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　46 年ぶりに岩手県で開催となった、東日本大震災復興の架け橋第 71 回国民体育大会「希
望郷いわて国体」は、「広げよう感動。伝えよう感謝。」をスローガンに、盛会のうちにそ
の幕を閉じることができました。また、岩手県勢は、天皇杯２位・皇后杯２位と目標を大
きく上回る、素晴らしい活躍を見せてくれました。
　矢巾町においては、デモンストレーションとしてのスポーツ行事「ラジオ体操」「スポー
ツチャンバラ」を開催いたしました。
　「ラジオ体操」においては、爽やかな朝明けのなか、特別巡回ラジオ体操会・みんなの
体操会として町内外から約 2,000 人の参加をいただき、矢巾町の元気をＮＨＫラジオの生
放送を通し全国に発信しました。
　「スポーツチャンバラ」においては、県内外から約 200 人の選手が参加しました。大会
は町内小学生の観戦・応援で大いに盛り上がる中、選手は日頃の練習で培った技を十分に
競い合い、見事な試合の数々でした。町内選手も多くの上位入賞を果たし大変うれしく思
います。
　また、当町へ訪れる方々を『おもてなしの心』で温かくお迎えするため、町を挙げて準
備に取り組んでまいりました。町内小中学生たちが作成した応援のぼり旗や、花いっぱい
運動による歓迎装飾など、多くの方々に大会準備・運営に携わっていただきました。ご協
力をいただいた多くの皆さんに心から感謝申し上げます。
　この「希望郷いわて国体」開催に向け、町民・企業・団体・行政が一丸となった取り組
みが、大きな感動を呼びました。今後はこの貴重な経験を生かし、町民の健康とスポーツ
の振興に取り組んでまいります。
　ここに、皆様と取り組んできました「希望郷いわて国体」の成果を報告書として発刊い
たしました。ご高覧いただき、本大会の成果と感動を末永く皆様の記憶にとどめ、後世に
語り継いでいただければ幸いです。

発刊にあたって
第 71 回国民体育大会矢巾町実行委員会会長

矢巾町長　高　橋　昌　造
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デモンストレーションスポーツとしての
スポーツ行事
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体操講師の鈴木 大輔 先生

体操アシスタントの五日市 祐子さん(左)と舘野 伶奈さん（右）

ピアノ演奏者の
幅 しげみ 先生記念章

爽やかな朝明けの中、約2,000人の参加者が集まり開催しました。地元の中学校全校生徒も参加し、ＮＨＫテレビ放
送でおなじみの鈴木大輔先生の指導のもと、「特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」として矢巾町の元気をラジオ
の生放送で全国に発信しました。

１０月２日㈰　矢巾町屋外運動場（かっこうグラウンド）

ラジオ体操
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ラジオ生放送前にリハーサルも実施し、あいさつから一連の流れを一通
り練習しました。

腕を大きく回しましょう！

ラジオ生放送本番スタート。
ラジオ体操第１、第２を行いました。
放送終了後は、ワンポイントレッスンを行い、正しい動
きを教えていただきました。

矢巾北中学校と矢巾中学校は授業として全校生徒が参加し、両校の元気の良いさわやかなあいさつが全国へ
発信されました。
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当日は、夜明け前から開場準備を開始しました。

矢巾町体育協会では、会場内でおもてなし用のポカリスエットゼリーの無料配布を実施しました。

体操会終了後、参加者へ国体記念章と記念品を配布しました。

平成28年度ラジオ体操優良団体等表彰式
において岩手県表彰を受ける「南矢幅４区
ラジオ体操サークル」代表 遠藤 義三 様 表彰者を囲み関係者全員で記念撮影。おめでとうございます。

中学生用の臨時駐輪場。整然と並んだ様子から、来場者
が通りやすいようにとの「おもてなし」精神を感じます。
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町内小学６年生選手による選手宣誓。選手代表として、
両名とも立派にその大役を務めました。

一般男子・女子の基本動作。どの選手も洗練されたその一挙手一投足には、
日頃の練習の成果が垣間見えました。

負けないぞっ！

基本動作３・４年生の部の決勝。
両者とも見事な一連の動きでした。

岩手県内外から、幼児から大人まで約200人の参加申込みにより開催しました。当日は、町内四つの小学校から５、
６年生児童全員が観戦・応援するなか、試合コート５面を使い個人戦(基本動作・小太刀・長剣フリー・二刀)と団体戦(小
学生・一般)を実施し、選手たちは一本を狙う熱戦を繰り広げました。

基本動作での選手入場。一歩進むごとに選手たちの気合いの入った掛け声が響き渡り、見事に揃ったその動きは、
会場にいる全員を惹きつけました。

１０月２日㈰　矢巾町民総合体育館

スポーツチャンバラ
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試合後の微笑ましい握手。お互いの健闘を称え合いました。

　幼児、小学１・２年、小学３・４年、小学５・６年、中学男子・女
子、一般男子・女子の８部門ごとに分かれたトーナメント戦で競
い合いました。
　真剣に激しく打ち合っても安全に戦えるその様子は、子どもか
ら大人まで楽しめるスポーツチャンバラの魅力を改めて感じさせ
ました。

