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2017年開催 第７２回国民体育大会 えひめ国体を知る、楽しむ、参加する情報誌
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サッカー

愛媛県松山市出身
棟田 康幸さん

柔道

国体
タイムトリップ

1997

過去の
国体を振り返る

愛顔つなぐ
アスリート
え　がお

国体
みきゃん

歌手・水樹奈々さん

インタビュー！！
イメージソング完成！

県総合
運動公園を
レポート！

み き ゃ ん 突 撃 レ ポ ー ト

えひめ国体
愛顔の

サポーター

支え方は
  十人十色。

え　がお

♪
♬

♪
♪ ♬

♪ ♬

みきゃんのTalkingえひめ国体

インタビュー

整備中の

ついに!!

第17回全国障害者スポーツ大会
（愛称：愛顔つなぐえひめ大会）の
競技会場が内定したよ！

え     がお

読み上げ装置にて、内容を
音声で聞くことができます。

音声コード



「車いす席」を増設！
50席あるけん！

1 2

２０１４年３月末現在、サイド・バックスタンドの改修、大型映像装置の新設、フィールド芝
の張替が完成しました。新たにウエイトトレーニング室、倉庫などが設置されました。

施設内は、県産材の杉の木をふんだんに
使用。杉の香りがふわっと香るよ。

フィールド芝
砥部町「夢の里とべ」で大切に育てら
れた天然芝を使用しているよ。

大 型 映 像 装 置 は 高 さ
9.8ｍ、幅21.1ｍあるよ！ テニスコート面は再整

備中。１５面から１面増
えて１６面になるよ。

イメージソングが完成！

えがおは君のためにある
イメー ジ ソ ン グ

１．君に出会うためここまできたんだ
しまなみの風に誘われて
みんなの夢を受けたからだに
輝くオレンジの太陽

空を見上げて明日を想うとき
自分を信じられずにうつむいた
知らず流した涙のその先に
答えをみつけた

勇気だして怖がらずに踏み出そう
「できる」そう思うことが何よりも大切
背中押すよ“がんばれ”の声が味方に
えがおは君のためにある

２．眩しい朝焼け　高鳴るよ鼓動
さえずる鳥たち羽ばたいて
靴ひも結び深呼吸した
素晴らしい今日という晴れの日

瞳を閉じてふるさと想うとき
みんなの明るい顔が浮かんだよ
決して一人じゃないと感じられたら
強さに変わった

“希望”胸にどこまでも走って行こう
夢を失くさないことが何よりも大切
花が咲くよ　瀬戸内の海が教える
未来は君のなかにある

海の香る風はやさしく吹くよ
みんなの髪をなでるように　そっと
誰の心にもいつか虹が架かる
ゴールがあるから

勇気だして怖がらずに踏み出そう
「できる」そう思うことが何よりも大切
背中押すよ“がんばれ”の声が味方に
えがおは君のためにある

作詞：篠原 勲・市川 勇嗣　作曲：篠原 勲　編曲：石戸谷 斉　歌 ：水樹 奈々

えひめ国体 検 索

イメージソングには、
ノーマルバージョン・
ダンスバージョン・

体操バージョンがあるよ！

「えがおは君のためにある」は
えひめ国体のホームページから
ダウンロードできるけん、聴いてみてね！

♪

♪

♬

♬
アマチュアの方を対象に愛顔つなぐえひめ国体イメージソングの曲と歌詞を募集したとこ
ろ、全国から１６６点もの応募があり、その中から、篠原 勲さん（愛媛県松山市在住）の「えが
おは君のためにある」が選ばれました。ご応募いただいたみなさま、ありがとうございました。

え  がお

⬇このバナーをクリック！

水樹 奈々（みずき なな） 新居浜市出身
歌手・声優 
１９９７年から声優として活動する一方、２０００年にシン
グル「想い」でアーティストデビュー。2014 年現在、
ＮＨＫ紅白歌合戦に５年連続出場。シングルは現在１２
作連続でオリコンチャートＴＯＰ３入りを果たしており、
これまで多数のヒット曲を輩出している。２０１３年度芸
術選奨文部科学大臣新人賞受賞。

