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鷹栖全国ミニ初出場!!
去る、１月２４、２５日両日、富山県西部体育センター
にて行われた、第２７回富山県春季ミニバスケットボール
大会において、鷹栖バスケットボールチームが滑川ミニバ
スを３５−３４で下し、全国大会の出場を手にしました。
鷹栖チームは、３月２８〜３０日まで東京都で開かれる
全国大会へ富山県代表として出場します。
また、春季大会には男子では庄東、女子では砺波東部、
となみが出場し、庄東、砺波東部とも３位と健闘しました。

砺波クラブ全国大会出場！
去る２月７、８日両日富山県西部体育センターにて行われた第９回北信越クラブバスケットボール選手権
大会兼第３０回全日本クラブ選手権大会北信越予選会に県代表として砺波クラブが出場しました。
同大会は北信越５県の１位２位のクラブチームが参加する大会で、砺波クラブは長野１位の
すずらんクラブ、福井１位のデンジャラス、石川１位の金沢西クラブを破り見事３位となり、
３月１３日〜１５日に東京都で開催される全国大会に出場することとなりました。
なお、砺波クラブの北信越大会の結果は次のとおりです。
（１回戦）砺波クラブ 68−63 すずらんクラブ （２回戦）砺波クラブ 81−74 デンジャラス
（準決勝）砺波クラブ 57−102 新潟アルビＡ２ （３位決定戦）砺波クラブ 92−54 金沢西クラブ

｢第１４回 JHS となみバスケットボール大会｣開催
県内外の強豪チームを招き、昨年１２月１３、１４日の両日、富山県西部体育センターにて『第１４回 JHS
となみバスケットボール大会』を、砺波市バスケットボール協会主催で開催しました。参加チームは市内３
中学のほか、県内外の１２中学校から男女計１８チームが参加して優勝を目指し熱戦を展開しました。
市内チームでは、男子庄西中、女子般若中が４位と健闘しました。試合結果は次のとおりです。

男子の部
（１位リーグ）①依田窪南（長野） ②松岡（福井） ③津幡南（石川）
（２位リーグ）①庄西

②聖籠（新潟）

（３位リーグ）①出町

②入善

③創徳（三重）

③般若

女子の部
（１位リーグ）①進明（福井）

②灯明寺（福井）

（２位リーグ）①般若

②聖籠（新潟）

（３位リーグ）①出町

②庄西

③入善

③錦城（石川）

③篠ノ井東（長野）

国民体育大会、市内出場選手大健闘!!
１０月２６日〜３０日にかけて、静岡県で第５８回国民体育大会が開催されました。
砺波市関係者では成年女子に上畑宏美さん、南部聡子さんの２名が、少年女子では高田
恵さん、小森菜美さん、川辺真理子さん、今藤さやかさんの４名が出場しました。結果は次のとおり。
成年女子 （１回戦）富山 63−44 静岡（２回戦）富山 67−75 愛媛
少年女子 （１回戦）富山 68−52 滋賀（２回戦）富山 68−91 長崎

日本リーグ砺波大会開催！
去る、２月２２日富山県西部体育センターにおいて第３７回バスケッ
トボール日本リーグ砺波大会が開催されました。
日本リーグの試合に先立ち、富山県中学選抜男子 VS 石川県中学選抜男
子の試合が開催されました。富山県選抜チームには、市内中学の３選手
（庄西中：小竹浩介、吉田渉、出町中：飛田雄平）が選ばれています。
午後からは、北陸電力ブルースパークス VS 豊田通商ファイティングイ
ーグルスの試合が行われ、熱戦を展開しました。結果は次のとおり。
富山県中学選抜 59−45 石川県中学選抜

北陸電力 57−104 豊田通商

全国大会出場、おめでとう〜！企画
全国大会出場、おめでとう〜！今回は特別企画で、出場選手を紹介しちゃいま〜す。

第35回全国ミニバス大会
鷹栖ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
ｺｰﾁ 猪原 靖久
Aｺｰﾁ 柴田 秀樹 Aｺｰﾁ 山本
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 構
勇紀
4
吉岡 将成 12 水越
5
寺 崇寛 13 渕崎
6
中谷 貴大 14 西村
7
中明 佑介 15 南島
8
平木 翔夢 16 三輪
9
斉藤 圭吾 17 樋掛
10 石川 誼希 18 西村
11 石川 将司

明映
琢也
颯
翔太
八雲
和輝
直浩
文哉

第30回全日本ｸﾗﾌﾞ選手権大会
砺波クラブ
監督 田村 仁志
ｺｰﾁ 斉藤 裕之
Aｺｰﾁ 杉本 賢二
4
谷口 聡成 12 戸田 智也
5
堀田 哲博 13 山本 明映
6
森田 要 14 竹部 敏雄
7
今江 安正 15 中辻 将弘
8
永田 俊史 16 谷口 裕嗣
9
川上 直樹 17 小島 悟
10 龍田富美男 18 神島 一晃
11 石浦 泰男 19 新村 賢二

第17回都道府県対抗ｼﾞｭﾆｱ･ｵｰﾙｽﾀｰ大会

選手
選手
選手
監督
ｺｰﾁ
選手
選手
選手
選手

男子選抜チーム
飛田 雄平 出町中学校
吉田 渉 庄西中学校
小竹 浩介 庄西中学校
女子選抜チーム
加藤 裕久 出町中学校
上畑 宏美 庄西中学校
小森香穂里 出町中学校
小林 里沙 出町中学校
野原美奈子 出町中学校
松本 知佳 出町中学校

今後の大会予定
【ミ ニ】 3 月 7 日

第 15 回砺波市ミニバスケットボール新人大会

（砺波市体育館）

第 13 回砺波市スポーツ少年団交流大会

（砺波市体育館）

【中 学】 5 月 22〜23 日

第 7 回ﾁｭｰﾘｯﾌﾟｶｯﾌﾟﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

（県西部体育ｾﾝﾀｰ）

【一 般】 4/18〜5/16

第 46 回富山県一般男女選手権大会

（県総合体育ｾﾝﾀｰ他）

5 月 22〜23 日

第 10 回富山県ママさん大会

（北陸電力体育館）

4 月 24〜29 日

第 58 回富山県春季高校選手権大会

（富山地区）

5月 8日

【その他】

