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みきゃんのTalkingえひめ国体

愛媛県西予市（旧野村町）出身
片男波親方

インタビュー

スポーツ祭東京2013

結果報告！

みきゃん

片男波部屋

読み上げ装置にて、内容を
音声で聞くことができます。
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前年と比べ天皇杯は３４位から２６位へ、皇后杯は３１位から１５位へと
順位を上げました。えひめ国体での天皇杯・皇后杯獲得を目指して
競技力の向上に取り組んでいることもあり、四国予選を突破した数は
４県の中で最も多い、６７枠（予選のある１７１種目中）。出場者数も
増加しました。正式競技の団体競技では、ベスト４以上が１０種目と、
天皇杯の得点に大きく貢献しました。また、県の強化指定チームの
活躍が光り、ソフトボール成年女子が準優勝、サッカー女子が３位に
入賞しました。ライフル射撃では、えひめ国体に向け、県内唯一の
部活動が誕生した伊予農業高校の選手が活躍し、少年女子では、篠
浦選手が大会新記録をマークして優勝、少年男子でも、野村選手が
準優勝を果たしました。

２０１３年９月２８日～１０月8日にかけて、スポーツ祭東京２０１３（第68回国民体育大会）が、東京都を
中心に行われ、愛媛県からは選手・監督・役員を合わせて、３９競技に６１８人が参加しました。開会式
では、旗手を務める松本貴治選手（自転車）を先頭に、約80人が堂々とした行進を見せました。

その年は他県のチームの選手が極端に強すぎたの
で「勝たなきゃ！」という個人的なプレッシャーはな
く、国体に参加すること自体を楽しめたと思います。
高３まで連続して国体に出場できたのですが、高３
のときの会場は北海道で、高校時代に日本の南端
と北端に行けるという、普通の高校生にはできな
い経験ができたことがうれしかったですね。

親方が感じる相撲の面白さはどこにありますか？ 
また、今後の夢をお聞かせください。
互いに裸で激しくぶつかりあうことで心身ともに強
くなれますし、肌で感じる痛みを知ることで優しい
人間になることができます。礼儀作法も身につけ
られる素晴らしいスポーツである“相撲道”のよ
さを子どもたちに伝えていくことが僕の夢であり、
使命だと思っています。

スポーツ祭東京2013
愛媛県選手団大活躍！！

参加したみなさん、

お疲れさまでした！

みきゃんもえひめ国体に

向けてがんばるぞー！！

片男波親方
えひめ国体「ひめっこスポーツ大使」
元関脇 玉春日

片男波 良二（かたおなみ りょうじ） 
西予市（旧野村町）出身 相撲 
1987年 第42回沖縄国体 出場
1988年 第43回京都国体 出場
1989年 第44回北海道国体 出場
1994年 初土俵（野村高校から中央大学を経て）
1996年 幕内昇進（初土俵から入幕まで負け越しなし）
1997年 関脇昇進（最高位西関脇、関脇1場所、小結2場所）
殊勲賞1回、敢闘賞2回、技能賞2回、金星7個、十両優勝1回
2008年 現役引退（幕内在位67場所、幕内通算444勝）
2010年 片男波部屋継承

みきゃんの

愛媛が誇る力士、
西予市（旧野村町）出身の片男波親方。

えひめ国体への思いを、母校・野村高校で
みきゃんが独占インタビュー！

えひめ
スポーツ りたが今昔もの
＜西予市・野村＞

▲乙亥会館（外観）
えひめ国体の相撲競技の
開催場所。方形型の建物
は東京の両国国技館をモ
デルに作られています。

▲相撲資料館（乙亥会館内）
玉春日関ゆかりの品々や、招待
された力士の写真が展示され
ています。「乙亥に来た力士は
出世する」と言われています。

乙亥大相撲は、１８５２年に起きた大火災の火鎮擁護祈願のために、１１月下旬の乙亥の日
に三十三結びの相撲をとって奉納したことが始まりです。今年で１６２年を迎え、日本で唯
一のプロとアマが対決する大会として、多くの相撲ファンで賑わいます。野村の人々にとっ
て乙亥大相撲は、まちの一体感がさらに高まる一大イベントです。もちろん、片男波親
方も幼い頃から活躍し、親方となった今でも毎年野村を訪れ、大会を盛り上げています。

