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えひめ国体を知る、楽しむ、参加する情報誌
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みきゃんのTalking
えひめ国体

インタビュー

みんなで参加しよう！
えひめ国体！！
みきゃんリレー始まってるよ！

みきゃん

愛媛県伊予市出身
武田 大作さん

ボート

国体
タイムトリップ

1993

過去の
国体を振り返る

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



ので、自分が納得するオリンピックでありたかっ
たし。これからは年齢との戦いになってきますが、
勝てる可能性がある限りオリンピックに挑戦したい
と思っています。

「国体」についてどう思われますか？
国体は国内のオリンピックのようなもので、他の
開催地に行くと地元の人が盛り上がっています。
やはり出たいという願望がありますね。国体は少
年と成年の合計点で争われる唯一の大会です。県
人選手が一丸となって戦うことで、チームの結束
力が強くなるし、少年も成年も互いが刺激し合え
るのもいいですね。２０１３年度は愛媛県ボート協
会の強化部長と普及部長も担当しています。これ
からもボートの魅力、スポーツの素晴らしさをもっ
とたくさんの人に伝えていきたいと思っています。

５つの基本目標

みきゃんリレー

「愛顔つなぐえひめ国体」に向け、県民みんなで感動や夢、希望を分かち合える国体の実現
を目指して、「つなげよう愛顔運動」を展開しています。一人でも多くのみなさんに、様々な
形でえひめ国体に参加・協力していただけるよう、５つの基本目標を掲げ取り組んでいます。

お遍路文化によって培われ、県民が大切に
受け継いでいる精神である「お接待」（お・
せ・つ・た・い）を頭文字としています。

えひめ国体「ひめっこスポーツ大使」
ボート選手

みきゃんの

ボート競技で今も活躍されている
伊予市出身の武田大作さん。

えひめ国体への思いを、
みきゃんが独占インタビュー！

長年現役で活躍されている姿をいつも応援さ
せていただいています。まずはボートを始めた
きっかけと競技の魅力を教えてください。
アウトドアのスポーツがしたいと思ったけど、競技
人口が多いものは上位にあがりにくい。ボートな
らやっている人がまだ少ないしチャンスがあるか
も、と考えたことがきっかけです。水面を軽やか

に動く感じ、スピード感、
後ろ向きで進んで行く不思
議な感覚に魅了されまし
た。勝つことの楽しさと、
速くなることを実感するの
が嬉しかったです。

オリンピック初出場となった、アトランタ五輪
の思い出をお聞かせください。

「とにかく世界は強かった！」ってことですね。そ
の強烈な悔しさが「次はやり返してやる！」という
原動力になりました。僕は勝つためにやってきた
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Daisaku Takeda

 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。

武田 大作（たけだ だいさく） 
伊予市出身 ボート 
日本選手権男子シングルスカル7年連続を含む
12回優勝（史上最多優勝）
1991年 石川国体（第46回国体）少年男子シングルスカル入賞
1993年 東四国国体(第48回国体)成年男子シングルスカル優勝 
1996年 アトランタ五輪日本代表（シングルスカル）
2000年 シドニー五輪軽量級ダブルスカル 6位入賞
2004年 アテネ五輪軽量級ダブルスカル 6位入賞
2008年 北京五輪日本代表（軽量級ダブルスカル）
2009年 世界選手権シングルスカル 4位入賞
2010年 世界選手権シングルスカル 5位入賞
2012年 ロンドン五輪日本代表（軽量級ダブルスカル）
ダイキ所属

武田 大作さん

た け 　 　 だ だ い 　  さ く

愛媛県勢は選手・監督などを合わせて総勢４２８人が参加。ボー
トは、成年男子シングルスカルで武田選手が初優勝しました。
この優勝を含め、国体での優勝は通算１３回。現在も“ボート
王国愛媛”を支えています。その他にも、自転車競技は少年
スプリントで、優勝を飾りました。なぎなた（少年女子）、弓道（少
年男子）、ボウリングは上位入賞と健闘しました。

