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9月 26日 か ら10

月 6日まで和歌山県

で 開 催 さ れ た

「2015紀の国わか

やま国体」に、新庄

在住・在校 。在勤、

新庄出身の 14人 が

選手として、5人が

監督・コーチとして

出場しました。

この広報が発行に

なる頃はすでに終了

していますが、大会

結果は市民プラザな

どに掲示しますので

こ覧ください。

山形県代表として

健闘した各選手に拍

手 |

*右名簿の競技・氏名の
順は山形県体育協会発行
の「国体選手団名簿」に
よっています。
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市民エアバレー大会
●と き 11月 15日 (日 )8:30～
●ところ 新庄中学校体育館

●申込み 受付中 (10/26まで)

まずは新庄市体育協会に
お電話ください。公 22…0681

スイカ柄のビニールボール

を使うバレーボール。バレー

経験がなくても誰でも安全に

楽しくできます。
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紀伊 海秀 君

この夏、東北勢が甲子園を沸かせました

富城県代表 :仙台育英高 《準優勝》
山形県代表 :鶴同東高 《ベスト16》

県大会から甲子園大会まで
両校の中心選手として大活躍した

新庄出身の紀伊君と柿崎君に
甲子園のことや今後の抱負を聞きました

Ql甲 子園の土を踏んだ時の感想は ?

〔柿崎〕いつもテレビで見てい  〔紀伊〕数々の名勝負が生まれ
た球場に立ち、今その場所にい  た場所に来る事ができたと思う
るんだなと思い、すごく感激し  と同時に、これまでの3年間を
た 。 ぶつけようと思った。

Q2野 球を続けてきて、今思うことは ?

〔紀伊〕苦しい事を乗り越えな  〔柿崎〕月ヽさい頃からやってき
ければ楽しい事はやってこない  て、苦しいときもあったが、甲
という事。無駄な努力は無いと  子園に出場でき、お世話になっ
いう事。 た人に恩返 しがで きた。

Q3二 人は中学時代チームメイ ト。すごいところは ?

〔柿崎〕紀伊君は体が大 きく、 〔紀伊〕月ヽ柄な体から出てくる
速いスイングでボールを遠くま  パヮー、リストの強さ。足も守
で飛ばすところがすごい。    備も素晴らしい。

Q4自 分でもつと高めたい、強くしたいことは ?

〔紀伊〕全てにおいて強くした  〔柿崎〕肩を鍛え送球を良くし、
い。これで良いと思ってしまえ  足に自信があるのでベースラン
ば成長はないので、全て。    エングを磨きたい。

Q5 最後にひとこと。今後の豊富と後輩への言葉を。

〔柿崎〕 4年後、プロになって  〔紀伊〕今後も野球をさせても
帰ってきます。後輩には絶対に  らいます。その幸せを忘れずに
甲子園に行くという強い気持ち  精一杯やっていきます。後輩の
を忘れずに努力し、自分達に続  皆さん、やってみなければ分か

君

き甲子園に行ってほしい。

～～～二人から～～～

市民の皆さん 温かい応援

ありがとうございました。

らない事がたくさんあります。
だから何事も最初の一歩が大切
です。
私の高校野球は「幸せJと「感

謝Jと いう言葉に尽きます。

f山台育英高校3年

(明倫中学校卒)
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町内会や職場でやつてみませんか

軽スポーツ用具をお貸しします

可 う イ ノ`グ ギ ノ 2/7

●市出前講座にお申込みください。

新庄市スポーツ推進委員が指導し

ます。

新庄市社会教育課

(TEL〕 22-2111 内線4772

●軽スポーツ用具は他にもあります。

《申込み 0問合せ先》
新庄市体育協会 (野球場内)