「東の両国、西の乙亥」ともいわれる
160余年続く愛媛の相撲の神髄・乙亥大相撲

片男波親方、こんにちは。まずは相撲を始め
たきっかけと、力士になった理由をお聞かせく
ださい。
僕の出身地である南予地方は昔から相撲が盛んな
地域なので、両親の勧めに従い、当たり前のよう
に始めましたね。力士になったのは先代の片男波
親方からのスカウトと、身近な先輩たちが力士に
なったことがきっかけです。大学４年の冬に部屋入
りしたのですが周囲は自分より年下ばかり。「年齢
に関係なく部屋入りが早いものが上」という厳し
い上下関係に衝撃を受けながらも、「絶対強くなっ
て見返してやる！」と思いがんばってきました。

高校時代に参加された
国体の思い出にはどん
なものがありますか？
高１のとき、沖縄で開催さ
れた国体に出場しました。
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 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。

■乙亥会館（おといかいかん／西予市野村町野村12号10番地 TEL0894-72-1006）
相撲練習場や相撲資料館、多目的ホール、温泉施設がある。愛媛県で唯一の力士用の特大トイレがある。
●せいよ観光物産サイト http://www.seiyo1400.jp/のサイト内のキーワード検索  乙亥会館  で検索！

かた　　　　　　お　　　　　　なみ　　　　 おや　　　　　　かた天皇杯26位・皇后杯15位で
前年より大きく躍進！

天皇杯・皇后杯って何？

第68回国民体育大会 愛媛県選手団 上位入賞者（敬称略）

東京都のみなさん、
応援ありがとう！

正式競技の男女総合成績第１位の都道府県に「天皇
杯」、女子のみの総合成績第１位の都道府県に「皇后杯」
が授与されます。各種別・種目の第８位までの都道府県
に競技得点が与えられ、その得点に参加得点を加えた
合計点で競われます。愛媛県の最高順位は天皇杯７位、
皇后杯５位（１９５８年、第１３回富山国体）です。

国体はみんなが参加できるスポーツの祭典。競技会
場には、東京都のみなさんが作ってくれた、各都道
府県を応援する旗や、スポーツ祭東京２０１３のキャラ
クター「ゆりーと」のオブジェなどが飾られていました。
えひめ国体でもみんなで会場を盛り上げましょう！