「判定！」　緊張の一瞬です。
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表彰式。優勝者には賞状・メダルとともにブーケも贈呈されました。 金メダル2個もらっちゃった！

フロアを埋め尽くさんばかりに観戦・応援にきていただいた皆さん。

ブーケは、ＪＡ岩手中央花卉生産部会
矢巾支部から提供いただきました。

わたまろくんも応援
に駆けつけました。

グランドチャンピオン戦優勝者。
今大会の各部門各種目ごとのチャ
ンピオンで争うトーナメントの覇
者です。
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矢巾町体育協会による無料ドリンクコーナーと
やはば山ぶどうの会による特産品コーナー

ＪＡきのこ部会と町給食共同調理場職員によるきのこ汁
のお振る舞い

日本スポーツチャンバラ協会常任理事 田邊賢一様（写
真左から2人目）を始め東北各県の協会会長が一堂に会
しました。

(株)高桑によるお抹茶のおもてなし

大会運営に関し、総勢100人を超える競技役員にご協力
いただき、成功裏に終えることができました。

当日の会場。おもてなしの花いっぱいで囲みました。
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総合開閉会式・炬火採火式
ＰＲ活動など
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「希望郷いわて国体」第71回国民体育大会総合開会式は、10月1日(土)に北上総合運動公園で開催されました。

選手宣誓

選手団入場・整列

ブルーインパルス展示飛行

大会会長あいさつ

炬火集火 炬火点火

総合開会式・閉会式
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第71回国民体育大会総合閉会式は、10月11日(火)に北上総合運動公園で開催され、「希望郷いわて国体」は多くの方
に感動と感謝を伝え終了しました。

「希望郷いわて大会」へ炬火引継

式典演技（盛岡さんさ）矢巾町からも多数参加しました

選手団入場 国体旗引継

天皇杯　第２位

皇后杯　第２位
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平成28年4月23日(土)、徳丹城春まつり会場にて、矢巾町炬火採火式が行われました。
マイギリ式火起こしで、炬火の火種をつくり６本のトーチに火を灯し、「矢巾町徳丹の火」として、炬火台に集火し
ました。

矢巾町炬火採火式

大きなマイギリで火起こしをする徳丹城春ま
つり実行委員会水本会長（左）と第71回国
民体育大会矢巾町実行委員会高橋会長（右）

「わんこダンス」によるオープニング
Dance space（ダンススペース）の皆さん

一般参加者５組が必死に
頑張りました

第71回大会 第25回大会
昭和45年
岩手国体6本のトーチから炬火台へ集火「矢巾町徳丹の火」誕生

マイギリ式で火起こし

国体炬火トーチ
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「花いっぱいのまちで歓迎しよう」という県民運動として、町内各自治会、保育園、小中学校等に花苗の配布を行い、
花いっぱい運動を行いました。

おもてなし花壇

実行委員会設置の
おもてなし花壇

広宮沢1区老人クラブ

県道盛岡石鳥谷線をいっぱいの花で飾りました。

矢巾町歴史民俗資料館 矢巾町民総合体育館

矢幅駅西口わんこ花壇 矢巾町公民館

西徳田1区行政区

国体炬火トーチ

平成２７年『おもてなし花壇１００選』に選出された花壇

平成27年 平成28年
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応援のぼり旗は、全都道府県を小学校５年生、
６年生と中学校に依頼し、平成２７年と平成
２８年にそれぞれ作成し、ＰＲイベントや国
体会場を彩りました。

町内小中学校

応援のぼり旗

ラジオ体操会場(平成28年作成)

スポーツチャンバラ会場内(平成27年作成) 岩手県は校長先生の力作です

スポーツチャンバラ会場前(平成28年作成)
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町内の年長児約150人がわんこダンスを習いました。

矢巾町消防演習で町内年長児約150人がわんこダンスを披露しました。

各まつりでの「わんこダンス」の模様

わんこダンスキャラバン

春まつり・夏まつり・秋まつりで国体をＰＲ

ＰＲイベント等
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矢巾町子ども会ジュニアリーダーズクラブ「スパイダー」のＰＲ隊

矢巾町役場１階ロビーに設置したＰＲ看板と
カウントダウンボード

矢幅駅に設置したミニフラッグとのぼり旗

矢巾町民総合体育館に掲出した横断幕（役場庁舎北側にも掲出）

公共施設でのＰＲ
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　秋山エリカ先生と新体操競技部の皆さんが、ゼロ泊２日の日程で３年間ラジオ体操講習会と特別演技会のため来町
いただきました。
　国体での特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会でアシスタントを努めた舘野伶奈さんは、平成26年と27年に部員
として矢巾町に来ていただいた方でした。

秋山先生はロサンゼルスとソウルのオリンピックに
出場した新体操の第一人者です

東京女子体育大学伝統の踊り「響」

ラジオ体操講習会＆東京女子体育大学新体操競技部特別演技会

特別演技会の様子　
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矢巾町実行委員会で作成したＰＲグッズ

ＰＲグッズ

ピンバッチ 25㎜×29㎜ 缶バッチ Ø30㎜

ボールペン
（㈱東北銀行協賛）マグネットバー 30㎜×150㎜

ＰＲフィルムステッカー Ａ3版

ミニフラッグ 300㎜×200㎜ クリアファイル Ａ4版
ミニのぼり旗

 300㎜×100㎜

ラジオ体操会缶バッチ Ø25㎜
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資 料 編
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第71回国民体育大会矢巾町開催方針