PROF I L E

ホームページでも聴けるよ

つ
い
に

整備中の
県総合運動公園を
みきゃんが

陸上競技場（ニンジニアスタジアム）

バックスタンドはすべて「個席」になって観戦しやすくなったけん！

うわぁ～！

杉のいい
香り！

こちらは近的射場。観客席からよく見えるよ！

近的射場と遠的射場の間
の観客席が、両サイドガラ
ス張りの部屋になりました。

弓道場

クラブハウス（テニスコート横）

2017年に向けて

さらに整備が進ん
でいくよ！

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会の開
催に向けて、県総合運動公園では、ニン
ジニアスタジアムをはじめ、各施設の改
修工事を進めています。今春、スタジア
ムのバックスタンドの改修、フィールドの
芝の張替、弓道場、テニスコート横のク
ラブハウス等が完成しました。

え  がお

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会のイメージソングを歌う
え   がお

突撃レポート！

わぁ！とっても
きれいな芝やね！！

愛媛らしさあふれる明るくさわやかな曲調で、だれも
が親しみやすい曲です。歌っていただいたのは、愛
媛県新居浜市出身で、歌手・声優として今や日本を
代表するTOPアーティストとして大活躍中の水樹奈々
さんです♪

水樹 奈々さん

インタビュー！
競
技
す
る
選
手
の
姿
と

愛
媛
の
風
景
が
浮
か
ぶ
歌

い汗を流すような疾走感や躍動感が込められていて、
青空のもと全力で競技している選手のみなさんの姿が
目に浮かぶような、そんなステキな曲だなぁと思いました。

地元愛媛で国体が開催されると聞いて
いかがでしたか？
やった !って感じ（笑）。しかも 2017 年、7（＝奈々）だ !っ
て勝手に親近感を持っていたので、何らかの形で関われた
らいいなと思っていました。愛する愛媛県のためなら全力
で応援したいという気持ちでいっぱいです！ みんなと一緒
になってえひめ国体を盛り上げていきたいと思っています。

レコーディングを終えてのお気持ちは？
地元・愛媛を思い出すような歌詞とメロディでしたので、
曲が自然と私の体の中に入ってきてくれて、とても楽し
く歌わせていただきました ! 選手のみなさんにとっては、
日々いろんな努力があって、時には涙を流しながらもつ
いに掴んだ国体への切符 ! でもそこは晴れの大舞台で、
すごく緊張する…。あの何とも言えない気持ちは、私が
ライブに向かう気持ちとシンクロするところがあります。
一瞬たりとも緊張が途切れることはないし、全力で挑ま
なければ勝利の女神は微笑んでくれない。そんな選手の
みなさんの気持ちを自分の経験と照らし合わせながら歌
いました。

歌ってみてどんな曲だと感じましたか？
聴いてくださる方々に
感情移入していただけ
るようなものにしなきゃ
いけないという緊張感
やプレッシャーがありま
したので、歌詞もしっ

かり読み込み、曲も自分の細胞の中にしみ込んでいくま
で何度も聴いてイメージを膨らませました。親しみやす
いメロディの中に、思いっきり体を動かして気持ちのい

Nana Mizuki

音声コード 音声コード



きむら たかひろ

てもらえますし、キツイ練習の辛さも吹き飛ぶ瞬
間という感じでした。

えひめ国体に向けて取り組んでいきたいことは？
また、ご自身の目標を教えてください。
愛媛県で開催される中四国の合宿や教室で招待
先生として小学生・中学生・高校生の指導をして
います。現役である自分が実際に組んで指導する
ことは、言葉で指導するより伝えやすいし、伝わ
りやすいんじゃないかと思っています。また絶対
勝つために「最後の一分一秒まで諦めない精神
力」を養ってもらいたいですね。僕自身は世界選
手権での優勝経験はあるものの、日本選手権で
はまだ優勝したことがありません。日本選手権で
優勝し、大好きな柔道を体が続く限りやっていき
たいというのが夢です。

