一次予選を通過しました。

２年連続の二次予選通過・決勝トーナメント進出はなりませんでしたが、一次予選通過

は３年連続で、全国大会でも安定した成績を残す力がついてきたと感じています。また、

全日本弓道選手権大会最高得点賞受賞選手など全国トップクラスの選手の射を目にする

ことができたことも大きな収穫でした。今回の経験を生かし来年良い成績を収めること

ができるよう練習に励みたいと思います。 



 

 

 

●松江地区レスリング協会からの報告 

令和元年６月８日～９日に、アダストリアみとアリーナで行われました「令和元年度沼尻

直杯第４５回全国中学生レスリング選手権大会」に出場しました。 

「令和元年度沼尻直杯第４５回全国中学生レスリング選手権大会」 

【大会コメント】 

 松江レスリングクラブ 

  全国トップレベルの選手と互角に戦えるレベルには達しているものの、それらの選手と比

べるとチャンスを活かし、ピンチを凌ぐなどの実戦における勝負勘や勝負に徹する姿勢が弱い

ことを学んだ大会でした。今後は、自己の課題克服を毎回の練習テーマとして取り組むための

ミーティングを増やし、またより積極的に地方大会に参加することで実戦における勝負勘や勝

負に徹する姿勢を学んでもらいたいと思います。 

（結果） 

坂根海琉子選手…女子４２kg ２回戦敗退 

髙村雄凰選手…男子３８kg １回戦敗退 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●松江市剣道連盟からの報告 

令和元年７月１３日に、日本武道館で行われました「第１１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回戦敗退  

「第１１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 埼玉県と戦い、こぼし１本惜敗でした。 

 選手は、大変よく向っていきましたが、１本を取ることができませんでした。大会前には

それぞれ強化練習に取り組んだり、大会前日には合同練習をしたりして、チームとして

の士気を高めましたが、今一歩届きませんでした。来年に向けさらに精進すべく、高い

レベルの稽古を継続したいと思います。 



 

 

  

●松江地区レスリング協会からの報告 

令和元年７月２６日～２８日に、和歌山ビッグエホールで行われました「令和元年度第３

６回全国少年少女レスリング選手権大会」に出場しました。 

「令和元年度第３６回全国少年少女レスリング選手権大会」 

【大会コメント】 

 松江レスリングクラブ 

  最高がベスト８と、２年連続でメダリストがでなかったが、上級生は互角の戦いをしてお

り、来年への希望が持てる試合だった。ただ、勝ち上がっていくためには、試合展開が不利の

状況であっても絶対勝つという気持ちを強く持ち続けることができる強い精神力が必要で、普

段の練習で身につけていく必要を感じた。 

（結果） 

實重良助選手…小学生の部４年生２６kg 級 １回戦敗退 

髙村誇雄紀郎選手…小学生の部４年生２９kg 級 １回戦敗退 

勝部亜朱万選手…小学生の部５年生２８kg 級 ２回戦敗退 

實重勇助選手…小学生の部５年生３０kg 級 ２回戦敗退 

永原 充選手…小学生の部５年生３０kg 級 ２回戦敗退 

赤坂 瞭選手…小学生の部５年生３４kg 級 ベスト８ 

永原 匠選手…小学生の部６年生３９kg 級 １回戦敗退 



 

  
●松江市剣道連盟からの報告 

令和元年７月２９日～３０日に、日本武道館で行われました「第５４回全国道場少年剣道

大会」に出場しました。 

「第５４回全国道場少年剣道大会」 

【大会コメント】 

 法吉少年剣道会 

  憧れの日本武道館という舞台での大会に緊張しましたが、今まで取り組んできたことを信

じて試合に臨みました。４回戦でコート優勝したチームに負けましたが、チーム一丸となって

精一杯戦うことができました。この経験を糧に、来年に向かってこれからも稽古に励みたいと

思います。 

（結果） 

猶興館道場…中学生の部 ３回戦敗退 

法吉少年剣道会…小学生の部 ４回戦敗退 

持田少年剣道クラブ…小学生の部 ３回戦敗退 



 