１　開催方針
　第71回国民体育大会は、わが国最大のスポーツの祭典であり、東日本大震災からの復興
を続ける岩手県の姿を全国に発信するという特別な意味を持つ大会でもあり、町民と行政
が一丸となりこの大会の成功を目指します。
　この大会を契機として、競技力の向上はもとより、町民一人ひとりが生涯にわたってス
ポーツを楽しみ、感動を分かち合い、スポーツを通じた健康なまちづくりに参画できる環
境づくりを推進します。
　さらに、創意工夫とおもてなしの心で全国から訪れる方々を温かく迎え、この大会を通
じて矢巾町の魅力を全国に発信します。

２　実施目標
⑴東日本大震災からの復興に向かう姿を全国に発信する大会
　国民体育大会の開催を通じて、東日本大震災からの復興に向かう姿を全国に発信し、
国内外からいただいた支援に対する感謝の思いを表すとともに、復興への誓いを新た
にする大会とします。
⑵町民協働による大会
　町民総参加のもと、企業、団体、ボランティアなど多様な主体の参画を促し、町民
協働による大会の成功を目指します。
⑶競技力の向上と生涯スポーツ社会を推進する大会
　国民体育大会の開催を契機に、選手の競技力向上及び指導者の養成等ができる体制
を築くとともに、町民一人ひとりが生涯にわたりスポーツを楽しみ健康な町づくりを
推進します。
⑷矢巾の魅力を全国にアピールする大会
　全国から訪れる方々をおもてなしの心で温かくお迎えし、感動と友情の輪を広げ、
本町の素晴らしさや魅力を全国に伝える大会とします。
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第71回国民体育大会　天皇杯／皇后杯　総合得点一覧表

都　道　府　県　順 成　　績　　順

都道府県名 天皇杯（男女総合） 皇后杯（女子総合） 順位 天皇杯（男女総合） 皇后杯（女子総合）
順位 得点 順位 得点 都道府県名 得点 都道府県名 得点

北海道 9位 1,408.0 10位 743.5 1位 東京 2,532.5… 東京 1,322.5…
青森 40位 759.5 40位 458.5 2位 岩手 1,924.0… 岩手 981.0…
岩手 2位 1,924.0 2位 981.0 3位 埼玉 1,893.0… 愛知 979.0…
宮城 24位 948.0 26位 558.0 4位 愛知 1,777.5… 埼玉 970.0…
秋田 37位 817.5 36位 486.5 5位 千葉 1,676.0… 愛媛 968.0…
山形 26位 929.0 23位 566.0 6位 大阪 1,642.0… 大阪 951.0…
福島 35位 843.5 31位 519.5 7位 愛媛 1,531.0… 千葉 919.0…
茨城 22位 981.5 14位 660.5 8位 神奈川 1,520.0… 京都 790.5…
栃木 30位 903.5 41位 452.5 9位 北海道 1,408.0… 神奈川 751.0…
群馬 25位 934.0 25位 565.5 10位 岐阜 1,354.5… 北海道 743.5…
埼玉 3位 1,893.0 4位 970.0 11位 兵庫 1,293.0… 兵庫 735.0…
千葉 5位 1,676.0 7位 919.0 12位 京都 1,289.0… 福岡 734.5…
東京 1位 2,532.5 1位 1322.5 13位 福岡 1,286.0… 岐阜 733.0…
神奈川 8位 1,520.0 9位 751.0 14位 広島 1,192.5… 茨城 660.5…
新潟 17位 1,054.0 19位 610.5 15位 岡山 1,146.0… 広島 655.5…
富山 21位 988.5 21位 586.5 16位 静岡 1,093.5… 岡山 653.5…
石川 36位 838.0 32位 508.5 17位 新潟 1,054.0… 福井 645.5…
福井 18位 1,052.5 17位 645.5 18位 福井 1,052.5… 長野 623.5…
山梨 23位 953.5 24位 566.0 19位 長野 1,041.5… 新潟 610.5…
長野 19位 1,041.5 18位 623.5 20位 和歌山 1,008.5… 静岡 588.5…
岐阜 10位 1,354.5 13位 733.0 21位 富山 988.5… 富山 586.5…
静岡 16位 1,093.5 20位 588.5 22位 茨城 981.5… 熊本 566.5…
愛知 4位 1,777.5 3位 979.0 23位 山梨 953.5… 山形 566.0…
三重 27位 920.0 39位 459.5 24位 宮城 948.0… 山梨 566.0…
滋賀 33位 888.0 38位 466.5 25位 群馬 934.0… 群馬 565.5…
京都 12位 1,289.0 8位 790.5 26位 山形 929.0… 宮城 558.0…
大阪 6位 1,642.0 6位 951.0 27位 三重 920.0… 鳥取 584.0…
兵庫 11位 1,293.0 11位 735.0 28位 長崎 919.5… 鹿児島 558.0…
奈良 34位 869.0 37位 470.0 29位 山口 906.5… 和歌山 544.0…
和歌山 20位 1,008.5 29位 544.0 30位 栃木 903.5… 香川 527.0…
鳥取 42位 753.5 27位 584.0 31位 熊本 899.5… 福島 519.5…
島根 45位 632.0 43位 444.0 32位 鹿児島 895.0… 石川 508.5…
岡山 15位 1,146.0 16位 653.5 33位 滋賀 888.0… 佐賀 493.0…
広島 14位 1,192.5 15位 655.5 34位 奈良 869.0… 山口 491.5…
山口 29位 906.5 34位 491.5 35位 福島 843.5… 長崎 491.0…
徳島 46位 540.5 46位 380.0 36位 石川 838.0… 秋田 486.5…
香川 41位 759.5 30位 527.0 37位 秋田 817.5… 奈良 470.0…
愛媛 7位 1,531.0 5位 968.0 38位 大分 786.0… 滋賀 466.5…
高知 47位 455.5 47位 373.5 39位 宮崎 768.5… 三重 459.5…
福岡 13位 1,286.0 12位 734.5 40位 青森 759.5… 青森 458.5…
佐賀 43位 739.5 33位 493.0 41位 香川 759.5… 栃木 452.5…
長崎 28位 919.5 35位 491.0 42位 鳥取 753.5… 大分 447.5…
熊本 31位 899.5 22位 566.5 43位 佐賀 739.5… 島根 444.0…
大分 38位 786.0 42位 447.5 44位 沖縄 702.0… 宮崎 440.5…
宮崎 39位 768.5 44位 440.5 45位 島根 632.0… 沖縄 419.0…
鹿児島 32位 895.0 28位 551.5 46位 徳島 540.5… 徳島 380.0…
沖縄 44位 702.0 45位 419.0 47位 高知 455.5… 高知 373.5…