えひめ国体「ひめっこスポーツ大使」
柔道選手

みきゃんの

松山市にある棟田武道館で
子どもたちに柔道を教える棟田康幸さん。

後輩思いの現役柔道家に
みきゃんが独占インタビュー！

柔道を始めたきっかけと本格的に始めたのは
いつですか？
父親と姉が柔道をやっていて、２～３歳の頃から道
場に遊びに行っていたらしいです。実はそこはあ
まり覚えてないんですけど、自分から始めたいと
言ったらしく、子どもの頃は道場で仲間と一緒に
いるのが楽しかった記憶があります。競技として

は中学１年生くらいから本
格的に始めました。それま
では週に３回だった練習
が、１年に３５０日くらい、１
日５～６時間になりました。

柔道の面白さをどんな所に感じますか？
2ｍとか２００ｋｇとかあるような体格の大きな選手
を自分のような小柄な選手が投げて一本を取るこ
とができたときは爽快で、自分の柔道をやり切っ
た感がありますね。見ている人にも面白いと言っ

愛
媛
の
頑
張
る
選
手
を

で
き
る
限
り
手
伝
い
た
い

Yasuyuki Muneta

 ひめっこスポーツ大使とは
平成２９年のえひめ国体開催に向けて、県民の皆さんへの周知や競技団体関係者の競技
力向上への気運を高めるために、本県にゆかりのある著名なアスリートの方々に「えひめ国
体ひめっこスポーツ大使」への就任をお願いしています。スポーツ大使には、県や市町が実
施するえひめ国体広報イベントや、競技団体が主催する事業にご協力いただくとともに、本
県競技スポーツの振興について幅広い視点からご指導・ご助言をいただいています。

棟田 康幸（むねた やすゆき） 
松山市出身 柔道
全国高校総体 優勝
1999年 嘉納治五郎杯国際柔道大会 優勝（史上初の高校生王者）
2000年 全日本学生柔道体重別選手権大会 優勝
2003年 世界柔道選手権大会 優勝
2006年 全日本選抜体重別選手権 優勝
2007年 世界柔道選手権大会 優勝
講道館柔道五段　警視庁所属

棟田 康幸さん

む ね 　 　 た や す 　  ゆ き

愛媛県勢３９８人が参加したこの国体では、サッカー女子が初めて正式競技に取り
入れられました。愛媛選抜は初出場で５位入賞。その他にも、ボート成年男子が
優勝、陸上競技での上位入賞、弓道成年男子が３位入賞など活躍しました。

国体初のサッカー女子
愛媛県５位入賞！
国体初のサッカー女子
愛媛県５位入賞！

タイムトリップ
なみはや国体 〈第52回国体〉

平成9年 （大阪府）
1997
国 体

愛 媛 の 注 目 選 手 をご 紹 介！愛 顔 で が ん ば るアスリートた ちにエ ー ル を 送 ろう！

国体に出ることは毎年の目標
えひめ国体も必ず出場したい！

今治のメンバーは２０人、出身地の違う選手たちが集まったチームで
すが、若い選手が多く、よい意味でみんなが仲よくサッカーができて

いると思います。メンバーは自分の考えをしっかり持っていて、自分の弱点
を克服しようと自主的に考えて練習している人が多く、僕の役割はキャプテ
ンとしてチームのまとまりを作ることだと思っています。「人とボールが動く

サッカー」「観客が見ていて面白いサッカー」
を試合でできるのが目標。普段の練習はその
ためのチーム練習が主体ですね。毎年の国体
出場を視野に入れつつ、常に向上心を持って
楽しくやりながら強くなっていきたいです。

FC

監督 木村 孝洋さん

個人の力量に頼るというよりチーム全員が
一体となって戦うチームです。限られた練
習時間なので、できるだけ実戦的な練習を
多くしています。スピードを大切にしながら
も、みんなでボールを動かしながら相手
ゴールに迫っていくスタイルで、攻守のバ
ランスを大切にした試合運びができるよう
に指導しています。

父親の
グレッグさんと

日本だけでなく、がんばれば世界でトップクラスになれる資質を持っ
ている選手です。ゴルフで一番大切なメンタル面を重視し、いろん
なシチュエーションをイメージさせるなど、日本ではあまりされてい
ない教え方で練習を行っています。一つの課題をクリアすればまた
次のレベルに押し上げていく課題を与えています。

父親から一言!!