  
●松江市なぎなた連盟からの報告 

令和元年７月２７日～２８日に、福井県立武道館で行われました「ＪＯＣジュニアオリン

ピックカップ第２７回全国中学校なぎなた大会」に出場しました。 

「ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第２７回全国中学校なぎなた大会」 

【大会コメント】 

 松江市なぎなた連盟 

 全中大会に松江市なぎなた連盟として初めて参加することになり、選手・指導者共に大会に

向け稽古に励みました。演技・個人試合は、初戦で敗退。団体試合では３回戦で強豪北条（愛

媛）に勝ち、準決勝で地元福井チームに判定で敗れ、３位決定戦では本数差で勝利を収めるこ

とができました。部活動で参加の学校とははるかに練習量が少ない中で大会へ向けての努力と

稽古が実を結び、良い成績を得ることができました。 

（結果） 

松江市なぎなた連盟…試合競技団体の部 第３位 



 

 
●松江市ソフトテニス連盟からの報告 

令和元年７月２５日～２８日に、くろいそ運動場テニスコートで行われました「第３６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。 

「第３６回全日本小学生ソフトテニス選手権大会」 

（結果） 

亀山拓未選手…男子個人 ２回戦敗退 

種平絢太選手…男子個人 ２回戦敗退 

島根…男子団体戦 敗退 

●松江市バドミントン連盟からの報告 

令和元年７月２５日～２８日に、広島県立総合体育館で行われました「第３７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。 

「第３７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】 

 島根県・松江レディース 

 昨年より新たにメンバーも増えて、新たな気持ちでの参加となりました。今年も決勝トーナ

メントへの進出も叶いましたが、まだまだ力不足で来年への課題も沢山みつかりまた、今日か

ら来年の全国大会へ向けて今年以上の成績が納められるように練習に励みたいと思います。こ

の度は激励金を頂き有難うございました。 

（結果） 

島根県…都道府県の部 Ｄブロック４位 

松江レディース…クラブ対抗の部 決勝トーナメント１回戦敗退 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●松江地区空手道連盟からの報告 

令和元年８月３日～４日に、東京武道館で行われました「第１９回全日本少年少女空手道

選手権大会」に出場しました。 

（結果） 

 福島琴音選手…小学２年生女子組手  １回戦敗退  

 坂本心結選手…小学３年生女子組手  ２回戦敗退  

 川村夢加選手…小学５年生女子組手  ２回戦敗退  

 松崎優陽選手…小学６年生男子組手  １回戦敗退  

 松浦圭紗選手…小学４年生女子形  ３回戦敗退  

 岩田愛結選手…小学５年生女子形  ３回戦敗退  

 馬津川笑瑠選手…小学５年生女子形  ３回戦敗退  

 黒田杷琉選手…小学６年生男子形  ３位  

「第１９回全日本少年少女空手道選手権大会」 

【大会コメント】 

 松江地区空手道連盟 

  鳥取県代表として８名の選手が出場。形競技４名、組手競技４名４７都道府県の代表選

手が一堂に会して二日間熱戦が繰り広げられた。中でも玉湯小６年の黒田杷琉選手が、

６年生男子形競技で見事３位入賞という快挙を成し遂げた。素晴らしい限りであ

る。おめでとう！  



 

 

  

●松江市少林寺拳法協会からの報告 

令和元年８月１０日～１２日に、善通寺市民体育館で行われました「第１３回全国中学生

少林寺拳法大会」に出場しました。 

「第１３回全国中学生少林寺拳法大会」 

【大会コメント】 

 松江中部 

  今回、松江中部から単独演武女子の部に２名出場した。内尾拳士は２３９点。男子の単独

演武で、相手がいるように動くのを見て自分もそうした方がいいと思い、練習でやっていた動

きと違う動きをした結果、タイムオバーとなり１５点減点となった。減点がなければ準決勝へ

進めていたのでとても残念な結果だった。神田拳士は、２４３．５点。練習の時より気合も大

きく成長のみられる演武だった。二人とも、全国の演武を近くで見て、とても勉強になったと

思う。次に繋がる実りある大会でした。 

（結果） 

内尾優那選手…女子単独演武 予選敗退 

神田 結選手…女子単独演武 予選敗退 



 

