国体の情報は、町のえひめ国体ＨＰと Facebook で発信中。
「えひめ国体 松前町」
で検索するか、左のＱＲコードをチェック。
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１年前イベントを開催

ボクシング
リハーサル大会
１１月１７日㊍
〜１
１月 20日㊐

「えひめ国体 1年前イベント」は 9 月30 日、
古城幼稚園と松前幼稚園で行われました。
イベントでは、最初に「えひめ国体応援の
ぼり旗」の贈呈式を実施。えひめ国体を盛り
上げるため、園児たちが手形を押して作った
のぼり旗を、国体みきゃんが受け取りました。
すると、みきゃんはそのお礼に園児たちに缶
バッチを手渡し。
「一緒に国体を応援してい
こう」と約束していました。
その後、みんなで「えがお体操」をしまし

㊤えがお体操をするみきゃ
んと園児たち ㊧みきゃん
にのぼり旗を贈呈 ㊨手形
で花をかたどった古城幼稚
園の応援のぼり旗

た。みきゃんが一生懸命に体操をする姿に、
園児も笑顔になって体操をしていました。
のぼり旗は、庁舎玄関の風除室で幼稚園
ごとに隔週入れ替えて展示します。ぜひ、ご
覧ください。

1̲にぎわうホッケー会場 2̲
シュートを放つ愛媛
（伊予高）
3̲ 拳がぶつかり合う 4̲ 多く
の人を迎えるのぼり旗 5̲ラ
イフル会場。的に撃ち込む
6̲ビームピストル体験

News

希望郷いわて国体

本町の選手、監督が躍動

3

vol.

国体推進課総務企画係
☎ 985-4153

第 86 回全日本ボクシング選手権大会が松前公園体育館

■競技解説 成年男子が体重別に、３分３ラウンド制

で開催されます。過去には、ロンドンオリンピック金メダリ

により、トーナメント方式で戦います。プロボクシング

ストの村田諒太選手や世界チャンピオンの井上尚弥選手も

と同様にヘッドギアはなく、勝敗はポイント勝ちやノッ

出場しているこの大会。本県からは 9 人が出場し、
アマチュ

クアウト勝ち (KO) などにより決まります。

ア日本一を目指して戦います。

■おもてなし
・ 無料ふるまい料理（11 時〜限定 300 食を予定）

ぜひ会場で、声援を送りましょう。
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未来の世界チャンピオンも出場？

いよいよ、えひめ国体まで１年
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はだか麦などの町の特産を使った料理が登場

■日程
11 月 17 日㊍〜 11 月 20 日㊐ 各日 11 時競技開始

・ 無料ドリンクコーナー

※ 開会式 11 月 16 日㊌ 16 時〜

・ 小中学生が作製した手書き応援のぼり旗を展示

（古城・松前幼稚園児アトラクション

15 時 45 分〜）

閉会式 11 月 20 日㊐ 競技終了後
■会場 松前公園体育館
■本県からの出場選手 ※敬称略

10 月1日から10 月11日まで行われた
「希望
郷いわて国体」で、本町から出場した 25人が
躍動しました。主な戦績は次の通りです。
【えひめ国体本町開催競技】
▼