24

スポーツチャンバラ競技大会結果

【個人戦】
種　　別 順　位 基本動作 小太刀 長　剣 二刀流

幼　児　の　部

優　勝
林下…ひまり 林下…ひまり 橘　…あこ 久保居…玲央
はやしした　ひまり はやしした　ひまり たちばな　あこ くぼい　れお

矢巾町 矢巾町 矢巾町 矢巾町

準優勝
久保居…玲央 中山…実優 中田…愛凛 中村…晄脩
くぼい　れお なかやま　みゆ なかた　あいり なかむら　こうすけ
矢巾町 矢巾町 矢巾町 矢巾町

第３位
菊地…瑛凪 橘　…あこ 林下…ひまり 佐々木…春奈
きくち　えいと たちばな　あこ はやしした　ひまり ささき　はるな
矢巾町 矢巾町 矢巾町 矢巾町

第３位
室岡…旺良 室岡…旺良 中山…実優 藤原…頌太
むろおか　おおら むろおか　おおら なかやま　みゆ ふじわら　しょうた
矢巾町 矢巾町 矢巾町 一関市

小学校１・２年の部

優　勝
伊藤…茉宏 久保居…梨玖 西舘…　慧 九條…圭人
いとう　まひろ くぼい　りく にしだて　さとし くじょう　けいと
山形県 矢巾町 矢巾町 矢巾町

準優勝
佐野…龍之介 西舘…　慧 田代…健琉 狢澤…直斗
さの　りゅうのすけ にしだて　さとし たしろ　たける むじなざわ　なおと

矢巾町 矢巾町 矢巾町 一関市

第３位
福士…　頼 中川…智仁 佐野…龍之介 藤原…颯人
ふくし　らい なかがわ　ともひと さの　りゅうのすけ ふじわら　はやと
矢巾町 矢巾町 矢巾町 一関市

第３位
菊池…慈温 狢澤…晶斗 中川…智仁 福士…　頼
きくち　じおん むじなざわ　あきと なかがわ　ともひと ふくし　らい
矢巾町 一関市 矢巾町 矢巾町

小学校３・４年の部

優　勝
細川…智穂 細川…智穂 石川…颯大 中居…春太
ほそかわ　ちほ ほそかわ　ちほ いしかわ　そうた なかい　はるた
東京都 東京都 宮城県 釜石市

準優勝
神野…晃成 藤原…幸平 小野寺…颯佑 佐々木…一翔
かんの　こうせい ふじわら　こうへい おのでら　そうすけ ささき　かっしょう
山形県 矢巾町 宮城県 釜石市

第３位
中居…春太 菊池…悠仁 齋藤…駿平 小野寺…颯佑
なかい　はるた きくち　ゆうと さいとう　しゅんぺい おのでら　そうすけ
釜石市 住田町 矢巾町 宮城県