  
●松江市卓球連盟からの報告 

令和元年８月２日～４日に、甲府市小瀬スポーツ公園体育館で行われました「第一三共ヘ

ルスケア・レディース２０１９第４２回全国レディース卓球大会」に出場しました。 

「第一三共ヘルスケア・レディース２０１９第４２回全国レディース卓球大会」 

【大会コメント】 

 Ｎ．Ｎ．Ｃ 長廻民江選手 

  全国レディース卓球大会に初めて参加させてもらいました。飛行機と特急あずさ１１号な

どでなかなか個人では行く事もなく遠方での大会に参加出来てとてもうれしく思います。前夜

祭、大会会場の女性パワーは本当に凄かった！また来年も参加したいと思います。 

（結果） 

松江卓友会…団体戦３位トーナメント敗退 

長廻民江選手（Ｎ．Ｎ．Ｃ）…ダブルスＡ１位トーナメント敗退 

田辺真寿美選手（Ｎ．Ｎ．Ｃ）…ダブルスＡ１位トーナメント敗退 

久保田昭子選手（どんぐり）…ダブルスＤ２位トーナメント敗退 

狩野玲子選手（どんぐり）…ダブルスＤ２位トーナメント敗退 



 

  
●松江市なぎなた連盟からの報告 

令和元年８月４日に、日本武道館で行われました「令和元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。 

「令和元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】 

 松江市なぎなた連盟 

  今年度は、全中大会１週間後の大会参加で、メンタル面の調整・長距離移動による疲れが

心配されました。試合参加者１２４名…と年々出場者が増えている中で優勝することができま

した。直前参加の大会で自分なりに気づいた点や先生方にいただいた修正点やアドバイスを意

識して試合に臨むことができました。今後も大きな大会で上位進出できるよう稽古に精神して

いきます。 

（結果） 

寺本春葉選手…試合競技 中学１年生の部 優秀賞 



 

  

