に向けて
平成 29 年 9 月 30 日～ 10 月 10 日、愛媛県において愛顔つなぐえひめ国体が開催され、本市でも６つの競技
が行われます。また、その後県内では第 17 回全国障害者スポーツ大会えひめ大会も開催されます。日本代表で、
国際大会などでも活躍されている近藤楓選手と立川新選手に国体に向けてのメッセージをいただきました！

柔道
た つ か わ

あらた

立川

新さん

＜東海大学所属＞
Ｑ . 柔道を始めたきっかけは ?
Ａ . 父が学生時代、一緒に柔道をしていた人たちが
川之江柔道会で柔道を教えていたため、父が私を道
場に連れて行ってはじめたそうです。私もまだ 3 歳
くらいだったので、記憶に残ってないくらいからやっ
ています。

【近藤楓選手経歴】
平成 3 年生まれ（25 歳）
土居町蕪崎出身
旧土居町立北小学校
市立土居中学校
県立新居浜商業高等学校
大阪人間科学大学
トヨタ自動車所属

Ｑ . 柔道の魅力は ?

（戦績）
リオデジャネイロオリンピック
Ａ . 自分よりも経験豊富で、強い選手たちと試合を
女子バスケットボール日本代表
した時に、豪快な技で投げて勝つと凄く爽快感があ
第 8 位入賞

ります。

Ｑ . えひめ国体に向けてのメッセージをお願いします。
Ａ . 昨年は、いわて国体でベスト 8 という悔しい結
果でした。この悔しい気持ちを糧に、今年のえひめ
国体は何としても優勝したいと思います。愛媛の選
手みんなで力を合わせて勝ちにいきます。

写真：ＷＪＢＬ提供

女子バスケット
ボール
こ ん ど う

かえで

近藤

楓さん

＜トヨタ自動車所属＞
Ｑ . バスケットボールを始めたきっかけは ?
Ａ . 叔母がバスケットをやっていたのをきっかけに、
小学２年生からミニバスをはじめました。
Ｑ . バスケットボールの魅力は ?
Ａ . バスケットはラリーが多く、特にスピード感の
ある攻撃が魅力です。また、攻守の中で相手との読
み合いも面白いところだと思います。
【立川新選手経歴】
平成 9 年生まれ（19 歳）
妻鳥町出身
市立上分小学校
市立川之江北中学校
私立新田高等学校
東海大学所属

Ｑ . えひめ国体に向けてのメッセージをお願いします。

Ａ . 私は学生時代に国体に出場し、多くの経験をさ
せていただきました。国体は、スポーツの振興や地
域の活性化につながる素晴らしい大会だと思います。
その大会が地元愛媛で行われることを、とてもう
写真：ご家族提供
れしく思います。出場される選手やスタッフ、この
（戦績）
平成 28 年度 全日本ジュニア体重別選手権大会 73kg 級 優勝 大会に関わる全ての皆さまが、それぞれの役割の中
平成 28 年度 講道館杯全日本体重別選手権大会 73kg 級 優勝 で力を発揮し、素晴らしいえひめ国体となることを
グランドスラム東京 2016 大会 73kg 級 第 3 位
期待しています。

空手道

白川かずこさん

（四国中央市空手道
協会事務局長）

綱

引

ひでとし

合田英紀さん

（四国中央市綱引
協会会長）

エアロビック

ひ さ え

塩入久恵さん

（四国中央市エアロ
ビクス協会理事）

空手道は沖縄が発祥でこのたび、
空手道競技が 2020 年東京オリンピッ
ク 種 目 に 決 定 し ま し た。 空 手 道 は、
全日本空手道連盟の直接攻撃を当て
ないノンコンタクトルールの組手・
形と、極真会の直接攻撃ルールがあ
り、約 1 億人の競技者がいます。空
手道の礼節を重んじ、
正々堂々と「心・
技・体」を展開し胸のすくような勇
姿と感動を、会場で皆さまにご覧頂
いたらと思います。