第３位
佐々木…一翔 角掛…心美 細川…智穂 杉山…巴絵
ささき　かっしょう つのかけ　ここみ ほそかわ　ちほ すぎやま　ともえ

釜石市 盛岡市 東京都 宮城県

小学校５・６年の部

優　勝
金澤…　駿 千葉…　新 金澤…　駿 小野…啓汰
かなざわ　しゅん ちば　あらた かなざわ　しゅん おの　けいた
宮城県 宮城県 宮城県 盛岡市

準優勝
小野寺…蒼生 千葉…　陸 千葉…　陸 村上…翔真
おのでら　あおい ちば　りく ちば　りく むらかみ　しょうま
宮城県 宮城県 宮城県 盛岡市

第３位
及川…　諒 及川…瑞稀 藤村…洸志 兒玉…喜音
おいかわ　りょう おいかわ　みずき ふじむら　こうし こだま　はるね
宮城県 住田町 盛岡市 一関市

第３位
杉山…新太 金澤…　駿 小野寺…蒼生 九條…志哉
すぎやま　あらた かなざわ　しゅん おのでら　あおい くじょう　ゆきや
宮城県 宮城県 宮城県 矢巾町

中学生女子の部

優　勝
落合…早輝 杉山…千尋 落合…早輝

　おちあい　さき すぎやま　ちひろ おちあい　さき
北海道 宮城県 北海道

準優勝
杉山…千尋 落合…早輝 川村…くるみ

　すぎやま　ちひろ おちあい　さき かわむら　くるみ
宮城県 北海道 矢巾町

第３位
川村…くるみ 川村…くるみ 杉山…千尋

　かわむら　くるみ かわむら　くるみ すぎやま　ちひろ
矢巾町 矢巾町 宮城県

第３位
下河原…初音 下河原…初音

　しもかわら　ねね しもかわら　ねね
一関市 一関市



25

種　　別 順　位 基本動作 小太刀 長　剣 二刀流

中学生男子の部

優　勝
杉田…　翔 平山…津雲 板橋…一馬 森山…大志
すぎた　かける ひらやま　つくも いたばし　かずま もりやま　たいし
釜石市 青森県 青森県 盛岡市

準優勝
菊池…康生 森山…大志 平山…津雲 関　…一穂
きくち　こうせい もりやま　たいし ひらやま　つくも せき　かずほ
住田町 盛岡市 青森県 盛岡市

第３位
石川…陽人 佐々木…光輔 及川…蒼太 杉田…　翔
いしかわ　はると ささき　こうすけ おいかわ　そうた すぎた　かける
宮城県 住田町 住田町 釜石市

第３位
佐々木…光輔 杉田…　翔 菊池…康生 白鳥…那智
ささき　こうすけ すぎた　かける きくち　こうせい しらとり　なち
住田町 釜石市 住田町 一関市

一　般　女　子

優　勝
佐藤…桃香 佐藤…桃香 佐藤…和香子 佐藤…桃香
さとう　ももか さとう　ももか さとう　わかこ さとう　ももか
釜石市 釜石市 釜石市 釜石市

準優勝
関……歩乃果 長谷川…久美子 関……歩乃果 清野…杜生子
せき　ほのか はせがわ　くみこ せき　ほのか せいの　とうこ
盛岡市 矢巾町 盛岡市 青森県

第３位
佐藤…和香子 関……歩乃果 細野…江理子 佐藤…和香子
さとう　わかこ せき　ほのか ほその　えりこ さとう　わかこ
釜石市 盛岡市 盛岡市 釜石市

第３位
菊池…ヤエ子 菊池…ヤエ子 狢澤…香織
きくち　やえこ きくち　やえこ むじなざわ　かおり
住田町 住田町 一関市

一　般　男　子

優　勝
植村…星寿 髙橋…　巧 落合…玲祐 曽根…渓佑

うえむら　せいじゅ たかはし　たくみ おちあい　りょうすけ そね　けいすけ
宮城県 八幡平市 北海道 青森県

準優勝
髙橋…　巧 植村…星寿 杉田…哲朗 髙橋…　巧
たかはし　たくみ うえむら　せいじゅ すぎた　てつお たかはし　たくみ
八幡平市 宮城県 釜石市 八幡平市

第３位
杉田…哲朗 曽根…渓佑 佐藤…　繁 鈴木…清士朗
すぎた　てつお そね　けいすけ さとう　しげる すずき　きよしろう
釜石市 青森県 釜石市 一関市

第３位
加藤…政彦 佐藤…　繁 落合…祐輝 杉田…哲朗
かとう　まさひこ さとう　しげる おちあい　ゆうき すぎた　てつお
山形県 釜石市 北海道 釜石市

基本動作グランドチャンピオン
落合…早輝
おちあい　さき
北海道

打突グランドチャンピオン
落合…玲祐

おちあい　りょうすけ
北海道

【団体戦】
種　別 順　位 チーム名

小学１～６年の部

優　勝 仙台スポチャンクラブ 宮城県
小野寺…颯佑・小野寺…蒼生・杉山…新太

準優勝 盛岡南スポーツチャンバラ教室Ｂ 盛岡市
小野…啓汰・九條…志哉・村上…翔真

第３位 釜石広洋館Ａ 釜石市
中居…春太・佐々木…一翔・杉田…　光

第３位 盛岡スポーツチャンバラ同好会 盛岡市
角掛…心美・佐々木…煌斗・角掛…来美

一　般　の　部

優　勝 弘前大学Ａ 青森県
外山…　颯・曽根…渓佑・菅原…雄大

準優勝 盛岡南スポチャン同好会 盛岡市
千葉…有泰・川村…くるみ・森山…大志

第３位 釜石広洋館 釜石市
杉田…　翔・千葉…将之・千葉…竜吉

第３位 どさんこスポチャンクラブ 北海道
落合…玲祐・落合…早輝・落合…祐輝
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競技会役員・競技役員・協力団体