“ボート王国愛媛”復活！！
 頼もしい初優勝

武田大作選手の

国体の思い出
ボート 成年男子シングルスカル 優勝

大学2年生（東四国国体当時）

東四国国体のとき僕は大学２年、アトランタ五輪が開

催される前のこと。自分の力を試してみたかったとい

うのもあって出場しました。２年間大学で練習してき

て気付かないうちに体力が付いていたおかげで、特

別な練習をしなくても勝つことができて。国体に出

場したことで「ボートは自分に向いているスポーツ。

これから集中してやっていこう」と思いました。ある

意味、人生のターニングポイントになりましたね。

▲水面を滑るように
力漕する武田選手。

▲ 選 手 宣 誓 は 、
スケート競技〈成
年男子〉田中大我
選手（写真左）

タイムトリップ
東四国国体 〈第48回国体〉

（香川・徳島）平成5年
1993

国 体

現在、６体のみきゃんが愛媛県をリレー中。
みきゃんのぬいぐるみを受け取ったら、みきゃ
んと撮影した愛顔の写真をメッセージと一緒
にえひめ国体のホームページに投稿してね！

松山市、今治市、西条市、八幡
浜市、宇和島市からみきゃん
リレーがはじまったよ。

松山市立八坂小学校のみんなから
みきゃんが八坂にやってきたよ。

２０１７年「愛顔つなぐえひめ国体」を

ぼくらも応援しています。

第69回国民体育大会冬季大会（スケート競技）
愛媛県選手団 上位入賞者（敬称略）

お せ っ た い
お 応援しよう

えひめ国体

・・・・・・・・・・・つなごうよ！愛顔！！・・・・・・・・・・・

みんなの力で
みきゃんが

愛媛を駆け抜ける！

せ 精一杯の
おもてなし

っ 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

第69回 国民体育大会冬季大会開催！

●選手を応援する！
●国体イベントに
　参加する！
●大会・広報ボラン
　ティアに参加する！

●手作りの横断幕や
　のぼり旗などで選手団を
　歓迎・応援する！
●来県者に笑顔で元気な
　あいさつ・声かけをする！

●温泉や豊かな自然、
　豊富な食材など多彩な
　地域資源を紹介する！
●地域の特産品を使った
　記念品を作成する！

●市町民運動会や
　開催競技体験教室
　などに参加する！
●いろいろなスポーツを
　観戦する！

●道路・河川・
　海岸などの環境美化
　活動に参加する！
●花いっぱい運動に
　参加する！

例えば… 例えば… 例えば… 例えば… 例えば…

今から参加できる！えひめ国体の愛顔運動
え       がお

えひめ国体 検 索詳しくは

▲愛媛をリレー
　するみきゃん
　1号～６号

応援メッセージ♪

みんなで参加しよう！えひめ国体！！

このバナー➡
をクリック！

● みきゃんの場所をお知らせいただいた方には ●

● メッセージ・写真をお送りいただいた方には ●

「国体みきゃん」の
オリジナル待受画面・ＰＣ壁紙をプレゼント！

「国体みきゃん」の
ぬいぐるみや国体啓発グッズが当たります！

2013年10月3日★ みきゃん1号

知事からスタート！ 2013年10月9日★ みきゃん3号今治支局からスタート！

2013年10月11日★ みきゃん6号

八幡浜支局からスタート！

参加すると
プレゼントが
あるよ♪ 毎月

抽選で

もれなく

2014年１月２８日（火）から２月２日（日）まで、栃木県で「ひかりの郷
日光国体（スケート競技会・アイスホッケー競技会）」、2月21日

（金）～24日（月）まで、山形県で「やまがた樹氷国体（スキー競
技会）」が行われ、愛媛県からは、選手２０人（スケート４人・スキー
１６人）をはじめ、役員・監督を合わせて３３人が出場しました。健
闘を祈って、1月21日（火）に結団式・壮行会が行われました。