●松江地区柔道連盟からの報告 

令和元年８月 11日に、愛媛県武道館で行われました「2019年度第 16回全国小学生学

年別柔道大会」に出場しました。 

「2019年度第 16回全国小学生学年別柔道大会」 

【大会コメント】 

 曳野 仁選手 

 小学校最後の全国大会が終わりました。この全国大会に出るために、泣きながらどんなにき

つい練習にも、たえながらがんばってきました。六年になってけがをしてしまい、別メニュー

での練習を続けましたが、やっぱり練習不足で本番も自分の思うような試合が全くできず、く

やしかったです。日整全国少年柔道大会では、一勝でも多くできるようがんばりたいです。 

 富田伊央莉選手 

 わたしは、初めての全国大会で、第一試合目だったこともあり、すごくきんちょうしました。

きんちょうで、足があまり動かなかったので、わざに入っても、キレやスピードがなくつぶれ

ていたので、足を動かさないといけないと思いました。内またに来た相手を処理できなかった

ので負けてしまいました。先生に習った、内またのかわし方ができなかったことがとてもくや

しいです。でも、自分の弱いところが分かったのは、よかったです。負けたけど、次は、一回

戦は勝てるようにがんばりたいです。 

 長野未来選手 

 全国大会で６年生軽量級で、でました。今年の１回戦は、大分県の人で都甲さんという人で

７回目に試合がありました。わたしは、去年も全国に行って、今年も少し緊張しました。試合

が始まって組手が上手くできなくて、寝技でもすごく回されて、相手に、いい印象を与えてし

まったところが少しわるかったと思いました。これからあと少し寝技や相手よりも先にかける

練習をたくさんしていきたいです。 

 藤原美愛選手 

 ８月１１日愛媛県で行われた全国少年柔道大会小学生五年生４０キロ超級の部島根県代表

で出場しました。試合はもちろん礼儀作法などもきちんとして、島根県代表として恥ずかしく

ない思いで望みました。会場は、全国から集まった選手でいっぱいで、みんな強そうに見えて

勝てるかなとちょっと不安になりました。アップしてしっかりと汗流して本番をむかえまし

た。相手は、千葉県代表で身長も体重も私よりはるかに大きい選手でした。でかい！…と思い

ました。負ける。とも思いました。でもここまで来たらやるしかありません。気持ちを引きし

めて審判の「始め」の合図で組みに行こうとしました。でもすぐに相手につかまえられてふり

まわされてそのままね技で抑え込まれて負けました。なんにも出来なくて悔しくて涙が出まし

た。試合は負けましたが、こんな大きな大会に出場出来て私にとってはいい経験になりました。

悔しくて泣いた思いを忘れずに、絶対来年も出れるようにもっともっと練習をがんばりたいと

思います。応援してくださった皆さんに感しゃします。ありがとうございました。 

 大谷新太選手 

 八月十一日（日）に、愛媛県全国小学生年別柔道大会にぼくが、いきました。ぼくは一回戦

シードで二回戦で埼玉の人とあたりました。ぼくよりも大きくて、強そうに思いましたがぜっ

たい勝ってやると心の中で思ってたたみにあがりました。たたみにあがると、とても会場が広

くて、とてもたくさんの人がいましたが、きんちょうせずに、試合の礼をして、はじめました。

はじまると、組手でいいところがもてて、わざにはいることができました。どんどんわさには

いろと思いましたが、とても力が、強くなんどもつぶされました。おもいきりなげようと思っ

たら、一本ずおにでなけられました。くやしくなみだがとまらなかったけど、また明日から、

練習をはじめて来年の全国大会の横浜にいってぜったい勝ちあがろうと思います。 

（結果） 

 曳野 仁選手…６年生男子５０ｋｇ超級 ２回戦敗退 

 富田伊央莉選手…５年生女子４０ｋｇ級 １回戦敗退 

 長野未来選手…６年生女子４５ｋｇ級 １回戦敗退 

 藤原美愛選手…５年生女子４０ｋｇ超級 ２回戦敗退 

 大谷新太選手…５年生男子４５ｋｇ超級 ２回戦敗退 



 

 

  

●松江地区柔道連盟からの報告 

令和元年８月 11日に、愛媛県武道館で行われました「2019年度第 16回全国小学生学

年別柔道大会」に出場しました。 

「2019年度第 16回全国小学生学年別柔道大会」 



 

  
●松江市バドミントン協会からの報告 

令和元年８月 11日～１３日に、八代トヨオカ地建アリーナ（八代市総合体育館）で行わ

れました「第２０回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会」に出場しました。 

「第２０回全国小学生ＡＢＣバドミントン大会」 

（結果） 

 引野一真選手…男子ＡグループＯブロック ３位 下位トーナメントベスト８ 

【大会コメント】 

 引野一真選手 最後のＡＢＣ大会 

  夏休みに行われた全国小学生ＡＢＣ大会に出場しました。一日目に公式練習がありまし

た。いつも練習しているコートとはちがっていて、いつものようには動くことができませんで

した。二日目は、予選の試合をしました。予選では、あまり足が動かなくて、二試合とも負け

てしまいました。そのため、下位トーナメントで試合をすることになりました。下位トーナメ

ントでは、二回勝つことができました。下位トーナメントだったけれど勝つことができたので

うれしかったです。六年生なので最後のＡＢＣ大会でしたが、たくさんの試合ができて、良い

経験になりました。 

 ＨＯＳＨＩＮＯ．Ｂ．Ｊ．Ｓ 

  各県の優勝者と昨年の全国大会上位入賞者が出場する、ハイレベルなシングルスの大会で

す。過去に出場した二大会では決勝トーナメントに進出していましたが、各選手のレベルアッ

プは著しく、今回は予選リーグを突破することはできませんでした。この悔しい経験を糧とし

て、これからの試合につなげていってほしいです。 



 