■ ラジオ体操
競技会役員… （順不同・敬称略）
　名誉会長　　高　橋　昌　造
　会　　長　　田　村　雄　孝
　副 会 長　　伊　東　ま　さ　　小　山　正　子　　村　松　正　夫　　山　本　　　功
　顧　　問　　足　澤　　　至　　廣　田　光　男　　越　　　秀　敏
　参　　与　　廣　田　徹　夫　　阿　部　栄　子　　昆　　　　　茂　　赤　丸　秀　雄　　水　本　淳　一
　　　　　　　廣　田　清　実　　高　橋　安　子　　齊　藤　正　範　　村　松　信　一　　昆　　　秀　一
　　　　　　　藤　原　梅　昭　　川　村　農　夫　　山　﨑　道　夫　　髙　橋　七　郎　　長谷川　和　男
　　　　　　　川　村　よし子　　小　川　文　子　　藤　原　由　巳　　藤　原　義　一　　米　倉　清　志
　　　　　　　関　村　昭　子　　大　坊　一　男　　和　田　　　修　　掛　川　はるな　　伊　藤　清　喜
　　　　　　　吉　田　秀　一　　谷　村　雄　二　　高　橋　雅　明　　橘　　　　　誠　　川　村　　　勇
　　　　　　　小　松　　　太　　久　慈　宗　悦　　工　藤　眞理子　　佐　藤　健　一　　山　本　良　司
　　　　　　　藤　原　道　明　　佐々木　順　子　　菅　原　弘　範　　村　松　康　志
　委 員 長　　山　本　英　朝
　副委員長　　稲　垣　譲　治
　委　　員　　宮　本　鉱　也　　田　中　宏　曉　　八　木　浩　之　　桝　井　　　徹　　畑　段　光　一
　　　　　　　髙　橋　　　進　　高　橋　範　子　　鷹　觜　祐　子　　藤　原　康　文　　村　松　勇　夫
　　　　　　　久　慈　道　伸　　村　松　輝　夫　　山　本　　　平

競技役員・協力団体… （順不同・敬称略）
　委 員 長　　田　村　雄　孝
　副委員長　　伊　東　ま　さ　　小　山　正　子
　総　　務　　高　橋　範　子　　稲　垣　譲　治　　西　野　紀　子　　佐々木　大　喜
　司会進行　　山　本　　　功
　受付案内　　村　松　康　志　　田　村　英　典　　川　村　　　学　　伊　藤　早弥香　　簗　田　さゆり
　　　　　　　渋　田　稀　結　　
　整　　列　　佐　藤　悦　子　　及　川　玉　子　　千　葉　喜久子　　工　藤　眞理子　　鷹　觜　祐　子
　　　　　　　藤　原　康　文　　村　松　勇　夫　　久　慈　道　伸　　鎌　田　順　子　　村　松　之　子
　　　　　　　佐々木　真　史　　佐々木　睦　子　　細　越　一　美　　佐々木　　　龍　　門　脇　耕　一
　　　　　　　工　藤　優　平　　和久井　育　子　　角　舘　敦　子　　
　救　　護　　浅　沼　圭　美　　遠　藤　訓　子
　協力団体　　矢巾町体育協会　　矢巾町ラジオ体操友の会　　矢巾町交通指導隊

■ スポーツチャンバラ
競技会役員… （順不同・敬称略）
　名誉会長　　高　橋　昌　造
　会　　長　　高　橋　雅　明
　副 会 長　　髙　橋　　　巧　　村　松　正　夫　　山　本　　　功
　顧　　問　　後　藤　康　文　　中　村　正　行　　山　影　正　司　　廣　田　光　男　　越　　　秀　敏
　参　　与　　川　村　　　学　　廣　田　徹　夫　　阿　部　栄　子　　山　影　光　子　　小笠原　浩　二
　　　　　　　昆　　　　　茂　　赤　丸　秀　雄　　水　本　淳　一　　廣　田　清　実　　高　橋　安　子
　　　　　　　齊　藤　正　範　　村　松　信　一　　昆　　　秀　一　　藤　原　梅　昭　　川　村　農　夫
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　　　　　　　山　﨑　道　夫　　髙　橋　七　郎　　長谷川　和　男　　川　村　よし子　　小　川　文　子
　　　　　　　藤　原　由　巳　　藤　原　義　一　　米　倉　清　志　　関　村　昭　子　　大　坊　一　男
　　　　　　　和　田　　　修　　掛　川　はるな　　伊　藤　清　喜　　吉　田　秀　一　　谷　村　雄　二
　　　　　　　田　村　雄　孝　　橘　　　　　誠　　川　村　　　勇　　小　松　　　太　　久　慈　宗　悦
　　　　　　　工　藤　眞理子　　佐　藤　健　一　　山　本　良　司　　藤　原　道　明　　佐々木　順　子
　　　　　　　菅　原　弘　範　　村　松　康　志
　委 員 長　　矢　畑　広　志
　副委員長　　日　野　敏　弘　　稲　垣　譲　治
　委　　員　　及　川　　　清　　橘　　　紀　臣　　工　藤　誠　司　　鈴　木　園　枝　　佐　藤　　　健
　　　　　　　杉　田　哲　朗　　植　田　秀　實　　高　橋　　　徹　　高　橋　朋　美　　佐　藤　和香子
　　　　　　　岩　間　淳　夫　　村　松　輝　夫　　山　本　　　平

