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江別市体育協会

『うま年に寄せて』

会長
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倉

昭

新年明けましておめでとうございます。皆様それぞれ輝かしい新年をお迎えのことと心からお喜び申
し上げます。昨年は 2020 年の東京オリンピックが決定し、私達スポーツにかかわる者にとりましては記
念すべき年であり、子供達にとって大きな夢を描かせてくれた年でもありました。
江別市出身で唯一のオリンピック選手 10 種競技、右代啓祐選手をなんとしても２年後のリオデジャネ
イロ、６年後の東京オリンピックでメダル獲得の悲願を達成するため、体育協会を中心に市民挙げて応
援する組織をつくるべく準備をすすめております。よろしくご協力ご支援をお願いします。
今年はスポーツイヤーの年になりそうです。２月にはソチで冬季オリンピックが、６月にはブラジル
でサッカーのワールドカップが開催されます。世の中の耳目がスポーツに向いていることは健康で平和
なことの証左であります。時あたかも今年はうま年、はね駒のごとく江別のスポーツ界も跳躍の年にし
たいものです。スポーツ少年団を先頭に体育協会に加盟する各競技団体の一層の活躍発展を期待してお
ります。
江別市の第５期スポーツ推進計画がスタートします。スポーツ振興はもとより市民の健康づくりにも
行政や関係機関ともども協力し合って頑張っていきたいと思います。
健やかでおだやかな一年でありますことを願い、年頭の挨拶といたします。

『夢への挑戦！！

２０１６リオから２０２０東京へ』

＝｢右代啓祐選手を囲む会｣開催＝
１１月１８日に、江別市出身でロンドンオリンピック１０種競技代表選手の右代啓祐さんの帰郷に合
わせて、江別市コミュニティーセンターにおいて、江別市体育協会の主催で開催いたしました。
当日は１２名のご来賓と３２名の加盟団体役員等が出席し、金内理事長の司会での盛大な拍手の中、
吉川副会長の先導により右代選手とお父様が入場し、嶋倉会長の挨拶のあと、三好市長からご来賓代表
としてご挨拶をいただきました。つづいて、中川副会長から激励費、阿瀬川副理事長から江別の特産品
を贈呈し、月田教育長の乾盃のご発声にて開宴いたしました。宴の中で右代選手からご挨拶をいただき
ましたが、１０種競技は大変過酷なスポーツであること、自分は身長が１ｍ９６ｃｍ、体重９６ｋｇで
日本人としては大柄なほうだが、外国人選手とは体格、体力の差があり、その中で戦う事は、非常に苦
しいものがある。しかしながらオリンピックに出場した場合には、全力を尽くしてメダルに挑戦したい、
との決意を述べられておられました。この後、右代選手を囲み写真撮影を行い、オリンピック談義、ス
ポーツ談義と会話に花が咲いている中、田原副会長の軽妙な挨拶で、大変盛り上がった雰囲気の中で閉
会いたしました。
なお、右代選手には、当日この会の前に、母校であります大麻東中学校での講演会を終えて、出席し
ていただきました。お忙しい中、この会に出席いただき、改めて感謝を申し上げたいと思います。
右代啓祐選手には、２０１６年のリオデジャネイロ、２０２０年の東京でのオリピック出場とメダル
への挑戦という夢と希望があります。私達江別市民も右代選手の夢への挑戦に、みんなで応援いたしま
しょう。

《平成２５年度江別市体育協会表彰》
表彰内容

個人・団体名

江別市出身 大川智矢選手

世界選手権Ｖ

推薦団体

11月マレーシアで開催の世界武術選手権
大会において、江別市出身の大川智矢選手
4×100ｍリレーチームの一員として2009年日本新(43:58) 2011年日本新(43:39)を
が剣術で日本人初となる金メダル、槍術で銀
樹立
メダルを獲得しました。大川選手は、野幌小・
最優秀選手賞
江別スキー連盟
澤田 里奈
野幌中・大麻高から、現在は中央大学(東
2013年 第10回全日本スノーボード技術選手権大会 優勝
京）の3年生。小学4年から太極拳のカンフー
を始め、高校3年には全日本武術太極拳選
とわの森三愛高等学校 男子バレーボール部 江別バレーボール協会
特別奨励賞
手権で3種目を制覇し、今回が初の国際大会
平成24年度「北海道高等学校新人大会」「インターハイ」「高等学校選手権大会（春 でいきなりの金銀ダブル受賞となりました。
特 別 賞

