
墓
汐

2016

希 望 郷
第 71回 国民体育大会
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10月 1日 か ら11日

間開催された第71回 国

体 【2016希 望郷 いわ
て国体】に、新庄市内在
住 。在校 。在勤・出身の
16人が山形県代表選手
として、7人が監督・コ

ーチとして出場しました。

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

に拍手を送

りましょう!

うよ

『
―
―

え伝動感

《ソフトボール》

〈バドミントン〉
(空  手 道〉

〈バスケットボーリレ〉

〈自 転 車》

〈ボクシング〉
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感 謝。
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成年女子 日下 真希

成年女子 吉田  舞
成年男子 齋藤 大慎
成年男子 叶内 史也

少年男子 笹原 渉平
少年女子 齋藤 沙希

少年男子 笹原 大輝

成年男子 佐藤 悠人
少年女子 福嶋 佳愛

成年男子 小山内純平
少年男子 矢□  翔

成年男子 佐々木 徹

成年男子 菅藤 貴昭

少年男子 山科 英幸

少年男子 武田  陽

少年男子 内構 拳斗
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8月 に北信越で行われた全国大会

に、市内 3中学校の4選手が出場、

大健闘しました。

◆陸上 阪  希望
(日 新中3年 )

◆卓球 伊藤みちる
(萩野学園7年 )

◆ソフトテテっ不女子ペアもい
三浦 朱璃・伊藤 桃花

(明倫中 3年 )

阪選手は、 100m障 害で、東北

大会では大会新で優勝。全国大会で

も準決勝で ]4秒 05の 自己ベス ト

で決勝に進出し、見事 7位入賞を果

たしました。
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国体マスコット わんこきょうだい

山梨学院大学 2年 (新庄中卒)

東京富士大学 ]年 (新庄中卒)

日本体育大学 1年 (新庄中卒)

東北福祉大学 1年 (日 新中卒)

酒田南高 3年 (萩野中卒)

天童高 2年 (明倫中卒)

新庄神室産業高 2年 (金山中卒)

TOSHIBA
山形中央高3年 (萩野中卒)

山形銀行 (新庄中卒)

羽黒高2年 (日新中卒)

山形航空電子の
山形航空電子①
新庄神室産業高 2年 (鮭川中卒 )

新庄神室産業高 2年 (明倫中卒)

新庄神室産業高 2年 (最上中卒)

※競技 氏名の順は山形県体育協会発行「国体選手団名簿Jによっています。

写真中央が
阪さん

阪選手～今後に向けての決意～     `
昨年のジュニアオリンピックで全国2位になってから、ことしの全国中

学校大会で 13秒台で優勝することを目標として練習してきたので、7位
に終わりすこく悔ししヽです。

これから迎えるジュニアオリンピックで |よ 、 ]3秒台を達成して優勝し、
来年のインター八イ出場につながるよう頑張り讀す。

(ジュニアオリンピック|よ ]0月 28日 から横浜市で開催されます。)



饒隕 輯蝙餃 曖濶 影勒
第19回山形県ジュニア駅伝競走大会

8月 7日 、標高 ]000m蔵王坊平アスリー トヴィレッジで行われた「山形県ジュニア駅伝大会Jで、男子が

全34チーム中4位に入賞、新庄市チームとして歴代最高の成績を収めました。

女子チームも、第 2区で本合海小の清水さんが区間賞を獲得し9位に入る健闘を見せ、将来の駅伝新庄 ・最上

チームの選手が着々と育つています。来年度は陸上競技場が全天候型 トラックとなります。陸上競技がますます

盛んになることを期待しましょう。
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総合4位
第 ]区 【3 0km】
第2区 【]9km】
第3区 【2 8km】
第4区 【1 9km】

第5区 【2 8km】

男子
◆清水 拓斗
◆佐々木響己
◆叶内 公平
◆奥山 拳生
◆大内 空輝

(八向中 2年 )

(新庄小 6年 )

(八向中 2年 )

(萩野学園6年 )

(明倫中 3年 )