競技役員・協力団体… （順不同・敬称略）
　名誉会長　　　田邊　哲人
　会　　長　　　高橋　雅明
　副 会 長　　　吉田　健志　　工藤　祐八　　遠藤　　仁　　白石田　宗雄
　大会委員長　　田邊　賢一
　実行委員長　　川村　　学
　検 査 長　　　細川　健一
　副検査長　　　田村　秀三
　審 判 長　　　及川　安丈
　審 判 員　　　落合　祐司　　落合　早苗　　落合　祐輝　　落合　玲祐　　菅原　雄大　　曽根　渓佑
　　　　　　　　外山　　颯　　中平　定光　　吉田　健志　　工藤　祐八　　岩間　淳夫　　植田　秀實
　　　　　　　　及川　　清　　加賀谷　遼　　佐藤　　健　　杉田　哲朗　　髙橋　　巧　　千葉　有泰
　　　　　　　　矢畑　広志　　金木　貴之　　川村　賢也　　菅原　正樹　　遠藤　　仁　　加藤　政彦
　総務委員長　　山本　　功
　総務委員　　　稲垣　譲治　　西野　紀子　　佐々木大喜
　表彰記録委員　細川　嗣人　　高橋　亮介
　放送委員　　　藤原　郁美　　川村奈津美
　受付・式典係　工藤眞理子　　藤原　康文　　村松　勇夫　　山影　光子　　高橋　安夫　　菊池　紀子
　　　　　　　　室月　友子　　細越　一美　　佐々木睦子　　渡部亜由美　　藤枝　裕理　　渋田　稀結
　コート記録係　川村　　学　　安藤　宏道　　安藤　勝子　　小笠原俊夫　　小笠原真弓　　昆　　　梓
　　　　　　　　工藤　誠司　　上野　允也　　佐藤和香子　　佐藤　桃香　　下河原健司　　関　歩乃果
　　　　　　　　日野　敏弘　　千葉　将之　　千葉　竜吉　　馬立　　亮　　八重樫大地　　古川　幸市
　　　　　　　　門脇　　豊　　菊池　大樹　　水科　拓巳　　立花　真記　　高谷　幸子　　藤原　和久
　　　　　　　　千葉　欣江　　沼田　光徳　　一方井哲平　　小林　　稔　　根澤のぞみ　　長峯　大樹
　　　　　　　　藤原　成章　　高橋映里咲　　後藤　佑輔　　工藤　優平　　岩崎　幸大　　川村　渓太
　　　　　　　　菊池　美夏　　金野　琴子
　救 護 係　　　小原　朋子　　立花　泰子
　駐車場係　　　門脇　耕一　　佐々木　龍
　写真撮影係　　飯塚新太郎　　篠村　薫乃
　協力団体　　　矢巾町体育協会　　矢巾町商工会　　岩手中央農協花卉生産部会矢巾支部
　　　　　　　　岩手県スポーツチャンバラ協会支部道場保護者　　矢巾町役場退職者の会
　　　　　　　　矢巾町レクリエーション協会
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矢巾町開催準備経過概要

期　　日 内　　　　　　　　　　　　　容

平成19年 ６月 20日 岩手県議会で知事が国体招致を表明

７月 ４日 岩手県議会で「第71回国民体育大会（本大会）の招致に関する決議」を採択

８月 ７日（財）岩手県体育協会会長，岩手県知事，岩手県教育委員会の三者連名で，財団
法人日本体育協会会長及び文部科学大臣に「第71回国民体育大会開催要望書」
を提出

９月 ５日 第71回国民体育大会開催準備経過について

平成20年 １月 15日 岩手県準備委員会設立総会・第１回総会

５月 27日 岩手県準備委員会第２回総会

８月 ８日 第１回市町村連絡会議・第１回競技団体連絡会議合同会議を開催

平成21年 ６月 １日 岩手県準備委員会第３回総会を開催

９月 16日 第７回岩手県準備委員会常任委員会を開催

12月 18日 岩手県準備委員会第2回市町村連絡会議・第2回競技団体連絡会議を開催

平成22年 ３月 29日 第８回岩手県準備委員会常任委員会を開催

６月 10日 岩手県準備委員会第４回総会を開催

12月 15日 デモンストレーションスポーツ市町村実施希望調書提出（ラジオ体操・スポーツ
チャンバラ）

12月 21日 第３回市町村連絡会議・第３回競技団体連絡会議合同会議を開催

平成23年 ３月 11日 14時46分三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震が発生

８月 25日 第４回市町村連絡会議を開催

12月 ６日 岩手県議会で知事が平成28年度の国体開催をあらためて表明

平成24年 １月 25日 第５回市町村連絡会議を開催

１月 30日 岩手県準備員会第５回総会を開催

４月 １日 教育委員会社会教育課に国体準備室を設置

7月 26日 平成24年度第１回市町村連絡会議

6月 5日 第71回岩手国体開催申請書提出

6月 11日 岩手県準備員会第６回総会を開催

7月 11日 第71回岩手国体開催内定

11月 8.9日 カヌー競技の中央競技団体正規視察

平成25年 1月 29日 平成24年度第２回市町村連絡会議

４月 １日 国体準備室を国体推進室へ名称変更

７月 24日 日本体育協会理事会で２０１６年いわて国体を正式決定

８月 １日 岩手県準備員会第７回総会を開催
希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会　第１回総会
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期　　日 内　　　　　　　　　　　　　容