まずはえひめ国体出場を目標に
世界で活躍するプロを目指す！

初にクラブを握ったのは３歳のときだったそうです。小学１年生のとき
に初めて出場した大会で、大負けしてとても悔しい思いをしました。

小学３年生で、男女混合の四国大会で優勝したときから本格的に始めました。
練習メニューは、私のことを一番よくわかってくれている父が全て考えてくれ
ています。朝は家からランニングで練習場まで行って１時間くらい練習し、そ
れから家に帰って朝ご飯を食べて学校へ行って、帰ってきたらまた練習。毎日

２～３時間はしています。私はメンタルがすごく弱く
て、そこを克服しなきゃいけないと思っています。将
来の夢はプロになること。そのために、えひめ国体
やいろんな大会に出場して強くなっていきたいです。

最

え が お

監督から一言!!

え が お

国体の思い出

▲チームワークがよく、国体では「全員で勝つ」という
目標を決めていた。（前列左から４番目が川中さん）

サッカー 女子 5位入賞
監督兼選手 26歳（なみはや国体当時） 初めて国体でサッカー女子が開催された年に、監督兼

選手として愛媛県から出場しました。監督といっても技
術的な指導はコーチにお願いし、チームのまとめ役に
徹していたので、選手として一緒にプレーできたことが
よかったです。初めて出場した国体は文字通り祭典とい
う言葉がふさわしい華やかさがあり、何を見ても興奮す
ることばかり。他県の人たちからの声援やあたたかい
言葉、大阪の人たちのおもてなしも素敵でした。

川中 伸子（かわなか のぶこ〈旧姓・実藤〉） 

宇和島市出身。宇和島南高校卒。現
在は、体育教諭として伊予高校に勤務。
高校時代に勧誘を受けてバスケットか
らサッカーに転向し、学校やチーム代
表選手として数々の全国大会や公式戦
に出場してきた。現在も選手として
arance marcio 愛媛に所属。

ゴルフ 〈女子〉

松山市出身。中学１年生。オーストラリア人の父
とともにゴルフを始める。四国小学生ゴルフ選
手権春季大会（女子の部）で2連覇。2013年、四
国小学生ゴルフ大会（女子高学年の部）優勝。

日浦中学校
マニックス ジョイ 明美さん

あけ    み

サッカー 〈成年男子〉

高知県出身。NPO法人今治しまなみスポーツ
クラブ所属。小学２年生からサッカーを始め、
岡山の大学を卒業後、愛媛FC  しまなみ（現・
FC今治）に入団し現在に至る。

FC今治
キャプテン 稲田 圭哉さん

いな　  だ けい　　や

▲準々決勝、愛媛VS大阪で
シュートを放つ川中さん。

3 4
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サウンドテーブルテニス支援者スポーツドクター

競技会場マップ
松前町

●卓球（身・知）
　サウンドテーブルテニス（身）
 松前公園体育館
 松前総合文化センター

伊予市
●バレーボール（身）
 しおさい公園
 （伊予市民体育館）

大洲市
●バスケットボール（知）
 大洲市総合体育館 西条市

●フライングディスク（身・知）
 西条市ひうち陸上競技場

今治市
●アーチェリー（身）
 今治市宮窪石文化運動公園

●車椅子バスケットボール（身）
 今治市営中央体育館

松山市
●陸上競技（身・知）
　愛媛県総合運動公園 陸上競技場
●水泳（身・知）
　松山中央公園（アクアパレットまつやま）
●ボウリング（知）
　キスケボウル

　　　　　●ソフトボール（知）
 松山中央公園運動広場
　　　　　●バレーボール（知）
 愛媛県武道館
　　　　　●サッカー（知）
 北条スポーツセンター
 （陸上競技場・球技場）