2013年10月8日★ みきゃん2号東予地方局からスタート！
2013年10月8日★ みきゃん4号

中予地方局からスタート！

2013年10月11日★ みきゃん5号南予地方局からスタート！

え  がお

え  がお

え  がお

え  がお

え   がお

さと

スケート競技　成年女子５００m　土田 愛４位入賞
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ハンドボール 〈成年男子〉

えひめ国体のために作られたEHC
だからこそ絶対に勝ちたい！

E

“愛姫”という名前にかけても
国体出場権を勝ち取ります！

え   ひめ

も国体に出場した選手で、「もし愛媛に国体が来てエヒメさんが活躍
すると面白い」と思い、名前を付けてくれたところから私のなぎなた

人生が始まっていたのかもしれません。なぎなたは技術を極めるということ
と、礼儀作法や相手を敬ったり感謝の気持ちを忘れないなどの精神を鍛える
ことも大事なことです。毎日の部活では高校生の先輩たちと一緒に、最終下
校時刻まで厳しい練習を続けています。「愛姫ちゃんがいたら絶対勝てる」

と同じチームの選手に言われ、プレッシャーを感
じることもありましたが、今では「愛姫」という
この名前にかけても、必ずえひめ国体に出場し
ていい結果を残したいと思っています。

ＨＣはえひめ国体に出場するために結成された社会人チームで、
現在２０～３０歳代の選手１７名が所属しています。ハンドボールは７人

１チームで戦うスポーツで、激しくぶつかりあうことも多いスポーツです。
EＨＣは速攻型なので、相手チームからボールを奪ったら目が離せなくなる
ようなスピード感のあるゲーム展開に見応えがあると思います。チームが発

足した当時、国体はまだ夢の舞台でしたが、２０１１
年と２０１３年に四国代表として国体に出場すること
ができました。まだ、簡単に優勝するとはいえな
い状況ですが、さらに実力を付けてまずはベスト
８を目指してがんばっていきたいと思います。

母

松山市出身。株式会社アスティスに営業として
勤務。中学1年生からハンドボールを始める。持
ち前のバイタリティーでエネルギッシュにチー
ムを引っぱるムードメーカーとして活躍中。

今治市出身。高校３年生。高校１年生より、やり投
げを始める。スポーツ祭東京2013では、少年男
子で優勝。２０１２年、第６回日本ユース陸上競技
選手権大会で優勝した。

“積極的に守って勢いよく攻める”のがＥＨＣ
のスタイル。選手はみんなキャリアと実力
のあるメンバーなので、課題とポイントと
なる指示だけ出して、あとはできるだけ自
主性を尊重しています。チーム一丸となっ
てやろうとする団結力と積極性があり、「後
手にまわったら負ける、常に先手を！」の精
神で、上位入賞を狙っています。

え が お

監督から一言!!
なぎなたは武道ですので決められた形があ
り、それを外れると勝ちと認められない競
技です。毎日の指導でできていないところ
を正すという繰り返しの練習を大切にし、
実力を付けていってもらっています。神山
さんは積極的に技を仕掛けていくタイプの
選手で、えひめ国体でもいい成績を出せる
可能性は大いにあると期待しています。

監督から一言!!

今治明徳高校 陸上部
相原 大聖さん

あい　  ばら たい　  せい
愛媛銀行卓球部
鳥居 夕華さん

とり　　 い ゆう　　か

ＥＨＣ（Ehime Handball Club）

キャプテン 父田 匡亮さん
ちち　　だ まさ　 あき

今治東中等教育学校
神山 愛姫さん

こう　　やま え　　 ひめ

なぎなた 〈少年女子〉

卓球 〈成年女子〉

兵庫県出身。愛媛銀行卓球部所属。小学１年生
から卓球を始め、小学4年生で全国大会ベスト8
入りを果たす。中学～大学の間、個人・団体戦と
もに全国トップクラスの成績をあげてきた。

鳥居選手は相手をうまくかわし、変化をつけて相手のミスを誘う
プレーが得意な選手です。これから、えひめ国体の卓球〈成年女子〉
でベスト４を狙うために、鳥居選手を中心に強いチームを作っていき
たいと思います。限られた練習時間の中で、質の高い練習内容を心
がけています。

コーチから一言!!