  
●松江市軟式野球連盟からの報告 

令和元年８月２日～８日に、坊ちゃんスタジアム他５会場で行われました「ＮＰＢガール

ズトーナメント２０１９」に出場しました。 

「ＮＰＢガールズトーナメント２０１９」 

（結果） 

 しまねイザナミガールズ…初戦敗退 

【大会コメント】 

 しまねイザナミガールズ 

「しまねイザナミガールズ」は平成 25年に松江市軟式野球連盟学童部が野球人口の底辺拡

大と女子選手のレベルアップを目的に編成した学童女子野球チームで、松江市をはじめ、出雲

市、雲南市、安来市、大田市からも参加を募り、現在は 6年生 14名、5年生 8名、4年生

5名の総勢 27名が所属しています。結成から 6年、その一期生となるメンバーの中から数

名は今年新たに創設された島根中央高校女子硬式野球部にも進学して野球を続けています。 

これまでは、毎年 12月に倉敷市で開催される「西日本選抜女子学童野球岡山大会」への参

加を最大の目標に掲げて活動しておりましたが、今年初めて 8月に愛媛県松山市で開催され

た「ＮＰＢガールズトーナメント」へ県軟式野球連盟の推薦をいただき、島根県代表として初

出場を果たしました。 

初戦の相手は東京代表の「オール府中女子」。相手は 30数チームの予選を勝ち上がってき

たチームで戦前はかなりの苦戦も予想されましたが、試合序盤から活発な打撃戦に持ち込み、

一時は 2点リードする展開まで持ち込んだものの、惜しくも６－９（時間切れコールド）で

敗戦しました。負けはしましたが、初出場で東京代表と互角に渡り合えたことは選手たちにも

大きな自信につながったことと思っています。 

現在チームは、次の目標である 11月の山陰大会の優勝、12月の西日本大会での決勝トーナ

メント進出に向けて、気持ちも新たに練習に励んでいるところです。引き続きしまねイザナミ

ガールズを応援してくださいますようよろしくお願い致します。 



 