身：身体障害者が出場できる競技
知：知的障害者が出場できる競技
精：精神障害者が出場できる競技

個人競技 ６競技
団体競技 ７競技

支え方は十人十色。

えひめ国体
 愛顔の

サポーター

え が お

普段の練習相手から
試合のサポートまで

愛媛大学法文学部4年生。ボランティアサークルすくすくに所
属。週末を中心に、子どもや高齢者、障害者に対するさまざま
なボランティア活動や地域活動のお手伝いを行っている。

愛媛大学
ボランティアサークルすくすく

ゆう　かさ  とう

佐藤 友花さん

パフォーマンス向上を
目指す“チーム”を統括

スポーツドクターは選手たちがケガをしないように、パ
フォーマンスが充分発揮できるようになど、コーチやト
レーナー、栄養士、薬剤師といった“チーム”を統括し、
コーディネートをしていくというのが主な役割です。他
には身体機能を効率的に向上させるためのトレーニン
グに関する教育や啓発なども我々の仕事で、そこには
選手の健康診断や体力測定なども入ってきます。今後

はえひめ国体に向けて
“チーム”としての体制
をしっかり整え、個々の
選手に対応したきめ細か
なメニュー作りを行って
いかなければいけないと
考えています。

サウンドテーブルテニスは視覚障害者の方のためのス
ポーツで、基本的な道具や見た目は卓球とよく似てい
ますが、ピンポン球をネット下で転がして打ち合う独自
のルールで行われます。打ち合いの音が聞こえるよう
にラケットのラバーを外してあり、競技者はその音を聞
いてピンポン球を追いかけます。目が不自由なのにど
うしてそんなに速く打ち合えるのかと驚かされますが、

やはり手助けが必要な
部分もあります。普段
の練習相手やボール拾
い、大会のときは主審・
副審、タイムキーパー、
カウンターとしてお手
伝いをしています。

田辺医院（呼吸器科・循環器科）の院長。2011年に愛媛県体育
協会理事に。同時にスポーツ医科学委員会の委員長に就任。ス
ポーツ関係者に対する指導や講習会などを行っている。

医学博士
愛媛県体育協会理事
スポーツ医科学委員長
日本体育協会公認スポーツドクター

りょうすけた  なべ

田邉 亮介さん

みんなで

支えよう！！

八幡浜市
●バレーボール（精）
 八幡浜市民スポーツセンター

【開閉会式会場】
 愛媛県総合運動公園 陸上競技場

選手の健康状態を診断し、適切
な指導を行っています。

競技をサポートすることで教えら
れることもたくさんあります。

新居浜市
内子町

砥部町
競技会場地をリレー紹介！

えひめぐり

新居浜市

２０１７年開催のえひめ国体
に向け、県内各市町では
どのような準備が進められ
ているのでしょうか。開催
競技とともに紹介します。

日本が世界に誇った三大銅山の一つ別子
銅山。標高７５０ｍにある東平ゾーンで自然
と産業文化遺産をお楽しみください。

砥部町

vol.4

高さ約15ｍで、砥部焼の陶板を560枚使用
した、砥部の玄関口にそびえ立つ砥部焼の
塔「愛伊砥くん」が選手をお出迎えします。

陶街道 夢タワー
 「愛伊砥（えいと）くん」

内子町

内子座は、町並保存事業に連動して昭和
60年に復原され、今では、町内外の芸術文
化活動の拠点として活用されています。

内子座

東洋のマチュピチュと呼ばれている
東平（とうなる）ゾーン

新居浜市は、四国の瀬戸内海側のほぼ中央に位置する人口約１２
万４千人のまちです。開催競技は４種目で、現在サッカー場に常設
の観覧席を設置しています。セーリング会場のヨット艇庫も今年度完成予定で、各会
場の整備が着々と進んでいます。また、PR活動として「国体みきゃん」をあしらったワッ
ペンを製作し、市職員全員に配布しています。今後、関係団体の方にも配布して、
市全体で「えひめ国体」に向けての機運を盛り上げていきます。