相手との心理戦を制しての勝利
えひめ国体に出場し必ず勝つ！

球は相手の表情が見える至近距離で戦うスポーツで、心理戦というか、
駆け引きが勝ち負けを左右します。そこが面白さなのですが、心理

戦を制するためには精神力が強くないとダメ。大学生の時から付け始めた“卓
球ノート”に、その日の練習メニューだけでなくメンタルの状態も書きこんで、
精神面を強くする努力をしています。私が初めて国体に出場したのは高校
１年生のときでした。当時の地元・兵庫で行われる国体ということでプレッ

シャーが強く、自分のせいで負けてしまったとい
う悔しい経験があります。だからこそえひめ国体
には必ず出場して結果を残したいと思い、日々
練習をがんばっています。

は、やり投げに向いた体格をしている。全国を目指して一緒にやって
みないか。」高校野球で甲子園に行きたいという気持ちを持っていま

したが、青野先生の熱い説得に惹かれて、やり投げをすることを決意しました。
日々の練習では、最高のパフォーマンスを発揮できるよう、筋力アップや技
術練習に特に力を入れています。その結果、スポーツ祭東京２０１３で優勝でき、

大きな自信となりました。競技ができる喜びと支
えてくれた人たちへの感謝の気持ちも再認識し
ました。ライバルは多いですが、進学後も、今
以上の結果が残せるよう努力し、えひめ国体に向
けて進化し続けたいと思っています。

卓

陸上競技（やり投げ） 〈少年男子〉

恵まれた体格で、良い結果が出せることを期待していました。この３年
間で特に精神面での成長が著しく、自己の課題に向けて積極的に取り
組めました。彼には無限に広がる可能性があると確信し、今後はOBで
ある村上幸史選手（日本大学卒）の指導を受けるよう勧めました。より
一層競技力の向上を図り、心身ともに成長することを期待しています。

顧問から一言!!

強力なライバルはいるけれど
必ずえひめ国体に出場したい！

「君

顧問 青野 隆義さん
あお の たかよし

松山市出身。中学1年生。２歳の頃から国体選手
だった母親と現・愛媛県なぎなた連盟副会長の
木野先生の指導のもと、なぎなたを始める。小学
6年生のときから国体選手を目指すようになった。

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

コーチ 大竹 克利さん
おおたけ かつとし

監督 村上 礼さん
むらかみ あや

監督 瀬良 研一さん
せ  ら けんいち

3 4
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えひめ
スポーツ りたが今昔もの
＜石鎚山＞

室長 萩森 久人さん
はぎもり ひさ と

係長 萩森 淳一さん
はぎもり じゅんいち

西条市は、石鎚山の麓に位置する人口約１１万４千人のまちです。
市内随所に見られる自噴水「うちぬき」は名水百選に選定され
ています。開催競技は５競技。特に、ハンドボールと山岳につ
いては、２年前から子どもたちを対象に体験教室を開催し、普
及啓発に取り組んでいます。えひめ国体が交流人口の増加や、
生涯スポーツに取り組むきっかけになればと思っています。

フェンシング
ふぇんしんぐ
正式競技

Ｆencing

空手道
からてどう
正式競技

Karatedo

国体競技の魅力発見！

競技 知りを 隊

愛媛県
フェンシング協会
副会長・理事長

宮崎 邦宏さん

フェンシングはアタック権
（手を伸ばして相手を突く攻
撃の動作）を得てから相手
のチョッキを突けば得点とな
るフルーレと、ベルトから上
の上半身を突くサーブル、
アタック権なしでシューズか
ら頭まで全身どこでも突け
るエペという３つの種目があ
ります。国体の試合はいず
れも団体戦で、少年の部は
フルーレのみ、成年男女は
フルーレ＋エペかサーブル
（隔年交替）で争われます。
頭脳戦の面白さがフェンシ
ングの魅力。目にもとまら
ないほどの一瞬の攻防に息