●松江市軟式野球連盟からの報告 

令和元年８月２３日～２９日に、山城総合運動公園太陽が丘第１野球場他５会場で行われ

ました「第４回全日本中学女子軟式野球大会」に出場しました。 

「第４回全日本中学女子軟式野球大会」 

（結果） 

 島根県中学女子野球選抜…初戦敗退 

【大会コメント】 

 島根県中学女子野球選抜 

  昨年に引き続き、全日本中学女子軟式野球大会に参加しました。 

 結果は、本年度も初戦敗退となりましたが、良かったことは、前半から失点が続いても、誰

一人勝つことを諦めていなかったことです。 

 その思いがあったからこそ終盤追い上げることができ、本当の意味でチーム一丸となれたと

感じました。 

 新チームには、自分達が成し遂げられなかった「全国大会 1勝」を勝ち取ってほしいです。 

 応援いただいた家族・地域の皆様、指導いただいた監督・コーチ、本当にありがとうござい

ました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●松江市バドミントン協会からの報告 

令和元年９月２１日～２３日に、プリニーの総合体育館（各務原市総合体育館）で行われ

ました「日本スポーツマスターズ２０１９」に出場しました。 

（結果） 

 島根県…予選リーグ敗退  

「日本スポーツマスターズ２０１９」 

【大会コメント】 

 島根県 

 日本スポーツマスターズ岐阜県各務原市大会に女子６人で参加しました。予選リーグで

は、全国的にもたいへんレベルの高い愛知県・富山県チームと対戦しました。惜しくも敗れ

はしましたが、攻撃の仕方など学ぶことが多く、たいへん勉強になりました。今大会出場に

あたり激励金をいただき、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 

令和元年９月２１日～２４日に、岐阜メモリアルセンター長良川テニスプラザ（ハード）

で行われました「日本スポーツマスターズ２０１９ 岐阜大会」に出場しました。 

「日本スポーツマスターズ２０１９ 岐阜大会」 

【大会コメント】 

 島根県代表 

  岐阜県で開催された日本マスターズテニス競技に参加した。台風による試合方法の変更の

中、それぞれのカテゴリーで予選突破を目指し戦ったが、あと一歩力が及ばず予選敗退。しか

し確かな手応えを感じた戦いも有り、各々が弱点の克服を心に誓った。年々若い参加者が新し

く加わり、技術向上だけでなく体力維持も必要不可欠なこの大会で、1 年の自分の努力が試さ

れる。気持ちを新たに、来年に向けて精一杯練習に励みたいと思う。 

（結果） 

宗近 洋選手（ＤＥＮＥＢ）…男子シングルス予選Ｇ組 ２位 

永原 学選手・實重 悟選手（ＤＥＮＥＢ・ＪＡＭカンパニー） 

…男子ダブルス予選Ｊ組 ４位 

藤原圭子選手（ＤＥＮＥＢ）…女子シングルス予選Ｌ組 ２位 

平林祐子選手・徳永恵美選手（ＤＥＮＥＢ・ＨＩ－ＴＥＮＳＩＯＮ） 

             …女子ダブルス予選Ｃ組 ２位 



 

●松江市軟式野球連盟からの報告 

令和元年９月１３日～１８日に、松本市野球場他６会場で行われました「天皇賜杯第７４

回全日本軟式野球大会ＥＮＥＯＳトーナメント」に出場しました。 

【大会コメント】 

 （株）山陰合同銀行 

  昨年に引き続き天皇賜杯に出場させていただきました。開幕戦ではキャプティ(東京第 1

代表)と対戦し、投手戦の末 1-0 で勝利、翌日の 2 回戦では前年度優勝チームである京葉銀行

と対戦し、0-2 で敗退致しました。強豪を相手に 2 試合を戦い、非常に収穫のある大会とな

りました。今後もチーム力の向上と仕事との両立に励んでいきます。 

（結果） 

（株）山陰合同銀行…２回戦敗退 

「天皇賜杯第７４回全日本軟式野球大会ＥＮＥＯＳトーナメント」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●松江市剣道連盟からの報告 

令和元年１０月１９日に、高知県民体育館で行われました「第５４回全日本居合道大会」

に出場しました。 

（結果） 

 船津なが子選手…六段の部  １回戦敗退  

「第５４回全日本居合道大会」 

【大会コメント】 

 船津なが子選手  

  この度、第５４回全日本居合道大会に出場させていただきました。開催県の高知県連の

先生方をはじめ、たくさんの皆様にお世話になりました。素晴らしい運営で、安心して

試合に臨めました。残念ながら１回戦敗退と言う結果に終わってしまいました。それで

も、良い経験をさせていただいたことを今後に生かして修練したいと思います。 



 

 

  

●松江市ソフトボール協会からの報告 

令和元年１０月１９日～２１日に、いせはらサンシャインスタジアム・市営及川球技場等

で行われました「第２８回全日本実年ソフトボール大会」に出場しました。 

「第２８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 

  一週間前の台風の影響で日程変更があり、１回戦が１６時開始、勝利後は引き続き２回戦

に入るという強行スケジュールになりましたが、人工芝グラウンドでナイターゲームも経験で

き大変有意義なものになりました。来年も出場できるよう、さらに練習を積んでいきたいと思

っています。この度は激励金をいただきありがとうございました。 

（結果） 

松江フィフティーズ…２回戦敗退 



 

  
●松江市ソフトボール協会からの報告 

令和元年１０月１９日～２１日に、伊那スタジアムで行われました「第１４回全日本ハイ

シニアソフトボール大会」に出場しました。 

「第１４回全日本ハイシニアソフトボール大会」 

【大会コメント】 

 松江法吉ジャガーズ 

 大会初日の 10月 19が雨で、翌日に延期になった 1回戦は、和歌山県代表の和歌山南海

クラブと対戦。エースの岡本の好投と、打撃陣が速球派の相手投手を打ち込み 12対 3の大

差で勝利。2回戦は栃木県代表の姿川クラブハイシニア。1回戦に勝る速球に苦しみ、また、

連投の疲れから選考を許す展開となり、後半に 3点を返すも時すでに遅く、17対 3で敗退。

なお、相手チームはその後の 3試合を制し準決勝に進み惜敗。レベルの高いチームと戦った

素晴らしい経験を、来年以降生かせるよう頑張っていきたい。 

（結果）松江法吉ジャガーズ…２回戦敗退 



 