北風 沙織

江別市陸上競技協会

高バレー）」「天皇杯皇后杯北海道ブロックラウンド」4大会の全道制覇
高校男子チームの「天皇杯皇后杯北海道ブロックラウンド」代表は初の快挙

功 労 賞

山口 修

江別野球連盟

江別野球連盟・江別朝野球協会の役員・審判員として軟式野球の振興・普及発展
に貢献

功 労 賞

杉本 孝子

江別テニス協会

江別テニス協会役員として長年貢献 また都市対抗の選手として江別市の１部残
留での一員として活躍

功 労 賞

田村 孝次

江別バレーボール協会

日本バレーボール協会公認審判員として数多くの全道大会・全国大会で審判活動
を行う傍ら後進の育成に尽力 また江別バレーボール協会の役員として競技の普及
発展に貢献
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江別市からは10競技にエントリー、あいにくの雨でソフトテニスが中止とな 合計
りました。バスケットボールは４連覇！ 選手の皆さま お疲れさまでした。 169人

「加盟団体交流会」の開催
７月２６日、あおいビアガーデンにおいて、近頃
の夏の風物詩？加盟団体交流会を開催いたしま
した。
当日は、恵庭市・当別町体協からの初参加もあ
り20名のご来賓、加盟団体役員等 総勢114名の
大変賑やかな交流会を金内理事長の司会で進
められました。
各テーブルではビール片手にスポーツ談義等で
盛り上がりました。また、阿瀬川副理事長の進行
で行われたビンゴゲームでは、加盟団体からの
負担金で参加者全員が幸せと感動？の景品を、
も・ち・か・え・り・ました。今回も江別ファイターズ
クラブから観戦チケット等の景品を多数出してい
ただき、盛況のうちに終了いたしました。
皆様のご協力に改めて感謝を申し上げます。

平成２５年

大会＆成績
◎第４１回全日本社会人ソフトテニス選手権大会
江別ソフトテニス連盟

９月７日～８日道立野幌運動公園テニスコートにて、一般男子・青年男子の部が開催
されました。江別市長より歓迎のご挨拶をいただき、全国から集まった約 600 名の選
手が熱戦を繰り広げました。市内業者の出店や地域名産の副賞、各ソフトテニスクラ
ブの協力を得て成功裏に終えることができました。
日本ソフトテニス連盟会長より、江別市の素晴らしい環境や関係された人々に深謝の
ことばをいただきました。
◎内閣総理大臣杯第５６回全国空手道選手権大会
江別空手道連盟
日本武道館で７月１３日～１４日に開催された大会において、一般団体形の部に北海
道代表として日本空手協会江別支部が出場し４位に入賞しました。第５０回大会まで
に３年連続４度優勝しており、メンバー全員が入れ替わりながらも平成２４年は惜し
くも準優勝でしたので今回は本命として注目を集めましたが、残念ながら緊張の中で
の４位に終わりました。次回こそは優勝に向けてメンバーは一糸乱れぬ練習に磨きを
かけています。尚、団体組手においても３回戦を突破しベスト１６位まで進む大健闘
でした。
◎野球シーズンを終えて

江別野球連盟

野球大会も１１月３日(日)をもって連盟３大会、石狩支部(江別・石狩・当別・新篠津)12 大会、全道２大会(石狩支
部にて開催)を終了しましたが、ワイルドスターズチームが連盟 3 大会全て優勝を飾りシーズンを終了しました。
また、石狩支部大会の代表として当連盟所属８チームが全道大会出場して活躍しましたが、1 大会が準優勝でしたが
全国大会出場は成りませんでした。また、昨年度優勝道代表として茨城県で開催した東日本 2 部全国大会に出場した
ワイルドスターズは、惜しくも 2 回戦で敗退、選手の皆さんは全国大会の素晴らしい雰囲気を十分味わって帰って来
たそうです。来年度も各種大会が予定されておりますので、多くのチームが大会に参加して欲しいと連盟役員、事務
局も願って今年度の報告とします。
江別バレーボール協会
◎第３３回全日本バレーボール小学生大会南北海道大会
７月６日～７日 伊達市
男子 江別中央ガッツ １回戦敗退
男子 大麻泉ラモーズ 準々決勝進出
女子 上江別ウィング 準々決勝進出
◎ななかまど杯第１９回北海道小学生バレーボール大会
９月２１日～２２日 江別市
男子 大麻泉ラモーズ ３位入賞
女子 上江別ウィング １回戦敗退
◎第３３回北海道中学生バレーボール選抜優勝大会
５月４日～５日 芦別市
男子 江別第一中学校 １回戦敗退
女子 中央中学校 準々決勝進出
◎第４３回北海道中学校バレーボール大会
８月１日～２日 伊達市
女子 中央中学校 １回戦敗退
◎平成２５年度高等学校総合体育大会
８月４日～７日 福岡県
男子 とわの森三愛高校 ２回戦進出
◎平成２５年度天皇杯・皇后杯 北海道ブロックラウンド
９月２１日 江別市
男子 とわの森三愛高校 １回戦敗退