こうゆう

男子社会人チームの四国中央綱 友
会、松山拠点女子選手との合同チーム
であるＩＴＰえひめ、そして高校生
チームの土居高校綱引同好会は、えひ
め国体の綱引競技会場であるアリーナ
土居で日々練習に励んでいます。1 月
の県選手権や 3 月の全日本選手権な
ど、重要な大会が続きます。えひめ国
体では、競技面・運営面ともに良い結
果となるよう、地元の声援を力に頑張
ります。応援よろしくお願いします！

エアロビックダンスは、
9月3日
（日）
本市で開催される国体種目の先陣を
切って行われます。デモンストレー
ション種目として実施目的がぴった
りなエアロビックは、健康増進や体
力向上はもちろん地域コミュニティ
でも楽しまれています。お子さんか
ら年配の方まで、年齢や運動経験を
問わずにできるエアロビックで、み
なさん笑顔いっぱいの体験をしませ
んか？

本市で開催される６つの競
技である、軟式野球・フェン
シング・ラグビーフットボー
ル・空手道・綱引・エアロビッ
クの関係者の方に、えひめ国
体に向けての抱負をお聞きし
ました！

ラグビー少年の部が本市で開催され
るにあたり、本市協会では一人でも多
くの地元選手が愛媛選抜として国体に
出場できるように、幼児から社会人ま
でが同じグラウンドで練習を行い、カ
テゴリーの枠を超えた強化をしていま
す。国体本番では、地元選手の活躍と
あわせて、大会運営でも協会一丸と
あきひろ
なって取り組みますので、応援よろし
日野哲博さん
（四国中央市ラグビー くお願いします。皆でスポーツの祭典
フットボール協会理事） であるえひめ国体を楽しみましょう！

ラグビー
フットボール

えひめ国体四国中央市
競技会場地マップ

☆四国中央市で開催される競技☆

日 程

■正式競技…都道府県対抗の得点対象競技（全 37 競技）
競技名（種別）
競技会場
軟式野球（成年男子）
浜公園川之江野球場
フェンシング（全種目）
伊予三島運動公園体育館
ラグビーフットボール（少年男子）
スカイフィールド富郷
空手道（全種目）
伊予三島運動公園体育館
■公開競技…都道府県対抗の得点の対象にはならない競技（全 4 競技）
競技名（種別）
競技会場
綱 引
土居総合体育館（アリーナ土居）

競技別会期
10 月 6 日（金）
10 月 1 日（日）～ 4 日（水）
10 月 1 日（日）～ 5 日（木）
10 月 7 日（土）～ 9 日（月）
競技別会期
9 月 9 日（土）・10 日（日）

■デモンストレーションスポーツ…県内に住んでいる人が参加できる種目（全 28 種目）
競技名（種別）
競技会場
競技別会期
エアロビック
伊予三島運動公園体育館
9 月 3 日（日）

軟式野球

ま さ お

石川允雄さん

（四国中央市軟式
野球協会会長）

フェンシング

せい

佐々木 聖さん

（愛媛県フェンシング
協会強化育成担当）

国体軟式野球競技は、各都道府県の
予選会で優勝したのち、ブロック大会
代表となったチームが参加する大変レ
ベルの高い大会です。ぜひ、多くの皆
さまにご観覧頂ければと思います。軟
式ボールが誕生して、100 年近くにな
ります。野球界全体における軟式野球
の位置づけと役割を明確に、大会を通
じて市内外に幅広くアピールしたいと
考えていますので、市民の皆さまのご
支援よろしくお願いします。

フェンシング競技が開催される本市
に拠点を置き、日々練習に励んでいま
す。フェンシングにはフルーレ・エペ・
サーブルの 3 種目があり、使用する剣・
ルールが異なります。えひめ国体では、
少年男女フルーレ、成年男子フルーレ・
エペ、成年女子フルーレ・サーブルの
団体戦が行われます。国体本番では、
選手・運営一丸となって、チーム愛媛
で戦い抜き、一番輝く愛顔をお見せし
ます。ご声援をよろしくお願いします。

上位入賞目指して愛媛
のラグビーを盛り上げ
ます！

ラグビーを通してたく
さんの人に笑顔を届け
ます！

いわて国体よりもいい
結果が残せるように頑
張ります !!