国体のい はろ都 民 運 動

種　目

１ 

位

２
位

陸上競技

ボート

ライフル射撃

クレー射撃

レスリング

ウエイトリフティング

ソフトテニス

ソフトボール

弓道

ライフル射撃

成年男子

少年男子A

少年女子

少年女子

成　　年

少年男子

成年男子

成年男子

成年女子

少年女子

少年男子

やり投げ

やり投げ

舵手つきクォドルプル

BP40JW

スキート（個人）

フリー96ｋｇ級

56ｋｇ級クリーン＆ジャーク

－

－

遠的

10ｍS60JM

村上幸史（スズキ浜松AC）

相原大聖（今治明徳高校）

愛媛選抜

篠浦玲子（伊予農業高校）

泉勝彦（有限会社泉建具店）

岡井柾樹（北条高校）

権田達也（中央大学）

愛媛選抜

伊予銀行

愛媛選抜

野村亮典（伊予農業高校）

出場選手・団体種 別 な ど 陸上競技

サッカー

テニス

バスケットボール

レスリング

クレー射撃

ボウリング

高校野球（軟式）

トライアスロン

少年男子A

女　　子

成年男子

少年女子

成年男子

少年男子

少年男子

少年男子

成　　年

成年男子

－

成年男子

110mハードル

－

－

－

フリー66ｋｇ級

フリー74ｋｇ級

フリー120ｋｇ級

グレコローマン66ｋｇ級

スキート（団体）

団体戦（4人チーム）

－

－

野本周成（八幡浜高校）

愛媛選抜

愛媛選抜

愛媛選抜

近藤達矢（専修大学）

藤原稜（今治工業高校）

山口直人（八幡浜工業高校）

中橋涼（八幡浜工業高校）

愛媛選抜

愛媛選抜

新田高校

平松幸紘（日本食研ホールディングス㈱）

３ 

位
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ソフトボール 〈成年女子〉

国体の強化指定を受けて
みんな気合いが入っています！

たちは愛媛県で唯一の女子ソフトボール実業団チームで、ソフトボール
をやりたい、実力のある人が集まった平均年齢２１歳の若いチームです。

毎日職場で顔をあわせているメンバーだから気心も知れているし、会社も全面
的にバックアップしてくれているからすごくやりやすい環境です。行内ではおし
とやかな銀行レディたちですが、グラウンドに出たらみんな人が変わる（笑） 負
けず嫌いな人ばかりが集まったエネルギッシュなチームです。スポーツ祭東京

２０１３で準優勝したことでチームの士気も上がってい
ます。私は主将としてぐいぐい引っぱっていくタイプで
はないのですが、何でも自分から率先して行動するこ
とでみんなのお手本となれるようにがんばっています！

私

課題を一つずつ確実にクリアし
えひめ国体への出場を目指す！

まり丈夫ではなかった体を鍛えたいということと、大好きだったマン
ガに影響を受けて高校１年からボクシングを始めました。平日はジム

で毎日２時間くらいサンドバッグやミット練習をして、家では主に体幹を鍛え
るための練習を行っています。最初は練習がキツくて体がついていかなかっ
たけれど、続けているとだんだん体力がついてきて、鍛えていく楽しさや喜
びを感じています。今年の春、初めて試合に出場した時はやはり緊張してし

まって、みんなからも「動きが硬い」と指摘
されました。でも、試合に勝ったらみんな喜
んでくれるので、応援してくれる人のために
もがんばりたいと思っています。

あ

今治市出身。ソフト歴11年。身長161cm、ポジ
ションはライト、右投げ右打ち。伊予銀行内での
所属は事務集中センター。長所は独特の発想
力、短所は気が短いこと。

伊予銀行女子ソフトボール部
主将 相原 冴子さん

伊予銀行女子ソフトボール部は昭和６０年に
創部された歴史のある実業団チームです。
今年は所属している日本ソフトボールリー
グの２部で優勝し、来季からは１部に昇格す
ることが決定しています。その時々に要求
される能力を１２０％発揮できるよう、走・攻・
守の力を高め、えひめ国体での優勝を目指
して日夜練習に励んでいます。

え が お

監督から一言!!
ボクシングを始めたばかりで、心身ともに
まだまだ成長途中。彼には教えたことをす
ぐに受入れる素直さがありますので、これ
からどう進化していくか楽しみです。やさし
そうな顔とは裏腹に、彼の得意技は強烈な
右ストレート。試合となると常にアグレッシ
ブに攻めるタイプなのでかなり見応えがあ
りますね。

監督から一言!!

あい　  ばら さえ　　こ

ボクシング 〈少年男子〉

バレーボール 〈成年男子〉

松山市出身。小学３年生よりバレーボールを始
め、高校時代にはインターハイに2回、大学時代
にはインカレにも出場した。センタープレイ
ヤーとしてブロック、スパイクで活躍している。

愛媛クラブ
長本 光樹さん

高校・大学時代に県内で活躍していた選手や、愛媛県出身で県外の
トップチームに所属していた選手が中心になってチームを引っぱって
くれています。まだまだ成長途中のチームですが、メンバー同士が
教え合ういい雰囲気もできていますので、一人でも多くえひめ国体
の選手に選ばれて欲しいと思っています。

監督から一言!!