 
●松江市ソフトテニス連盟からの報告 

令和元年１０月１８日～２０日に、北上市和賀川グリーンパークテニスコートで行われま

した「第７４回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会」に出場しました。 

「第７４回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会」 

【大会コメント】 

 松江南高校女子ソフトテニス部  顧問 田邊  晋  

 この大会に参加し勉強したことが、これからの試合にペアとして生かすとともにチ

ームメイトに還元していって欲しいです。まずは新人戦に向け、個々が納得できる試

合ができるようチームが一丸となって協働しながら努力して欲しいと思います。  

（結果） 

 原田拓真選手・竹谷颯一郎選手…男子１回戦敗退 

 野津乙笑選手・高橋佑歩選手…女子１回戦敗退 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●松江市剣道連盟からの報告 

令和元年１１月３日に、大阪インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館）で行われまし

た「第６７回全日本剣道選手権大会」に出場しました。 

（結果） 

 吾郷健児選手…五段  １回戦敗退  

「第６７回全日本剣道選手権大会」 

【大会コメント】 

 吾郷健児選手  

  残念ながら 1回戦で敗退しました。全国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修練を続けていきたいと思い

ます。 



 

 

 

  

●松江市少林寺拳法協会からの報告 

令和元年１１月２３日～２４日に、スカイホール豊田（豊田市総合体育館）で行われまし

た「２０１９年少林寺拳法全国大会 in あいち」に出場しました。 

「２０１９年少林寺拳法全国大会 in あいち」 

【大会コメント】 

 松江中部 

 競技の部は、予選に於いて各コート上位 6 チームが決勝に進めます。女子マスターズに出

場した持田・村上組は 248 点で予選通過しました。決勝は 250 点で入賞は逃しました。他

の組の演武を見て、技の正確性等とても勉強になりました。来年は入賞できるよう技の正確性

を重視で練習していきたいです。大学生男子の部篭・下脇組は 248.5 点予選敗退。大学生女

子の部金森・久瑠馬組 243 点予選敗退。来年は予選を通過できるよう頑張りたいです。発表

の部で夫婦の部に出場した永井夫婦は 254 点でした。 

（結果） 

持田典子選手・村上陽美選手…一般女子マスターズの部予選通過 決勝２５０点 

篭 拡企選手・下脇優衣選手…大学生男子の部 予選敗退 

久留馬夏海選手・金森未紗選手…大学生女子の部 予選敗退 

永井 巌選手・永井京子選手…夫婦の部 ２５４点 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●松江地区レスリング協会からの報告 