《講師から》プレパレーシ∃ンをやらずに

練習だけをするのは、自らケガをしにいく、

自ら競技パフォーマンス向上を放棄するよ

うなもの !毎日少しずつでもいいから、し

つかりと練習に取り入れることが大切 |

女 子  総 合 9位
◆伊藤 未結 (萩野学園9年 )

◆清水 妃菜 (本合海小6年 )

◆難波 樹璃 (日 新中2年 )

◆佐藤 青空 (沼田小6年 )

◆高橋 紗耶 (新庄中3年 )

【ピラープレ
パレーション】
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【ランニングパフォーマンス向上セミナー】

饉 荼鑢凛彗鳳拿@
蓼膀魏饂鶉夕膀了鰈聰吻lhなけ

7月 25日、ウェルネススポーツ代表の齋藤邦秀氏を講師に招き、ランニ
ング前にやるべきプレパレーションをジュニア駅伝出場選手、小中高陸上
競技者、陸上競技指導者が競技パフォーマンスアップのための練習前の準
備について学びました。

セミチー動凸はミちらから
ご覧〈t‐ 0い

燿

姿勢や筋肉のバランスを整える。ス

トレッチを中心に、足、首、股関節、

胸椎、肩甲骨周りは重点的に行う。 Facebook



大活躍の2選手にインタビュー

【男子第2区で区間3位】
佐々木響己くん

(2総合 4位に人賞した感想は ?

走っているときに少しペースダウ
ンして、区問 3位だった事がすごく
悔 しかったです。その悔しさを次に
ぶつけて走 りたいです。

Qどのような練習をしていますか ?

疲れにくいフォームで走 り、 l km
を3分のペースで走ることを′亡、がけ
ています。ダメなところを練習で 1自

し、よかったところはさらに良くす
るため、どうするかを考えて練習し
ています。

Q将来の |1標 は ?

人に教えてあげる人になりたい。
自分の力をさらに高めるとともに、
自分が教えた人が、走ることが楽し
いと思えるようになればいいと思い

ます。

【女
翫

2憲
l]賞

】

Qlえ 1問 賞受賞しての感想は ?

区間賞を受賞しとてもうれかった
です。走ることが楽しいので、より
早 く走れるようになりたいと思いま
した。

Qどんな練習をしていますか ?

普段は、人向スポーツ少年同でバ

スケットを習ってます。夏も冬も長
距離を走 りこんで足を鍛えてます。

Q次 |'11大会へ向けて

自分のスピー ドやリズムを大切に
しながら、楽しく、 いい走 りができ
るようにしたいです。次回大会も区
間賞をめざし、練習の成果が出るよ

うにしていきたい。

電υttXD秋ポooM h新劇

と量でポイン トを競う大会。
16チーム・68名が参カロし約40キロのゴミを回収。

卿 り鑑与IX葬共t蟹6

師を招きサッカーの基礎を学びました。
市内外の年中児から小学3年までの37名が参加。

腑

【ムープメントスキル】 ヽ

総合的なランニング動作を効率よく行

うためのスキルを身に着けるエクササ

イズ。全身を使いスキップや腕降り等、

ランニング ドリルなども取り入れる。

【ムニブメントブレパレーション】
心拍を上げて体を運動できる状態に持つていき、

反動を使つたス トレッチで連鎖的に体を動かす。

脳、神経、筋肉のリンクを高めることで運動時の

全体的なパフォーマンスを上げる効果がある。

篭
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秋 寺
∫[[:デ聯彎瀑旨IⅧ歪″需秋を満喫しましたοスボ レク祭

～参カロ無料～ か らだ 、 動かしてみませんか?
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●と き 11月 20日個)8:00～
●ところ 新庄市体育館

●申込み 10月 31日曰まで

●問合先 新庄市体育協会 a22-0681
エアバレーとは?

スイカ柄のビニールボールを使つた、6人制のバ
レーです。どなたでも、簡単に楽しめる競技です。

【か て サッ ー =21
「サッカーが好き 。上手になりたい 。始めてみたい」という
子供たちを対象に、秋のサッカー祭りを開催します。

●と き 10月 23日個)8:30～
●ところ かむてん公園「すぽ一てぃあ」
●申込み 10月 16日 (日)まで

●問合先 すぽ―てぃあ 容23-1000

新庄市体育協会 諄
一

饒