大麻泉ラモーズ：ななかまど杯

とわの森三愛高校：高校総体

◎全日本高等学校バレーボール選手権大会（春高バレー）
１１月１９日～２２日 札幌市
男子 とわの森三愛高校 準優勝
全国大会 １月５日～東京都
◎平成２５年度富樫杯９人制バレーボール大会
６月２３日 妹背牛町
男子 江別市役所 ３位入賞
◎第５４回全道市役所バレーボール大会
１０月５日～６日 深川市・妹背牛町
男子 江別市役所 ３位入賞

江別フレッシュ：全道家庭婦人

◎第３８回全道家庭婦人バレーボールシニア大会
6 月 1 日 釧路市
江別フレッシュ Ｂブロック 優勝
◎第２６回ほくでんカップ北海道ママさんバレーボール大会
９月１日 札幌市
見晴台マミーズ Ａブロック 優勝
江別市武術太極拳連盟
◎第３０回全日本武術太極拳選手権大会
７月５日～７日に東京の代々木第一体育館にて表題の大会が開催され、９
枚の賞状を獲得。その殆どが１･２位を占めています。その他自選難度競技
部門という国際大会出場対象選手が集って出場する、難度の高い演武を行
う部門の、太極拳部門で当連盟の村上選手が２位を獲得。また当連盟出身
の大川選手が長拳部門で入賞を果たし世界大会への出場権を手にし、見事
【剣術:金ﾒﾀﾞﾙ、槍術:銀ﾒﾀﾞﾙ】を獲得する契機となった記念すべき大会と
なりました。
◎第７回アジアジュニア武術選手権大会
８月８日～１１日にフィリピンのマニラにて表題の大会が開催され、当連
盟からは寺岡瑠里選手が出場しました。４月に行われた JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶ
ｯﾌﾟ大会において日本代表選手選抜試験を通過し、代表権を獲得しました。
当連盟のｼﾞｭﾆｱ強化合宿では講師の指導のもと厳しい練習を積んできまし
たが、今大会では惜しくもﾒﾀﾞﾙに届きませんでした。しかし国際という感
覚を得ることができたので、これをチャンスと捉え次に臨みます。
◎第２４回北海道武術太極拳連盟交流大会
９月２２日～２３日に苫小牧市総合体育館にて表題の大会が開催されまし
た。当連盟から 41 名の選手が出場し 26 枚の賞状を獲得しました。今大会
では例年に増してｼﾞｭﾆｱ出場者が多く当連盟でも惜しくも入賞を逃した選
手もいましたが、僅差の成績だったためそれを受けて練習に一層力を入れ
来年度の大会に臨みます。また同日に岩手県にて北海道・東北ﾌﾞﾛｯｸ(８県)
のｼﾞｭﾆｱ大会があり主力選手全員がそちらに行ったにもかかわらずこのよ
うな成績がとれたのは非常に素晴らしい事だと思います。
◎第９回東北ジュニア武術太極拳交流大会
９月２２日に岩手県盛岡市にて北海道・東北ﾌﾞﾛｯｸ(８県)のｼﾞｭﾆｱ大会が開
催され、当連盟からは主力選手団が出場し個人で 25 枚、団体で３枚の賞状
を獲得しました。この大会では北海道・東北それぞれ所属の選手のみ参加
でき、中には全国・国際レベルの選手も出場していました。そんな精鋭が
揃う中、20 枚を超える賞状を獲得できたことは大変喜ばしいことと思って
おります。来年度もこれを上回る成績を残して行けるよう頑張ります。

★江別市体育協会ＨＰをリニューアルしました。
http://etaikyo.org/
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