ボクシング成年男子ライトウェルター級

（本町選手）日野魁人
準決勝 ●日野 判定 ○中原
（埼玉）
3 位入賞
▼

ホッケー少年男子
（本町選手7人）
1回戦 愛媛
（伊予高）1-11 岩手
（選抜）

木山 鷹守（近畿大学・ライトフライ級）
嶋田 亨（県競技力向上対策本部・フライ級）
金元 文汰（大阪商業大学・バンタム級）

■駐車場

武井 智紀（松山大学・ライト級）

駐車場（多目的広場（グラウンド）
）は、限りがあります

日野 魁人（関西大学・ライトウェルター級）

ので、公共交通機関などの利用にご協力ください。詳

福森 雄太（近畿大学職員・ウェルター級）

しくは、町のえひめ国体ホームページをご覧ください。

高橋 諒（県競技力向上対策本部・ミドル級）
（日連推薦）
原田 貴史（松山大学・ミドル級）
井上 貴大（松山大学・ライトヘビー級）

駐車場

（グラウンド）
201

7

【その他競技】
▼

ソフトテニス少年男子
（本町選手）青野遼
7・8 位決定戦 愛媛 0-2 岡山 8 位入賞

バスケットボール少年男子
（本町選手 4 人）

▼

3

準々決勝 愛媛
（選抜）82-118 岩手
（選抜）
5 位入賞
▼

ホッケー成年女子
（本町選手5人）
準々決勝

4
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☆いわて国体

優勝 の選手も出場

ボクシング マッキー

10 月 6 日から 10 日に行われた「いわて国体」のボ
クシング競技で、高橋選手は優勝、嶋田選手と日

競技会場
（体育館）

野選手は、各階級で第 3 位の成績を残しています。
日野さんは、本町出身の選手でもあります。

愛媛
（愛媛クラブ）0-14 山梨
（選抜）
５位入賞
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国体の情報は、町のえひめ国体ＨＰと Facebook で発信中。
「えひめ国体 松前町」
で検索するか、左のＱＲコードをチェック。
愛媛ホッケークラブ 初戦敗退

田中雅人 主将
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2 点を取ってから、
が緩んでしまいました。
この悔しさをバネにして、来年の国体、社会
人大会では、まずは初戦突破したいです。
愛媛クラブ ベスト 8

西村友希 選手兼監督
日野林瑛乃 主将

10

最後まであきらめず、
チャンスをものにして初
戦を勝つことができました。ホームとなるえひめ
国体では、声援を力に変えて頑張りたいです。
南都銀行ＳＳ 優勝

眞鍋敬子 選手
大塚志穂 選手
野村香奈 選手

えひめ国体リハーサル大会

全日本社会人
ホッケー選手権大会

チーム全体で少し気

私たちが 15 年以上
ホッケーをしているのは

合ができることが分か
りました。来年の国体では、スペースへの動き
方など学んだことを練習して頑張りたいです。

３

４

12

1̲ 愛媛ホッケークラブ。ボールを死守 2̲ サイドを駆け上がる愛媛クラブ 3̲ 青い
競技役員で参加 大学生

仙波紋佳 さん
松田真奈 さん

高校までホッケーを

コートで熱戦が展開 4̲ 日本代表永井選手 5̲ 立ちはだかるキーパー 6̲ ボー
ルサーバーで貢献する高校生 7̲ 愛顔メッセージ 8̲ キーパーを退けシュート
9̲ 勝利に喜びを爆発 10̲ 一進一退の攻防に息をのむ観客 11̲ みきゃんに選
手もにっこり 12̲ 会場を美しく保つボランティア 13̲ おもてなしで心も体もほっこり

６

５

２

していました。スピード
感が高校生と違い、攻守の展開も速かったです。
来年もできることがあればやりたいです。
会場で選手を応援

平井志郎さん 博枝さん
愛乃ちゃん 克昊くん

子どもたちがホッケー
をしているので来場し

９月 日から 日までの５日間︑松前町ホッケー公園で開催された本大会には︑

多くの人の支えで試

リオオリンピックに出場した選手をはじめ︑全国から強豪が集結︒

水木伽名子 さん
中島詩乃 さん
井上智彩 さん

白熱した戦いを見せ︑来場した多くの人を楽しませました︒

協議補助員で参加 高校生

また︑会場では︑町民ボランティアたちが︑

1

来場した選手や観客をおもてなしし︑

11

気持ちよく過ごせるよう陰から支えました︒

楽しいからで、やればやるほど楽しさがあります。
みんなにも楽しさを見つけて頑張ってほしいです。

18

22

た平井さんファミリー。
「選手は足が速くてすご
かったです。将来は愛媛代表になりたいです」
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