サッカー

バドミントン

ウエイトリフティング 軟式野球

新居浜市の魅力を発信し、
「えひめ国体」を盛り上げていきます！

●新居浜市
　企画部 国体推進室
　TEL 0897-65-1520

●砥部町
　国体推進課 国体推進係
　TEL 089-962-1027

砥部陶街道のおもてなしで、
魅力と感動あふれる国体に！

室長

佐薙 博幸さん
さ  なぎ ひろ ゆき

２０１７年秋は、
「えひめ国体」
と「新居浜太鼓
祭り」で楽しん
でください！市
民全員で歓迎
します！

PR活動用に製作
した国体みきゃん

（新居浜バージョ
ン）をあしらった
ワッペン

「砥部焼」など
町産品を活用
した魅 力 あふ
れるおもてな
しを展開。町民
総参加の国体
を目指します！砥部町は、国の伝統的工芸品「砥部焼」の産地でもある人口約２万

２千人のまちです。開催競技はバドミントンで、会場の体育館は昨年
改修を行いました。国体に向けて町民のスポーツへの関心や意欲を高め、スポーツに
親しむことにより、生涯スポーツの実現を目指します。また、砥部陶街道の精神である「お
もてなしの心」をもって選手・応援観戦に来られる方々をお迎えし、砥部陶街道五十三
次など、まちの豊かで多彩な地域資源の魅力を、全国に発信していきたいと思います。

課長補佐兼国体推進係長

山本 勝彦さん
やま もと かつ ひこ

主任

池内 隆さん
いけ うち たかし

この方
に

伺いま
した!

開催
競技

開催
競技

まちの総力を結集して
国体を成功させます！

内子町は、町並み、村並み、山並みが美しい人口約１万８千人のまちです。開催競
技のゴルフは、多くのゴルフ愛好家に人気の緑あふれる名門コースで開催されま
す。ライフル射撃は、地元の高校でライフル射撃部が創設されたり、体験教室が
実施されたりしています。こういった取組みから、競技人口を増やしていき、国体
出場選手の人材発掘を進めています。「住んでよし、訪ねてよし、美（うま）し内子」
をキャッチフレーズに、全国から訪れる人々に向けて内子町をPRしていきたいです。

内子の昔ながらの文化や
自然を堪能して、知ってい
ただくため、まちの魅力を
発信していきたいです！

この方
に

伺いま
した!

この方
に

伺いま
した!

ほとんどの市町に国体の部局ができて準備が本格化しているよ！

ゴルフライフル射撃（ＣＰ以外）

セーリング

開催
競技

㊨

㊧

室長　亀沖 明義さん
かめ おき あき よし

主査　澤田 訓一さん
さわ  だ のり かず

㊨

係長　二宮 大昌さん
にの みや だい すけ

㊧

㊥

みんなで応援しよう！

障スポみきゃん

東温市
●フットベースボール（知）
 東温市総合公園
 （多目的グラウンド）砥部町

●グランドソフトボール（身）
 砥部町陶街道ゆとり公園（多目的広場）

●内子町教育委員会
　自治・学習課 国体推進室
　TEL 0893-44-2160 
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えひめ国体を知る、楽しむ、参加する情報誌