８月 28日 第71回国民体育大会矢巾町実行委員会設立発起人会

９月 26日 第71回国民体育大会矢巾町実行委員会設立総会
第71回国民体育大会矢巾町実行委員会第１回総会

10月 19日 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会開催決定イベント

12月 19日 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会平成25年度第１回市町村連絡
会議

平成26年 １月 15日 日本体育協会理事会で、平成28年冬季大会の開催地が岩手県に決定

４月 １日 国体推進室に職員1名増員

４月 25日 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会平成26年度第１回市町村連絡
会議

５月 14日 第71回国民体育大会矢巾町実行委員会第１回常任委員会

27日 第71回国民体育大会矢巾町実行委員会第２回総会

６月 ２日 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会第２回総会

９月 ９日 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会平成26年度第２回市町村連絡
会議

12月 25日 第71回国民体育大会矢巾町実行委員会第２回常任委員会

平成27年 ４月 17日 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会平成27年度第１回市町村連絡
会議

５月 26日 第71回国民体育大会矢巾町実行委員会第３回総会

６月 12日 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会第３回総会

19～
21日

カヌー競技（スプリント）リハーサル大会

7月4～5日 カヌー競技（ｽﾗﾛｰﾑ・ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ）リハーサル大会

11月 15日 スポーツチャンバラ競技リハーサル大会

平成28年 ４月 ８日 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会平成28年度第１回市町村連絡
会議

23日 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会矢巾町炬火採火式

５月 18日 第71回国民体育大会矢巾町実行委員会第４回総会

６月 21日 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会第４回総会

９月 １日 スポーツチャンバラ競技組合せ抽選会

10月 １日 希望郷いわて国体総合開会式

２日 デモンストレーションとしてのスポーツ行事「ラジオ体操」「スポーツチャンバラ」

10月 11日 希望郷いわて国体総合閉会式

12月 20日 第71回国民体育大会矢巾町実行委員会第5回総会「解散総会」
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第71回国民体育大会矢巾町実行委員会役員名簿

平成28年10月1日現在（順不同・敬称略）
職　名 所　属…・…役　職　等 氏　　名
会　長 矢巾町長 高　橋　昌　造
副会長 矢巾町議会議長 廣　田　光　男
〃 矢巾町商工会会長 水　本　　　孝
〃 矢巾町コミュニティ会長連絡協議会会長 高　橋　　　徹
〃 矢巾町体育協会会長 村　松　正　夫
〃 矢巾町副町長 伊　藤　清　喜
〃 矢巾町教育委員会教育長 越　　　秀　敏

常任委員 矢巾町議会副議長 米　倉　清　志
〃 矢巾町観光協会会長 吉　田　秀　一
〃 社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会会長 谷　村　雄　二
〃 岩手県ラジオ体操連盟会長 田　村　雄　孝
〃 岩手県スポーツチャンバラ協会会長 高　橋　雅　明
〃 岩手県カヌー協会会長 橘　　　　　誠
〃 矢巾町スポーツ推進委員長 川　村　　　勇
〃 矢巾町学校長会会長 小　松　　　太
〃 岩手中央農業協同組合代表理事組合長 久　慈　宗　悦
〃 楽々クラブ矢巾会長 工　藤　眞理子
〃 矢巾町総務課課長 山　本　良　司
〃 矢巾町企画財政課課長 藤　原　道　明
〃 矢巾町健康長寿課課長 佐々木　順　子
〃 矢巾町福祉・子ども課課長 菊　池　由　紀
〃 矢巾町道路都市課課長 菅　原　弘　範
〃 矢巾町学務課課長 村　松　康　志
〃 矢巾町社会教育課課長 山　本　　　功

監　事 矢巾町代表監査委員 吉　田　　　功
〃 矢巾町会計管理者 佐　藤　健　一

委　員 矢巾町体育協会副会長 廣　田　徹　夫
〃 矢巾町議会総務常任委員会委員長 藤　原　由　巳
〃 矢巾町議会産業建設常任委員会委員長 藤　原　梅　昭
〃 矢巾町議会教育民生常任委員会委員長 齊　藤　正　範
〃 矢巾町議会予算決算常任委員会委員長 山　﨑　道　夫
〃 矢巾町議会議会運営委員会委員長 川　村　農　夫
〃 矢巾町議会広報広聴委員会委員長 昆　　　秀　一
〃 矢巾町行政区長協議会会長 藤　井　照　夫
〃 矢巾町自治公民館長連絡協議会会長 吉　田　彰　宏
〃 矢巾町体育振興委員協議会会長 佐々木　四士美
〃 矢巾町保健推進員協議会会長 川　原　久　子
〃 一般社団法人紫波郡医師会会長 木　村　宗　孝
〃 矢巾町税務課課長 佐　藤　健　一
〃 矢巾町住民課課長 浅　沼　　　仁




