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 本年度、砺波市バスケットボール協会は創立５０周年を迎えました。これを

記念し、「2004 砺波市バスケットボールフェスティバル」を昨年９月２５日

（土）２６日（日）の両日、富山県西部体育センターで開催しました。 

 記念事業として、全国屈指の名門校、秋田県立能代工業高等学校をはじめ、

近年全国大会で活躍している強豪高校を招待し、 

 ２日間で延べ４,５００人の方々にご来場いただき、たくさんの方に感動を与

える盛大な大会となりました。 

 参加校は、能代工業高等学校(秋田県)、安城学園高等学

校(愛知県)、新潟商業高等学校(新潟県)、石川県高等学校

選抜チーム、高岡工芸高等学校の５校です。 

(写真左から、新潟商業、安城学園、能代工業、石川選抜、

高岡工芸の順) 

（参加チームには、協会から「チューリップの球根」をプレゼントしています。） 

 招待したチームは全国の強豪チームであり、随所

に素晴しいプレーを見せてくれました。 

 特に、石川選抜 VS 能代工業の試合は、試合終了ま

で勝敗が分からず、会場が大いに盛り上がりました。 

 また、富山県を代表して出場した高岡工芸高校に

は、砺波市内の選手も出場しており、ＯＢ等の大応

援団が駆けつけるなど、応援風景も楽しませてくれ

ました。 

 そのほか、このフェスティバルの審判員として、

砺波市協会から８人の方が審判をされ、併せて審判

講習会として日本バスケットボール協会審判部指導

委員の方から指導を受け、富山県内審判員と共に審

判技術向上の機会でもありました。 
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砺波市バスケットボール協会創立 50 周年 !! 

｢2004 砺波市ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ｣開会式の

様子です。参加校の各選手が整列しています。 

これが大会の PR 用チラシです。ポスターのデザインも同様のものを作成

し、ﾁｹｯﾄ販売所や公共施設等に掲示しました。PR の効果もあり、多くの

方々が来場されました。 

この試合は、高岡工芸 VS 能代工業の写真です。

高岡工芸７番は砺波市の堀田尚之くんです。ちな

みに、能代 4 番宮城君は海外遠征帰りです！ 

 
｢2004 砺波市バスケットボールフェスティバル｣

の中で、高校生の試合の合間に小学生の競技力向

上を目的として、砺波市内の男子ミニバスチーム

から選抜された選手と高岡選抜チームと交流試合

を行いました。 

 西部体育センターの大アリーナでメインコート

を使ってのゲームは、子供達にとって初めての経

験。また、出場選手の名前も呼んでもらえる等…

演出効果のせいか(?)、初めのうちは緊張していて

いつもなら簡単に(?)入るシュートも思うように

決まりませんでした。時間が経つにつれて徐々に緊張もほぐれ、のびのびとしたプレーを見せてくれまし

た。これを機会に、ますますバスケットを楽しんでもらえることが、開催した協会としてうれしい限りで

す。（結果：砺波選抜 57－28 高岡選抜） 

 

 フェスティバルを開催した２日間、

事故も無く大成功に終わったことに

つきましては、多くの協会員の方々

に協力いただいたお陰であります。 

 事前の打合せの段階から多くの

方々に出席いただき、改めて協会の

団結力を再認識いたしました。 

 チケット・プログラム販売、総合

案内、チーム対応

ャトルバス、場内 に基づき、協会員全員で開催したフェスティバルでした。 

 また、市内の中 や改札、場内清掃など協力いただきました。 

記念式典 

 ９月２５日（土）午後６時～「和風会館ふか

 

記 念 撮 影 
、ＴＯ、審判、シ

放送など、業務分担

学生にもコート整備
まつ」において、安念砺波市長、河合市体育協

会長、横山県協会長などのご出席を賜り、記念

式典を開催しました。 

 協会創立、発展にご尽力いただいた古井前会

長への感謝状贈呈、そして創立５０年を振り返

り、思い出話にも花が咲きました。 

 また、式典には特別ゲ

ストとして元全日本女子

代表の参河紀久子さんも

ご出席いただきました。 

 

 



砺波クラブ ２年連続全国出場！ 
 １１月から１２月にかけて、全日本クラブ選手権大会県予選が行われ、市内チームでは、砺波クラブが

県代表の座を獲得しました。そして、去る２月１２日、１３日の両日新潟県で開催された第１０回北信越

クラブバスケットボール選手権大会兼第３１回全日本クラブ選手権大会北信越予選会に出場しました。そ

の結果、第３位に入賞し、全国大会への切符を手にしました。 

 準決勝では、新潟県１位の新潟アルビＡ２と対戦し、４８－９６と敗れはしたも

のの、代表決定戦では長野県１位のターキーズと対戦し、８４－７６で逆転勝ちを

しました。６点差で迎えた第４ピリオド、砺波クラブは猛攻を仕掛け、３０得点を

上げ、見事８点差で勝利。第３位となり、２年連続３回目の全国大会へ出場するこ

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。 

（２回戦）砺波クラブ７０－５８金沢工大クラブ （準決勝）砺波クラブ４８－９６新潟アルビＡ２ 

（３位決定戦）砺波クラブ８４－７６ターキーズ 

 