東京国体への出場経験を活かし
着実に成長しているチームです！

媛クラブはえひめ国体に向けて結成されたチームです。県内のバレー
ボール経験者、バレーボールが好きな人が集まった社会人チームで、

全部で３０人くらいのメンバーが所属しています。週２日、それぞれの仕事が終
わってから集まって練習しているのですが、年齢も職場も違うにも関わらず和
気あいあいとした仲のいいチームです。普段は日々の個人練習と大学生や高
校生チームとの練習試合で力をつけていますが、やはり大きな大会前には練習

の力の入り方も違います。今回のスポーツ祭東京
２０１３での５位入賞は、自分たちでもやればできる
という大きな自信になりました。４年後のえひめ国
体を目指してチーム一丸となってがんばります。

愛

なが　 もと こう　　 き

弓道 〈少年女子〉

左から、永野さん（今治市出身）、村上さん（松山市出身）、石﨑さん
（松山市出身）。高校３年生。それぞれ高校１年生から弓道を始める。
今年のスポーツ祭東京2013では、少年女子遠的で準優勝を果たした。

なが　 の え　　り むら　かみ めい いし   ざき ゆ　　き　　え今年のスポーツ祭東京２０１３の団体戦に出場したこの３人。普段はそれ
ぞれの学校で練習をしていますが、合同練習では積極的な態度で臨ん
でくれたおかげで、準優勝という結果を残せたんだと思います。地元
の国体では、声援が味方になる反面プレッシャーにもなるので、えひめ
国体に向けて、何ごとにも動じない強い精神力を養って欲しいですね。

監督から一言!!

普段は天真爛漫な笑顔でも
道場に入ると表情が引き締まる

道をしている先輩の姿が格好よかったから。的に矢を当ててみたかっ
たから。そんな憧れから始めた弓道。実際には意外に全身の筋力が

必要で、特に背筋や腰をしっかり鍛えなければ、満足に弓を引くことすらでき
ません。弓を引く姿勢の良い悪いも自分ではわからないので、外から見ても
らって直していきます。的に当てるためには技術も必要だけど、気持ちの充

実度合いに大きく左右されます。プレッシャーに負
けない強い精神力、失敗しても平常心を保つこと、
気持ちを強く持つことが大切です。弓道は高校か
ら始めたばかりですが、進学しても続けて、日本一
を目指したいと思っています。

弓

監督 森本 浩之さん
もりもと ひろゆき

松山市出身。高校2年生。高校１年生よりボクシ
ングを始める。矢野ボクシングジム所属。2013
年にフライ級でインターハイに出場、スポーツ
祭東京2013ではバンタム級で5位に入賞した。

松山聖陵高校
永尾 海さん

なが　　 お かい

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！

え が お

監督 石丸 直司さん
いしまる なお  し

監督 藤崎 昭典さん
ふじさき あきのり

監督 酒井 秀和さん
さか い ひでかず

今治南高校 

永野 絵梨さん

松山東高校

村上 萌さん

新田高校 

石﨑 友紀江さん

3 4
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今治市は陸地部と島しょ部からなる、人口約１７万人の瀬戸内海に
面したまちです。開催は６競技で、本番に向け各施設の改修や整
備が進められています。自転車競技のロードレースは、大三島を会場に開催されます。
サイクリングと違い、その速度は平坦地で、なんと時速約４０ｋｍ! そのため、選手が
安全に一般公道を走れるようサポートする「立哨員（りっしょういん）」が必要です。
地元の方々と一緒に、こうしたサポートを通じて国体を成功させたいと思います。

セーリング
せーりんぐ
正式競技

Sailing

銃剣道
じゅうけんどう
正式競技

Jukendo

実力をフルに発揮
大健闘の重量挙げ

国体競技の魅力発見！

競技 知りを 隊

愛媛県
セーリング連盟
副理事長

大槻 映幸さん

オールを使って漕ぐボート
と違って、セーリングは帆
で風をつかまえて前に進み
ます。セールの面積やマス
トの長さ、船の形などでク
ラス分けされて順位を競い
ますが、風が次にどう吹い
てくるか予測しながらの自
然任せのスポーツです。陸
上競技のようにラインは引
かれていませんが、水上の
２艇の間を仮想のスタート
ラインとして、そこからは
決められたコースを回りさ
えすればどんなルートを
走っても OK。国体では、
１レース約５０分で６レース