〔TEL〕 22-0681
′ブこ弓向 ノ`R~ゴ ‖′

~7 7K弓 ′゙/77向 R



スポーツ少年団 ★新庄市空手道連盟は、昭和61

年、山形県空手道連盟が県内 3
プロック持ち回りで開催 してい

た「県空手道選手権大会Jを新

庄 。最上の地で開催することを

機 に、 3団 体で結成 し現在 に

至っています。

結成以来、毎年 1回「新庄市

空手道錬成大会」、年 2回 「合

同強化練習会」に取 り組んでき

ました。

また、連盟所属会員の技術力
を高めるため、①県内外で行わ

れる講習会への派遣や講師を招

致し地元で独自開催②連盟指導

陣による合宿を含む強化練習会
の実施③県内外で行われる各種

大会に積極的に参加するなど

し、選手、指導者のスキルアッ

プを図っています。

★空手人口拡大のため、各団体
が各地区公民館祭りでの形演武
発表や、独 自の会員募集ポス

ター掲出、公共紙への活動記事
の提供、地元開催の大会への見

学、応援の呼びかけなどに取組
んでいます。

★平成15年 4月 に、中学生の活

躍が認められ、最上地区中学校

体育連盟に加盟しました。これ

により、小学校から中学、高校、

大学、一般まで継続できる流れ

ができました。

新庄市空手道運盟
〔会 長〕須藤 俊亮

〔副会長〕武田 政夫

〔理事長〕安食  孝

★県大会では上位入賞を多数出

していますが、全国大会では、

関東、西日本勢が強 く壁を突破

できない状況です。
この要因は、強い地区は空手

人口も多 く、優秀な選手、指導

者が近 くにおり、技や指導を日

常的に見たり、体験できること

があります。このハンディを少

しでも解消するため、市体協の

「育成強化事業補助」を活用 し

て、優秀指導者を招いての講習

会、地区外合同練習会への参加、

強豪団体への練習派遣などを

行っています。

☆今年 1月 に空手発祥の地「沖

縄」での強化練習会に東北強化

選手の一員として高校 1年生 1

名を派遣 しました。この選手は、

インターハイに出場 し、東北総

体で も少年女子「形」で優勝、

国体に出場 しました。今年の国

体には市連盟から監督 1名 、選

手 3名が山形県代表として出場

しました。

☆少子化により、各種スポーツ

団員が減少傾向にある今日です

が、各スポーツ、武道団体が全

国で活躍できる選手を輩出し、

元気な地域づ くりの一端を担っ

ていく所存です。

副会長 武田 政夫

スボーツ少年大会
《8月 7日～9日》
《神室少年自然の家》

新庄地区柔剣道錬成会スポーツ少年団》
生から八鍬美咲さん、曽根田祐介くん、

左藤 慧くん、平賀春多朗くん

新庄地区柔剣道錬成会スポーツ少年団

八鍬 美咲

私|よ、最初不安でした。それは、

部屋に行くと矢□らない人ばかり

だつたからです。

1日 日、自分で行動し、みんな

で輪を作るというゲームがありま

した。私は、このゲームは、みん

なと仲よくなり、チームワークを

作るためのゲームだと思いまし

た。

剣道の団体戦では、チームワー

クのもとにみんなが一致団結しな

ければ勝ち上がること|まできませ

ん。これからも団体の試合がある

と思いますが、私|よ、スポーツ少

年大会で学んだことを活かし、

チームワークを大切にし、仲間と

今までよりもつと仲良くなれるよ

うにがんばろうと、改めて思いま

した。
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辣・16写留『
・

スポーツクラブ
「からだ」元気 !「こころ」健康 !

クラブ事務局 (野球場内)

丁EL 22-0681
*10月 1日以降の入会は年会費が

半 歳雪l=ナrh」 =‐ォ

癒しのフラ

(ダンス)教室

毎週木曜日

10:00～ 12:00

【市民プラザ】
日 1 100円 些 汁 ム・笙 函 7偏 畔 た つ nハ 々 イ ハ



ことしの県レリエーション大会は新庄会場。

参力]。 スポーツ本来の目的である “遊び"と

会場に咲きあふれました。

9月 5・ 6日、13種 目に県内各地から727人 が
“楽しさ"を実感させる、素敵な笑顔が、市内12

○体を強くし、競技力をレベルアップしたい方

○健康のため、美容のため、シェイプアップしたい方

お気軽にどうぞ。容22-0681

新庄南高バ ドミント
ン部の トレーニング
の様子

レッグカ…ル

太もも裏痩せの効果がある

下半身の筋 トレマシンです。

エアロバイク⇒

自分にあったメニューを選び、

結果をプリントできます。

ベンチプレス

男性はたくましい胸板が♪
女性はバス トアップ効果&
姿勢がキレイに♪

アプドミナル
腹筋を鍛えることで、腰痛
予防やバランスの向上が期
待できます。

フラダンス グラウンドゴルフ

ラージボール卓球 ターゲットバードゴルフ バウンドテニス フォークダンス

市民球場内
トレーニングルームを

ご利用ください

《利用時間》
8:30～21:00

《利用料金》

大人 ]時間200円
高校生以下 1時間100円
5人以上の場合の割引料金
・大人 1人 ]時間160円
・高校生以下 ]人 1時間80円

《休 み》

毎月第 2火曜日

効果的な トレーニング法や注意点

などをアドバイスします。

〔期 間〕 ]1月～ 1月

〔曜 日〕 第 1・ 第3月 曜日

〔時 間〕
・トレーニングは初めての方

健康のために運動したい方は

10:00～ 11:30
13:00～ 14:00

・筋力 ・競技力を∪Pしたい方は ～～～～その他にも 17種類の トレーニングマシンがあります。～～～～16:00～ 17:00