ラグビー 矢野凜佳さん

ラグビー 香川夢季さん

ラグビー 山瀬小夏さん

ラグビー 石川

（三島高校２年生）

（三島高校２年生）

（三島高校２年生）

えひめ国体が盛り上が
るように皆で頑張りま
しょう！

えひめ国体を素晴らし
い国体にするために頑
張っていきましょう！

ラグビー 定岡

２０１６いわて国体に出場した
本市在住および出身の選手や監督
と、全国障害者スポーツ大会いわ
て大会に出場した選手に、本年の
えひめ国体および全国障害者ス
ポーツ大会えひめ大会への抱負を
お聞きしました。

ラグビーを通じて笑顔
と勝利をつなげるよう
頑張ります！

今まで積み重ねてきた
ものを発揮できるよう
に頑張ります。

最高の笑顔で終われる
ように頑張りましょ
う！

感謝の気持ちを忘れず
に一緒に頑張りましょ
う！

フェンシング 村上万里亜さん

フェンシング 白峰杏香さん

フェンシング 登尾早奈さん

（三島高校２年生）

（三島高校２年生）

（三島高校３年生）

（三島高校３年生）

一戦一戦、悔いの残ら
ないように全力でプ
レーしてください！

総合優勝を目指して、
四国中央市が盛り上げ
ていきましょう！

支えてくれた方に恩返
しできるよう頑張りま
す！

愛顔つなぐえひめ国体
に、 応 援 お 願 い し ま
す！

地元優勝という最高の
結果で、えひめ国体を
盛り上げます。

愛顔で自分らしく、最
高のパフォーマンス
を !!

ラグビー 児玉和熙さん

ラグビー 坂上知志さん

ラグビー 宇田龍司さん

フェンシング 森 美里さん

フェンシング 三好茉莉子さん

フェンシング 平石典子さん

フェンシング 福本かなさん

（三島高校３年生）

（三島高校３年生）

（三島高校３年生）

（三島高校３年生）

（四国中央市役所）

（三島南中学校教諭）

（サントリーホールディングス）

（三島高校教諭）

えひめ国体に優勝でき
るよう日々の練習を頑
張ってください。

えひめ国体の選手に選
ばれて、活躍できるよ
うに頑張ります！

えひめ国体の選手に選ば
れて、チームに貢献でき
るように頑張ります！

地域全体で盛り上げて
いきましょう！

笑顔のえひめ国体にな
るように、頑張ってい
きましょう！

いわて国体では、悔い
が残ったので、えひめ
国体も必ず出ます！

愛媛県一丸となって、
上位入賞できるように
頑張ります。

えひめ国体に向けて監
督・選手一丸となって
頑張ります。

ラグビー 三好優作さん

ラグビー 大川歩夢さん

ラグビー 宇都宮伶斗さん

ラグビー 西岡

陸上競技 長野航太さん

フェンシング 向井達也さん

フェンシング 三好啓一さん

（松山聖陵高校３年生）

（三島高校２年生）

（三島高校２年生）

（三島高校３年生）

（三島高校３年生）

（川之江北中学校３年生）

（四国中央市役所）

（久保組）

100 メートルで記録を
作って金を取りたいで
す。

アキュラシー、ディス
タンスの両方とも金を
狙っていきたいです。

えひめ大会では、金を
取れるように頑張りた
いです。

えひめ大会の選手に選
ばれるように頑張って
いきたいです。

愛媛のみなさんに元気
を届けられるよう頑張
ります！

代表に選ばれるよう結
果を出し、活躍してい
きます。

チーム愛媛で、感謝の
気持ちを忘れずに頑張
ろう！

周囲の方々への感謝の
気持ちを持って頑張り
ましょう！

陸上競技 尾崎恭介さん

フライングディスク 神野大輔さん

フライングディスク 加地 巧さん

フライングディスク 梶原純逸さん

バスケット 近藤由惟さん

自転車 真鍋智寛さん

（檜垣造船）

（松山聖陵高校３年生）

昴さん

黎さん

葵さん

水泳 塩入

梓さん

柔道

松西夢紀さん

（三島高校３年生）

柔道

松長佳吾さん

（三島高校３年生）