を行い、着順の合計点数の
低いほうが勝ちとなります。
落ちそうになるくらい水面
ギリギリまで船を傾けたり、
瞬時の判断で進む方向を変
えたりするのがこの競技の
見どころです。まだまだマ
イナーなスポーツなので競
技人口も少ないですが、え
ひめ国体に向けて今の優秀
な選手を強化して、上位入
賞を狙っていきたいですね。

愛媛県
銃剣道連盟
理事長

福田 壽之さん

この方に
伺いました!

この方に
伺いました!

セールで風を捉えて艇を操る

剣道によく似た競技ですが、
竹刀ではなく先端にタンポ
と呼ばれるゴムを付けた木
銃を用い、突き技のみで相
手と戦うのが銃剣道です。
国体では１チーム３名の団
体戦で競われ、それぞれが
５分間の３本勝負、２本を先
取したほうが勝ちとなりま
すが、勝負がつかないとき
は２分間の延長が認められ
ます。上・下胴、小手、のど
を正しい姿勢で突くと一本
となります。日本の伝統的
古武術をルーツに持つため
礼法に厳しく、姿勢、態度
が重視され、気・剣・体が

一致した正しく美しい技で
あることも評価の対象です。
技は教え込めば上達するけ
れど精神面を鍛えていくの
はなかなか難しいことです。
平成２４年４月に、えひめ国
体のために東温高校に銃剣
道部が創部されました。
みんな銃剣道を始めたばか
りですが、地元国体での
優勝を目指してがんばって
います。

▲監督はボートに乗り
込み、風に合わせて
セールや艇の操り
方を指導します。

突きだけで勝負する昔の戦技

▲ 充実した気勢、正し
い姿勢で剣筋正しく
有効部位を突く「突
き技」が基本。

おお つき ふく  だ ひろゆきてる ゆき

タイムトリップ

国体の思い出 重量挙げ 少年フライ級 優勝
高校3年生（佐賀国体当時）

第31回佐賀国体
昭和51年
1976
国体

今治市
久万高原町

大洲市
競技会場地をリレー紹介！

えひめぐり

今治市

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。

自転車（ロード）

ラグビーフットボール

バスケットボールアーチェリー ソフトテニス ボート軟式野球

瀬戸内沿岸を駆け抜ける
自転車競技ロードレースに注目！

多島美と橋の景色が楽しめるサイクリン
グコース（ブルーラインが引かれている）
には、普段から多くの人が訪れています。

●今治市役所
　総合政策部 国体推進課
　TEL 0898-36-1733

●久万高原町
　教育委員会 生涯学習班
　TEL 0892-21-1111

久万高原町 高原の気候はラグビーに好条件。
おもてなしは町全体で！

国体初出場は１９７４年の茨城国体で、翌年の三重国体
で初めての優勝、１９７６年の佐賀国体は三連続出場と
なり二連覇を達成したことでも注目を集めました。

「日本一になる！」と高校から始めたウエイトリフティン
グでしたが、思わぬ早い時期に目標を達成してしまい、
必然的に次の目標は世界一に…。高校を卒業したら就
職する予定がオリンピックに出るなら大学も、と進学の
道を選ぶことになりました。国体に出場して結果を出せ
たことで後の人生も大きく変わりましたね。

vol.2

競技運営係長

織田 隆政さん
おり  た たか まさ

愛媛県勢は、全国で７番目に多い出場者数である３９６人が２４競技に出場しました。その中でも健闘
したのが重量挙げ。チームワークのよさが各選手の力を存分に発揮させ、総合４位に輝きました。
また、軟式野球（少年）が初出場ながら４位、卓球（少年女子）は３位入賞を果たしました。