令和元年１１月２２日～２４日に、駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場で行われ

ました「令和元年度東京都知事杯第１０回全国中学選抜レスリング選手権大会」に出場し

ました。 

（結果） 

 坂根海琉子選手…女子 42kg 初戦敗退  

「令和元年度東京都知事杯第１０回全国中学選抜レスリング選手権大会」 

【大会コメント】 

 松江レスリングクラブ  

  大会史上初めて東京都知事が開会式に来られ、小池百合子東京都知事が挨拶を行った。

今大会は、中学２年女子１名のエントリー。エントリー選手は８月につま先の手術を行

って、２か月間のリハビリを実施し、１０月末にマットに復帰。長い間、足を使った運

動が制限されるなかで、思うように体重調整や実戦練習が出来なかったが、出来る限り

の準備をして大会に臨んだ。今大会も、事前にトーナメント表が発表された。１回戦は

シードで初戦となる２回戦は世界カデット３位の強豪選手。この選手とは、三重県のロ

ーカル大会で対戦歴があり、接戦をものにして勝っているが今回も厳しい戦いとなった。

試合展開こそは、互角であったが、動きを研究しつくされ要所要所でポイントを重ねら

れ０－５で初戦敗退。勝つことも入賞することは出来なかったが、けがを乗り越えてマ

ットに復帰したこと、大会前日に現地の強豪クラブに出稽古を行い、同階級の全国チャ

ンピオンと約２時間に渡って切磋琢磨出来たことを、今後の競技活動に活かしてもらい

たい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●松江市剣道連盟からの報告 

令和元年１２月２２日に、新潟県立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） 

 原 碧海選手…小学生女子の部  １回戦敗退  

「全国道場少年剣道選手権大会」 

【大会コメント】 

 原 碧海選手  

  初戦の１回戦で敗退しました。攻める力は相手選手のほうが少し上手で、１本を決める

力の差が出たと思いました。全国大会でも勝てるように、中学生になっても練習を頑張

ります。たくさんの皆様に応援していただき感謝しています。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 

令和元年１２月２１日～２５日に、鳴門・大塚スポーツパーク内アミノバリューホール ソ

イジョイ武道館で行われました「第２８回全国小学生バドミントン選手権大会」に出場し

ました。 

「第２８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、小

学生バドミントン最高峰の大会に出場しました。細田選手は島根県女子団体チームの一員とし

て参加しましたが、おしくも一回戦で敗れました。また引野選手と川上選手は個人戦ダブルス

で２年連続ベスト８に進出し、前年の優勝者とファイナル勝負をするなど、強豪を相手に、練

習の成果を存分に発揮しました。 

 

 全国小学生バドミントン大会 細田華帆選手 

 私は、今年初めて全国大会に出場しました。会場に入ると県大会とは全くちがい、とてもき

んちょうしました。一日目、私は試合に出れなかったけど応援を精一杯してチーム一丸となっ

てがんばりました。でも一回戦で負けてしまったのでくやしかったです。２日目は負けた人ど

うしで試合をしました。シングルス３回とダブルス２回して、他の県の人と試合をするとスマ

ッシュの速さなどがとても速かったです。私もねばってがんばりました。シングルスは全勝し

たけど、ダブルスは一勝一敗でとてもくやしかったです。今回初めて全国大会に出ていろいろ

なことを学びました。 

 中学生になってもバドミントンで学んだねばり強さを生かして、いろいろなことに挑戦して

いきたいと思います。 

 小学生最後の全国大会 引野一真選手 

 １２月にあった全国小学生バドミントン大会に出場しました。全国大会出場は３年連続で

す。二回戦の相手は、九州５位でした。九州５位だあと思って油断していたら負けそうになっ

たけれど、なんとか勝つことができました。三回戦は、北信えつの一位とあたりました。一回

負けたことのある相手だったけれど、ストレートで勝つことができたので、うれしかったです。

次の日は、全国大会の最終日でした。去年の５位の記録をこえられたら良いなと思いました。

準々決勝は前回のチャンピオンとあたりました。スマッシュが速くて最初はついていけなかっ

たけれど、と中から取れるようになりました。結果はおしくもファイナルで負けてしまったけ

れど、良い試合ができたと思います。 

（結果） 

 細田華帆選手…都道府県対抗団体戦女子 １回戦敗退 

 引野一真選手・川上翔大選手…男子ダブルス６年生以下 ベスト８ 



 

 

 

●松江市スポーツ少年団からの報告 

令和元年１２月２６日～２９日に、鹿児島ふれあいスポーツランド他で行われました「Ｊ

ＦＡ第４３回全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会」に出場しました。 

「ＪＦＡ第４３回全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会」 

【大会コメント】 

 東出雲ＦＣ 

 僕達東出雲ＦＣは、１２月２６日から２９日に鹿児島県で開催された全国大会に出場してき

ました。全国のレベルはものすごく高く、島根県で通用したことが全くと言っていいほど通用

しませんでした。 

 島根県、そして自分達のレベルの低さを痛感しました。ですが、いくら点差が離れても、僕

達のサッカーを貫くことができました。そしてＯＮＥ ＴＥＡＭになって戦うことができまし

た。 

 この全国大会に出場して経験したことを、ただの経験で終わらず経験値に変えて、これから

のサッカー人生に生かして全力で頑張っていきたいです。 

（結果） 

 東出雲ＦＣ…１次ラウンド第１戦～第３戦 敗退 