Facebook、twitterもやってるよ！見てね！URL http://www.ehimekokutai2017.jp/

こ れ 何 の 用 具 ？

この広報誌の内容は2014年5月時点のものです。

新体操
しんたいそう

正式競技

Rhythmic Gymnastics

ライフル射撃
らいふるしゃげき

正式競技

Ｒifle sports

国体競技の魅力発見！

競技 知りを 隊

新体操は１３ｍ四方のフロ
アーマットの上でロープ、
フープ、ボール、クラブ、
リボンという５種類の手具
を用い、それらの操作の巧
みさと運動の多様性を、伴
奏音楽との調和によって独
創的・芸術的に表現する競
技です。音楽と一致した体
の動きや感情表現が重要視
される「美を追求する」競
技ですので、選手たちは基
本運動や柔軟性、筋力ト
レーニングはもちろん、表
現力を養うためにさまざま
な芸術に親しむとともに、
プロポーションを保つ努力

もしなければなりません。
愛媛県の新体操は全国的に
も上位を狙えるレベルに達
していますが、まだまだ技
術力・表現力・精神力を鍛
える必要があります。国体
は高校生選手が主体となり
ますので、ターゲットエイ
ジとなる今の中学１年～３年
生をえひめ国体の強化対象
におき、指導者たちも一致
団結してがんばっています。

愛媛県
ライフル射撃協会
事務局長・強化委員長

松本 洋一さん

この方に
伺いました!

この方に
伺いました!

芸術性と技術力を競う採点競技

ライフル射撃競技に使われ
る銃は、圧縮した空気で弾
を発射するエア・ライフルと
エア・ピストル、火薬で弾を
発射するセンター・ファイア・
ピストルとスモールボア・
ライフル、ターゲットを光線
で狙うビーム・ピストルとビー
ム・ライフルがあります。実
弾を使う銃は許可が必要で
年齢制限もありますが、ビー
ム銃は誰でも始められます。
ビーム・ピストルの重さは
１kg弱、ビーム・ライフルは
約4.5kgといずれも重さが
あり、筋力だけで銃を長時
間静止させることはできま

せん。ピストルは揺れる銃
口が標的を通過する過程で
引金（トリガー）を絞り、ライ
フルは革またはキャンバス
製の専用ジャケットやズボン
で体を支えて銃を安定させ
的を狙う、弓道と同じく精神
統一が大事な競技なのです。
まだ認知度が低く、競技人
口が少ないのが悩みですが、
えひめ国体に向けて選手の
強化に力を入れています。

▲ 演技時間いっぱいリ
ボンを美しく動かし続
けるには思う以上に
筋力が必要です。

的を狙って心静かに引金をひく

▲ 制限時間内に決めら
れた弾数を打ち切り、
的の合計点で勝敗を
決めていきます。
　（写真はビーム・ピストル）

まつ もと よう いちたけ  だ

愛媛県体操協会
副理事長

竹田 慶子さん
けい  こ

えひめ国体 検 索

線 を つ な い で あ そ ぼ う！

クイズ
？

？
③②①

こたえ：①新体操 ②ゴルフ ③サッカー ④ライフル射撃

④

サッカーゴルフ
しん　たい　そう

新体操
しゃ  げき

ライフル射撃
【パター】主にグリーン上で
ボールを転がすために使う
よ。パターでボールを打つ
ことをパッティングというよ。

【目隠し板（メガネ）】的に照準
を合わせるとき、片目をつぶ
らなくていいように目隠し板
がついたメガネをかけるよ。

【クラブ（こん棒）】２本１組
で使い、回したり投げたり
するよ。右手と左手で違う
演技をすることもあるよ。

【サッカーボール】五角形の
パネル12枚と六角形のパ
ネル20枚を縫い合わせて
つくられているよ。

Q
国体Q&A教えて！

みきゃん

国体の正式競技は
どうやって選ばれるの？

A ①日本体育協会加盟競技団体の競技である
こと。②全国に競技団体組織があり、各都道

府県の体育協会に加盟していること。③次のいずれ
かに該当すること、「オリンピックの実施競技・種目で
ある」、「日本の伝統的な競技である」、「国際競技力向
上の一翼を担う競技である」。
以上の条件の評価ポイントをランク付けし、現在は上
位40競技が正式競技として採用されているよ。

音声コード