真鍋 和人（まなべ かずしと） 
新居浜市出身。新居浜工業高等学校、
中央大学卒。第３１回佐賀国体で少年
フライ級優勝（当時スナッチ 96kg で
高校新記録）。１９８２年第４２回全日本
選手権大会の５２ kg 級でトータル
247.5kg の日本新記録で初優勝。
１９８４年ロサンゼルスオリンピック大会
52kg 級銅メダリスト。

選手も応援す
る方も、風光明
媚な島の自然
を楽しんでほし
いですね。今治
の魅力も発信
していきます！

久万高原町は、四国カルストや石鎚山、面河渓など雄大な自然が
広がる人口約１万人のまちです。開催競技はラグビーで、えひめ国
体に向けて、現在のラグビー場を人工芝へ改修する準備が進められています。ラグ
ビーは、合宿誘致の取り組みにより、全国各地から高校生や社会人選手が合宿に訪
れるので、町民にも親しみがある競技。涼しい高原の気候は、ラグビーに適した環
境ですので、選手の方々には、日頃の練習の成果を存分に発揮していただきたいです。

日本三大カルストのひとつである四国カル
スト。大草原に放牧された牛、どこまでも広
がる青空。雄大なパノラマが広がります。

係長

坂本 耕紀さん
さか もと こう　き

地元の人々、豊
かな自然、美味
しい食べ物でお
もてなしをする
体制を整え、町
全体で盛り上げ
ていきます！

▲マスターズの大会に出場す
るため、今でも日々のトレー
ニングを欠かしません。

▲表彰台中央に立つ真鍋さん。開会式では旗手を務めました。疲れが
試合に影響するのを心配する周囲をよそに手にした優勝でした。

この方
に

伺いま
した!

開催
競技

開催
競技

開催
競技

カヌー（スプリント）

大洲市 まちに活力を生み、
地域づくりにつながる国体に！

ソフトテニスソフトボール

大洲市は、「伊予の小京都」と呼ばれる人口約４万７千人の城下町
です。カヌー・ソフトテニス・ソフトボールの３競技が開催されます。
市の中央を流れる肱川では、カヌーが盛んに行われ、昔からカヌーツーリング駅伝
大会が開催されています。今後は、えひめ国体の開催を通して、大洲の素晴らしい
自然環境や歴史・文化、食などの地域資源も全国に発信していきたいです。そして、
地域の皆さんと一緒にえひめ国体を盛り上げていきたいと思います。

日本三大鵜飼に数えられる大洲のうかい。
屋形船に揺られつつ間近でうかいをする鵜
船の見物ができます。（期間：6/1～9/20）

課長

林田 稔徳さん
はやしだ とし のり

えひめ国体開催
時期は、ちょうど
「いもたき」の
季節。訪れる皆
さんにおもてな
しできれば、と
考えています！

この方
に

伺いま
した!

昼うかい風景

四国カルスト

大三島サイクリングコースと
多々羅大橋

この方
に

伺いま
した!

●大洲市
　教育委員会 国体準備課
　TEL 0893-57-9995

愛媛のいろいろな地域でえひめ国体の
準備が始まっているね！
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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 ？

大学から本格的にレスリングを始め、２０１２
年にＡ級審判の資格取得。全国大会優勝
など数々の入賞歴を持つ。現在は今治明
徳高校体育教師兼レスリング同好会顧問。

線 を つ な い で あ そ ぼ う！

クイズ
？

＜競技審判員＞

国体Q&A
教えて！みきゃん Q 選手以外で

国体に参加できるの？

A できます！えひめ国体が、県民みんなで感動や夢、希望を分かち合える
国体となることを目指して、「つなげよう愛顔運動」を展開しています。

これは、「お（応援しようえひめ国体）せ（精一杯のおもてなし）つ（伝えよう
愛媛の魅力）た（楽しくスポーツ、健康づくり）い（一緒にしようわがまちづく
り）」をキーワードに県民みんなでえひめ国体を支える運動です。選手の応援
はもちろん、訪れる方を歓迎すること、まちの環境美化や、愛媛の魅力を伝え
ること、スポーツに親しむこともえひめ国体への参加のひとつとなります。