を呑む、見応えのあるスポー
ツです。愛媛県の選手は約
６０人。そのうち、小中学生
は合わせて３０人ほどしかい
ないのが現状です。２年半
前からはえひめ国体に向け
て、選手の底上げに力を入
れてきました。現在中学１年
生の子どもたちが、えひめ
国体の時には高校２年生に
なり実力を付けていますの
で期待ができると思います。

愛媛県
空手道連盟
副会長

篠崎 剛さん

この方に
伺いました!

この方に
伺いました!

一瞬の動きが勝負を左右する

空手道はもともと護身術で、
形は「受け」と「待ち」から
始まります。競技は形と組手
に分かれています。組手は、
面や胴、シンガード（すね
当て）・インステップガード
（足の甲当て）、拳サポー
ターなどの防具を着けて戦
います。直接当てない寸止
めで「極め」がきれいに決
まっているのが判定基準で
すが、単に手が伸びている
のではなく、目標に打撃を
与えることができる寸前で
ぴしっと決めること、体のコ
ントロールがいかにできて
いるかということが重視され

ます。また、技を極めた後
に心を切らさずに技の余韻
を残すことをいう、極め技
の残心、体の脱力、呼吸法
なども大切です。今、中学
２年生の子どもたちがえひめ
国体では高校３年生になり、
少年の部では選手としても
一番いい状態を迎えます。
私たちもえひめ国体を目指
した指導をしていますし、本
人たちも意識していますね。

▲アタック権を奪われ
ないよう相手の剣先
をかわす練習に熱が
入ります。

護身術としての形の美しさを競う
かた

▲凛と張りつめた雰囲気
の中、素早い動きで衣
擦れの音が響く練習
風景。

みや ざき しのざき つよしくに ひろ

西条市
八幡浜市

伊予市
競技会場地をリレー紹介！

えひめぐり

西条市

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。

サッカー 軟式野球ハンドボール 山岳ソフトボール

西日本最高峰 石鎚のふもと 最上のまち西条で
最上級のおもてなし！

標高１９８２ｍ、西日本最高峰を誇る石鎚
山。まちの美しい風土や清らかな水、おい
しい食べ物は、石鎚山の恩恵の賜物です。

●西条市
　保健福祉部 国体推進課
　TEL 0897-56-5151

伊予市

vol.3

みんなが和気あい
あいと輪になって
対話し笑いあう４つ
の「わ」の精神で、
地域の結びつきを
いっそうつなげる
国体を目指します。

この方
に

伺いま
した!

開催
競技

開催
競技

▲石鎚山
四国の屋根とも呼ばれ
る石鎚山は、四季折々の
変化に富んだ様々な風
景を見せてくれます。 ▲四国国体（１９５３年）の山岳競技の様子

美しい紅葉で彩られた石鎚山を舞台に、１０月22日～２6
日の５日間に渡って行われました。

当時の山岳競技は、石鎚山から瓶ヶ森への縦走形式で行われました。
縦走とは、尾根伝いにいくつかの山頂を通っていくことです。当時の
山岳競技では、規定の重量を背負い、山麓、尾根、山頂、峠などの
山岳コースをチーム単位で縦走し、その所要時間を競いました。現在、国体の山岳競技は、人工壁（クライミングウォール）
を使用した、リード競技とボルダリング競技が行われています。リード競技は、高さ１２ｍ以上、幅３ｍ以上の人工壁を登り、
その到達した高さを競います。ボルダリング競技は、高さ５ｍ以内の低い人工壁に４つの課題を設置し、ロープを使わず、
制限時間内にいかに多くの課題をクリアしてゴールに到達できるかを競います。競技形式は違えど、熱い思いをもった
選手たちが石鎚山のふもとに集結する２０１７年。石鎚に新たな感動を呼ぶ風が吹き抜けるに違いありません。