『第１5 回 JHS となみバスケットボール大会』庄西女子３位 
 県内外の強豪チームを招き、昨年１２月１１日、１２日の両日、県西部体育センターにて

『第１５回 JHS となみバスケットボール大会』を開催しました。参加チームは市内３中学のほか、県内で

は入善中、県外は新潟、石川、福井、長野、岐阜の６県１２中学校から男女１８チームが参加して優勝を

目指し熱戦が展開されました。 

 男子では、地元般若中が準優勝を果たしました。試合結果は次のとおりです。 

男子の部 

（１位リーグ）①東新潟(新潟)②中島(石川) ③精華(岐阜) 

（２位リーグ）①入善    ②般若    ③上田一(長野) 

（３位リーグ）①成和(福井) ②出町    ③庄西 

女子の部 
（１位リーグ）①明道(福井) ②丸岡(福井) ③庄西 

（２位リーグ）①神戸(岐阜) ②般若    ③出町 

（３位リーグ）①上田一(長野)②東新潟(新潟)③中島(石川) 

 

国民体育大会 市内出場選手大健闘!! 
 １０月２４日～２８日にかけて、埼玉県で第５９回国民体育大会（彩の国まごころ国体）

が開催されました。砺波市関係者では、成年男子で 永田 俊史さん、関 剛史さんの２名

が出場しました。 

 富山選抜は１回戦で福岡選抜と対戦し、健闘むなしく敗れてしまいました。 

結果は次のとおりです。     【成年男子】（１回戦） 富山 71－85 福岡 

【編集手記】 平成 16 年は協会創立 50 周年を迎え、更なる飛躍の年となるべく｢2004 砺波市ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｪｽ

ﾃｨﾊﾞﾙ｣を開催しました。多くの来場者があり、ﾊﾞｽｹ人気(能代工業が来たから尚更とは思いますが)の高さを改

めて認識しました。また協力いただいた協会員皆さんのﾊﾞｽｹに対する熱意を感じ、今後ますます砺波市協会

が発展していくと感じました。この勢いでさらに砺波市協会を盛り上げましょう!!（M.O） 

砺波北部男子 惜しくも 2 位！ 

 去る１月２２日、２３日の両日、県西部体育センターにて第

28 回富山県春季ミニバスケットボール大会兼第 36 回全国大会

予選が開催されました。 

市内からは、男子砺波北部、砺波東部、鷹栖、庄東の４チー

ムが、女子は砺波東部、庄東、砺波南部の３チームが出場しま

した。 

男子では、砺波北部が決勝へ進出しましたが、奥田に 26-40

と惜しくも敗れ全国大会出場の夢はかないませんでした。また、

庄東は準決勝に駒を進めましたが、優勝した奥田に破れ３位入賞しました。市内から出場した残り２チー

ムも１回戦を突破し、砺波の底力を発揮しました。 

女子では、砺波東部が準決勝へ進出したものの、惜敗し３位入賞となりました。 

大会結果は次のとおりです。 

【男子】 
（１回戦）鷹栖 70－21 ジュニアケイジャーズ  （２回戦）鷹栖 22－48 奥田 

（２回戦）庄東 31－19 入善西  砺波北部 74－22 能町  砺波東部 24－27 上市 

（準決勝）庄東 36－49 奥田   砺波北部 50－21 上市 （決勝）砺波北部 26-40 奥田 

【女子】 
（１回戦）砺波南部 12－32 前沢バンビーズ   庄  東 34－35 黒部南部 

（２回戦）砺波東部 35－36 黒部南部 （準決勝）砺波東部 19－22 滑川西部 

 

全国マスターズ大会開催決定！ 

 年齢４０歳以上で戦う日本スポーツマスターズ２００５のバスケ

ットボール競技が９月２３日から２６日にかけて、県西部体育セン

ターを中心に開催されます。 

 富山県内で全国マスターズの大会が開催されるとのことであり、

当協会からも県代表として選手が出場するのでは…と思います。 

 大会運営の協力はさることながら、多くの方々にご来場いただき大会を盛り上げてください。 

※写真は参考 

 

今後の大会予定 
【ミ ニ】  3 月 6 日 第 16 回砺波市ミニバスケットボール新人大会 （砺波体育ｾﾝﾀｰ） 

  5 月 8 日 第 14 回砺波市スポーツ少年団交流大会 （砺波体育ｾﾝﾀｰ） 

  6 月 6 日 第 47 回砺波市少年少女バスケットボール大会 （砺波体育ｾﾝﾀｰ） 

【中 学】  5 月 28～29 日 第 8 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） 

  6 月 17～18 日 第 43 回砺波地区中学校選手権 （県西部体育ｾﾝﾀｰ他） 

【一 般】 4/10～5/22 第 47 回富山県一般男女選手権大会 （県総合体育ｾﾝﾀｰ他） 

【その他】  4 月 23～29 日 第 59 回富山県春季高校選手権大会 （福野他） 

  5 月 28～29 日 第 33 回富山県高校総合体育大会 （県総合体育ｾﾝﾀｰ他） 