？

③②
①

こたえ：①銃剣道 ②弓道 ③セーリング ④バレーボール ⑤ボクシング ⑥ソフトボール

えひめ国体 検 索

④
⑤ ⑥

バレーボール 銃剣道
じゅう  けん   どう きゅう   どう

弓道 セーリング ボクシングソフトボール
【バレーボール】
一般用は周囲が
６５～６７ｃｍ、重さ
は２６０~２８０g。小
中学校で使うも
のより大きいよ。

【木銃（もくじゅう）】
樫の木で作られた
小銃の形をした
木の刀。先端には
衝撃を和らげるゴ
ムが付いているよ。

【ソフトボール】
黄色の革に赤の
ステッチが入った
革製のボールだ
よ。周囲が30.2～
30.8ｃｍあるよ。

【弽（ゆがけ）】右手
に着ける革製の手
袋。長く大切に使う
ことから、「かけが
えのない」の語源と
も言われているよ。

【デジタルコンパス】
目印のない海で
は、方位で目的地
の方向を確認し
ます。マストに付
けて使うよ。

【ヘッドギア】
頭や耳を守るた
めに着けるもの
だよ。プロ選手は
着けずに試合を
しているよ。

2020年の「東京オリンピック」の後に「東京パラリ
ンピック」が開催されるように、2017年の「えひめ
国体」の後には
　　　　　　　　　　　　　が開催されます！

県民リレーが始まりました！

あなたのところにも来るかも！？

支え方は十人十色。

国体みきゃん

えひめ国体 愛顔のサポーター
え が お

この広報誌の内容は2013年11月時点のものです。

えひめ国体に引き続き開催！

レスリングの試合はスピードがあり、ほんの一瞬で勝敗を決する
“技”が決まります。その時に、「腕の角度がどのくらい曲がって
いたか」、「お尻や手が床についていたか」などを瞬時に見極めな
いといけないし、マニュアルに当てはまらないこともたくさん出て
きます。また、どんどん変わっていくルールを正しく理解して知識
として取り入れた上での判断も必要です。選手たちはそういった基
準を熟知しきれないことが多々あるため、公正に教えてあげること
で不利なく試合に勝てるようサポートしていきたいと思っています。

J リーグに憧れて始めたサッカーですが、いつまでもサッカーに関
わっていたい、いつかは J リーグのピッチに立ちたいという夢があ
り、審判を目指しました。審判にとって大切なのは「この人になら
任せられる」と選手に信頼されることです。審判とは人が人を判
定することですので、トレーニングや食生活など、現役選手時代
以上に厳しく自分を律しています。また、審判員の態度次第で選
手のモチベーションも変わってきます。コミュニケーションをしっか
りとって、よいプレーを引き出せるよう努力しています。

１０月初旬、６体の「国体みきゃん」のぬい
ぐるみが、県庁・各地方局・支局から出発
しました。みきゃんは、県内各地の県民の
みなさんの間を自由に旅し、みんなの
愛顔（愛のある笑顔）をつないでいきま
す。リレーの様子はホームページに随時
掲載していますので、是非ご覧ください。

会社員

池田 一洋さん
かず ひろいけ  だ

小学３年生からサッカーを始め、社会人
チームに所属したのを契機に4級審判
の資格を取得。2012年には国内最高
位の1級審判の資格を取得した。

レスリング〈Ａ級審判〉 サッカー〈1級審判〉
判定者の視点を 
　伝えてあげたい

選手のやる気を
　高める審判員に

今治明徳高等学校
教諭

越智 雅子さん
まさ   こお    ち

誰もが“絆”を
実感できる
大会を創ろう！

み
ん
な

応
援
し
て
ね
！

みんなの“愛顔”が
あふれる大会を楽しもう！

未来へはばたく
“新しい自分”を
見つけよう！

３つの基本目標

えひめ国体 検 索

え  がお

詳しくは

え  がお

え  がお

え  がお
　　　　　　　「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）
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