第８回国体（四国国体）の山岳競技の
舞台になった西日本最高峰の石鎚山。

ホッケー パワーリフティング

公開競技とは

バレーボール

ひと・まち・自然が一体となって
訪れる人たちをおもてなし！

伊予市は愛媛県のほぼ中央に位置する、人口約３万８千人の自然豊
かなまちです。ホッケー、バレーボールに加え、公開競技である
パワーリフティングが開催されます。ホッケー会場の人工芝生化など、本番に向けて
既存の施設を国体の基準に合うように改修を進めています。全国から訪れる方々が存
分に国体を楽しんでもらえるよう、そして伊予市の自然や文化、食を満喫していただ
けるよう、これから組織体制を整え、市が一体となって取り組んでいきたいと思います。

碧き伊予灘、翠ふかき栗林、茜色の夕日。
伊予・中山・双海地域それぞれの魅力あふれ
る景観が、訪れる人の心を癒してくれます。

市民の方たち
と一緒になって
国体を盛り上
げ、全国に伊予
市の魅力をア
ピールしてい
きたいです！

国体で実施され
る競技のうち、都
道府県対抗の得
点の対象となら
ない競技のこと。
大会の充実と活
性化を目的に実
施されます。

①双海の夕日 ②中山の栗 ③伊予の五色姫海浜公園

②①

③

この方
に

伺いま
した!

主事

吉田 浩一さん
よし  だ こういち

主査

久米 將文さん
く　  め まさ ふみ

●伊予市
　教育委員会 社会教育課
　TEL 089-982-5155

開催
競技

八幡浜市 市民一丸となり八幡浜らしさ
溢れる国体を目指します！

八幡浜市は人口約３万７千人で、西は宇和海、北は伊予灘に面したみかんと魚
のまちです。開催競技はソフトボールとバレーボールで、日頃から市民の間で
親しまれているスポーツです。今後、各会場の整備を進めていく予定です。え
ひめ国体の開催を通して、ソフトボール、バレーボールが一層盛んになるとと
もに、その他のスポーツ活動も盛り上がればと考えています。さらに広報活動
に力を入れ、市民一丸となったおもてなしを目指します。

四国の西の玄関である八幡浜港に誕生し
た道の駅。採れたての柑橘や新鮮な海の
幸など八幡浜の魅力が集結しています。

八幡浜のソウルフード
「八幡浜ちゃんぽん」や、
みかん、魚など、食の魅
力も知っていただけるよ
うアピールしていきます！

この方
に

伺いま
した!

みなとオアシス八幡浜みなっと
●八幡浜市
　教育委員会 生涯学習課 国体準備室
　TEL 0894-22-3111 ソフトボール バレーボール

㊨

㊧

公開競技

き

石鎚山
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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 ？

障害者スポーツを支援する 公認スポーツ栄養士

みかんを取り入れた献
立はアスリート食として
とても優れています。

車椅子テニスの指導をする渡部さん。
（右から２人目）全国大会などでは競技団
体の総まとめ役としても活躍しています。

愛媛県障害者スポーツ協会は、第１７回全国障害者スポーツ大会の開
催を契機として、障害者スポーツの振興を目的に発足しました。障害
のある方がスポーツに取り組むことは、仲間との出会いに始まり、目
的意識の醸成を通じて、毎日の生活に変化が生じるなど、身体面にも

精神面にも素晴らしい力を発
揮してくれます。大会の成功を
目指して、少しでも多くの障害
者の方々にスポーツに出会え
るきっかけを提供しながら、同
時に健常者の方々には指導者
や審判としてサポートしていた
だけるよう、今まで以上に障害
者スポーツの普及に力を入れ
ていきたいと思っています。

1982年から愛媛県身体障害者福祉センターで体育指導員として勤務。現・同セ
ンター所長。2013年4月に発足した県障害者スポーツ協会の事務局長を務める。

線 を つ な い で あ そ ぼ う！

クイズ
？

国体Q&A
教えて！みきゃん

Q 選手として何歳から
出場できるの？

A 年齢の種別としては、「少年」と「成年」があります。原則、「少年」は高校生（１６歳～１８歳）、「成年」
は１９歳以上で、上限はありません。「少年」は、競技によって、中学３年生で参加できるもの
もあります。随時見直されていて、昨年の第６8回国体では、19競技で出場が可能となりました。

【中学３年生が出場できる競技】陸上、水泳（競泳、飛込、シンクロ）、サッカー、テニス、体操（競技）、セーリング、
ソフトテニス、卓球、馬術、フェンシング、バドミントン、ライフル射撃（ビーム・ライフル、ビーム・ピストル）、山岳、
カヌー、アーチェリー、ボウリング、ゴルフ、スキー、スケート（フィギュア・スピードスケート・ショートトラック）

？

③
②

①

こたえ：①やり投げ ②ハンドボール ③なぎなた ④空手道 ⑤フェンシング ⑥卓球

えひめ国体 検 索

④ ⑤ ⑥

ハンドボール なぎなた
から　 て　  どう

空手道やり投げフェンシング
【ハンドボール】
一般男子・高校生
男子用は周囲が
５８～６０ｃｍ。大き
さは性別年代別
で３種類あるよ。

【マスク】フルー
レ・エペ用の「絶
縁マスク」。面の
部分はメッシュ状
の金網になって
いるよ。

【すね当て】膝、す
ね、くるぶしを保護
するもので袴の上
から着けるよ。細
長い竹を紐でつ
ないだものだよ。

たっ  きゅう

卓球
【ラケット】木の板
の部分にゴム製
のラバーを貼って
使うよ。ラバーは
すり減るので何度
も貼りかえるよ。

【槍（やり）】男子用
の長さは2.6~2.7
ｍ、重さは800ｇ
あるよ。女子用は
2.2~2.3ｍで、重
さは600ｇあるよ。

【拳（けん）サポー
ター】組手のとき
に両手に装着する
よ。打撃時の衝撃
を緩和する緩衝材
が入っているよ。

支え方は十人十色。 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2014年2月時点のものです。

障害者スポーツの魅力を
もっと多くの人に

食べ物が持っているパワーを
運動する身体に活かす

な

えひめ国体の後に開催される

　　　　　　　　　　　　　。
応援メッセージを書き込ん
で、みきゃんに色をぬろう！そ
して、写真を撮って送ってね。
送ってくれた写真はホーム
ページに掲載しているよ！

えひめ国体 検 索
詳しくは

▲ぬり絵
　用紙

⬇このバナーをクリック！

ぬり絵うち わ は 、ホームページからダウンロードできるよ！ぬり絵うちわで
えひめ大会を
応援しよう！

愛媛県障害者スポーツ協会
事務局長　

かず のりわたなべ

渡部 和典さん

スポーツ栄養学は日本に入ってきてまだ２０年ほどしか経っていない
新しい概念です。やっと浸透し始めたと感じるものの、まだまだ認知
されているとは言い難く、「トレーニングに必要な食べ物」「試合の
前に食べるもの」などについて、指導者たちへ講義を行っていると

ころです。食べ物が持つ力を
運動する身体に活かすために
は、目的に応じた“質・量・
タイミング”で食べることが
大切です。今後は直接アスリー
トたちへの指導もしていく予
定ですが、食べることで選手
のパフォーマンスが１００％発
揮できるようにお手伝いをし
ていきたいと思っています。

株式会社ヘルシープラネット代表取締役。アスリートへのスポーツ栄養サポー
トのほか、各種栄養相談や料理講習、高齢者の食支援などを行っている。

愛媛県体育協会
スポーツ医科学委員
公認スポーツ栄養士

やよいいま がわ

今川 弥生さん

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）

音声コード


